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【１． 国際協力一斉街頭募金 】新宿駅前で開催 
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9 月 5 日（土）、『バングラデシュの子どもたちの教育支援』と『ネパール地震の復興支援』

のため、恒例の国際協力街頭募金を実施。会員、ボランティアリーダー、学生、留学生、

メンバー、ワイズメンなど 158 人が、全力で気持ちをこめて呼びかけを行ない、総額 171,411

円が寄せられました。 

 

今年は初めて新宿駅周辺で実施しました。東口では、日本バングラデシュ協会理事長ラー

ナー氏ご一家も参加し、インターナショナルスクールの生徒や山手センターの学生たちと

並んで声を上げてくださいました。 

ホテル専門学校、社会体育・保育専門学校、医療福祉専門学校および、にほんご学院の留

学生は西口から南口を中心に活動しました。留学生 は、出身国の言葉（ベトナム語、中国



語など）で募金の呼びかけをし、また隣にいた専門学校生も、中国語を教えてもらい共に

中国語で呼びかけるなど、学生同士の交流が図られる場面もありました。 

 

長年親しんだ渋谷駅を離れ、新宿駅で行った初めての募金でしたが、ご参加の皆様には臨

機応変にご対応いただき、無事に終えることができましたことを感謝申し上げます。募金

総額は去年度よりも少ないものとなりましたが、多くの方々にご参加いただき、新しいチ

ャレンジができたことは大きな成果であったと思います。（前年度募金額は 213,392 円）         

（国際協力部 保坂弘志） 

 

＊募金の主な使途となるバングラデシュＹＭＣＡの活動は、以下のホームページでご覧い

ただけます。英語ですが、支援活動によって生活が改善された人のストーリーなどもご覧

いただけます。 

▽http://bangladeshymca.com/index.php/programs/non-formal-education 
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【２． 各部の近況 】 
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●【夏まつり 8 月 29日開催】 

 

今年も「東京ＹＭＣＡ夏まつり」が 8月 29日、東陽町センターで開催されました。小雨が

降るあいにくの曇空でしたが、会場は例年と変わらず大賑わい。20 余りの模擬店にも子ど

もコーナーにも行列ができ、終了時刻前に完売となりました。 

 ボランティアで演奏くださった「ドリーム・スクエア・ジャズオーケストラ」の皆さま、

抽選会の景品をご寄付くださった企業・団体皆さま、会員、ワイズメンズクラブ、学生皆

さんなど、今年も多くの方々の協力で無事に開催できました。感謝いたします。 

 益金約 50万円は、地域の会員活動ほかＹＭＣＡの公益活動のために用いられます。 

 

 

●【東陽町ウエルネスセンター】 全国ＹＭＣＡ少年少女水泳大会で入賞 

 

『第 39 回全国ＹＭＣＡ少年少女水泳大会』が 8 月 19 日～20 日、神戸市のポートアイラン

ドスポーツセンターで開催され、全国から 209 人が参加。東陽町ウエルネスセンターから

は 13名の選手が出場し、男女ともフリーリレーで入賞しました。また、エキスパートクラ



ス（週 3回クラス）に在籍している小学生の臼井遼君は、3年連続で最優秀選手賞に選ばれ

ました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/toyocho/topics/kids/39.html 

 

 

●【江東コミュニティーセンター】全国ＹＭＣＡサッカー大会で２位 

 

「第 43 回少年少女全国ＹＭＣサッカー大会」が 8 月 20 日～22 日、御殿場の時之栖（とき

のすみか）で行なわれ、仙台から広島まで約 300 人の小学生が参加。江東センターからは、

“東京代表”として、4 年生以下と 6 年生以下の 2 チーム計 26 人が出場しました。 

約 20 人の保護者も東京から駆けつけ、3 日間にわたって「大応援団」として活躍くださ

り、結果、4 年生以下のチームが準優勝！ 6 年生以下は大会ベスト 16 位と大健闘。子ど

もたちのやる気と、リーダーの熱心な指導、保護者皆さまのサポートが実を結びました！ 

“チーム江東ＹＭＣＡサッカークラブ”に今後ともご注目ください！ 

    （江東センター 大原真之介）  

 

 

●【社会体育・保育専門学校】 学生 100 人がジャパンパラ水泳の補助役員に 

 

障がい者水泳大会の最高峰である「ジャパンパラ水泳競技大会」（9 月 5～6 日、東京辰巳国

際水泳場）に、社会体育・保育専門学校生 100 人が大会補助役員として参加。障がいのあ

る選手たちのサポートや大会運営などを手伝いました。 

また、日ごろ学生と一緒に練習している東京ＹＭＣＡウエルネスセンターの村上舜也選手

は、S14 クラス（知的障がい）男子 100ｍバタフライに出場し、1 分 0 秒 83 の記録で優勝

しました。 ▽http://sports.ymsch.jp/whatsnew/detail.php?no=2052 
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【３．東日本大震災復興支援関係】 
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●【のんびり親子リフレッシュキャンプ】 ～ご招待～ 受付中 

 

今なお放射能の不安をかかえている福島の皆さまに少しでもリフレッシュして欲しいと、

三菱商事株式会社の協賛で開催しているキャンプです。2011 年度から累計 60 回実施、延



べ参加者数 2000 人超となりました。「線量を気にせずに外で遊べた」「リーダーが一生懸命

遊んでくれて楽しかった」などの感想が寄せられています。 

【次回日程】10 月 2 日（金）夕方～4 日（日） 2 泊 3 日 

【行き先】東京ＹＭＣＡ妙高高原ロッジ 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1378 

 

 

●【こひつじキャンプ】 ～ご招待～  

 

「日本基督教団」が主催する、福島の方を対象とした短期保養キャンプです。東京ＹＭＣ

Ａは共催として、会場の提供およびプログラム指導をします。過去にこのキャンプに参加

された方（リピーター）もどうぞご参加ください。 

【日 時】 10月 10日（土）～12日（月・祝） 

【行き先】 東京ＹＭＣＡ妙高高原ロッジ 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1380 
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【４．お知らせ】 
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●【山中湖センター・野尻キャンプ】施設整備のためのチャリティーコンサート 

 

1932年に始まった東京ＹＭＣＡの代表的な少年キャンプ「野尻学荘」が今年で開催 80回を

迎え、また「野尻小学生キャンプ」が第 20回となることを記念して、チャリティーコンサ

ートが行なわれます。益金はキャンプ場の施設整備のために用いられます。 

【演奏者】飯 靖子（オルガン）／飯 顕（ヴィオラ） 

【日 時】9月 25日（金）19：00～、 【場 所】日本基督教団霊南坂教会 

【入場料】2,500円 

【主 催】創音楽事務所、 【問合せ】会員部（03-3615-5568） 

▽チラシ PDF↓ 

 http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top15/concert-2015-9-camp.pdf 

 

 

●【ボイストレーニングサークル】 参加者募集！ 



 

西東京コミュニティーセンターでは、仲間作り、健康増進、余暇の充実の機会として、9 月

8 日から新しく「ボイストレーニングサークル」を始めました。ボイストレーニングは、声

を楽に出せるようになるのはもちろん、誤嚥（ごえん）の予防や体力作りにもなります。

また、みんなで思いっきり声を出すことでストレス発散にも！ 多くの方のご参加をお待

ちしています。 

【日 時】毎月第 2・第 4 火曜日 15:00～16:00 ※お好きな日にお越しください。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1352 

 

 

●【音訳者養成講座】  「音訳」を学びませんか 

 

「音訳」は、“読むことが不自由な方々のために、文字などを音声化すること”です。図書

類の音訳には多数の音訳ボランティアが必要なため、このたび西東京コミュニティーセン

ターの音訳ボランティアサークル「シジュウカラ」が、養成講座を企画しました。音訳作

業は自宅でできるため社会人でもやりやすく、またやりがいのあるボランティアです。ぜ

ひどうぞ。 

【とき】10 月 8 日～3 月 10 日（月 2 回木曜日、18：30～20：30、全 10 回） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1351 

 

 

●【講演会】東京ＹＭＣＡ午餐会  

 

◇9 月の午餐会 『村岡花子を育てた先生方 ‐カナダ婦人宣教師の教育‐』 

『赤毛のアン』の翻訳で知られる村岡花子（1893-1968）の孫で作家の村岡恵理さんに、花

子の文筆活動の基盤となった、東洋英和女学校の婦人宣教師たちによる英語教育、キリス

ト教教育についてお話いただきます。 

【卓話者】 村岡恵理氏（作家） 

【と き】 9 月 28 日（月）12：00～13：30 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1367 

 

 

◇10 月の午餐会 『高齢者の健康づくり・介護予防』 

老後の生活を自律的かつ健康的に過ごすために必要なトレーニングについて、それを継続

するコツも含めて教えていただきます。簡単な実技も予定しています。 

【卓話者】 波多野義郎氏（東京学芸大学教育学部名誉教授） 



【と き】 10 月 23 日（金）12：00～13：30 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1381 

 

 

● 親と子のハーモニーコンサート「こどもたちと一緒に本物の音楽を」  

 

０歳児から本物の音楽を楽しめるようにと、チャイルドケアセンターの在園児・卒園児保

護者が力を合わせて開催しているコンサートです。20 人ほどの小さな保育園ですが、地域

の店舗など多くの方々の協力により毎年 500 人ほどの来場者を集め、今年で 8 回目となり

ました。 

【日 時】 11 月 14 日(土)14:00 開演、 【会 場】 玉川聖学院谷口ホール 

【入場料】 大人（中学生以上）1,500 円 ＊当日券は 1,600 円 

    子ども（0 歳～小学生）無料 

【申込み】 ＹＭＣＡチャイルドケアセンター Tel.03-3722-4158 

▽ http://www.tokyoymca.org/childcare/harmony/news/20150909_1.html 

 

 

● 【エッセイ募集】 

「豊かな福祉社会をつくるために ―戦後 70 年― 福祉から平和を考える」 

 

豊かな福祉社会を創るために毎年、公益財団法人愛恵福祉支援財団が主催、東京ＹＭＣＡ

が共催して行なっているコンテストです。今年のテーマは「戦後 70 年― 福祉から平和を

考える」。ぜひ皆さんの考えや思いをお聞かせください。 

【応募締切】11 月 16 日（月） 【対 象】学生（中学生以上）／専門職／一般 

【字 数】 1600～2000 字  【問合せ】会員部 (Tel 03―3615－5568) 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1382 

 

 

● 【早天祈祷会】  

 

毎月初めに開催している早朝の礼拝です。礼拝後は近況など語らいながらともに朝食を囲

みます（ご希望者のみ。500 円）お気軽にご参加ください。  

【日 時】 10 月 1 日（木）7：00～8：30  

【奨励者】 本行 輝雄氏（公益財団法人東京ＹＭＣＡ監事）  

【場 所】 東京ＹＭＣＡ山手センター  

【問合せ】 会員部 03-3615-5568  

http://www.tokyoymca.org/childcare/harmony/news/20150909_1.html


 

 

●【東京ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティーラン】間もなく開催！ 

 

ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティーランは、障がいのある子どもたちの支援と、

障がいへの社会的な関心を高めることを目的とした駅伝大会ですが、「こどもラン」や大抽

選会などもあり、応援するだけでも楽しいイベントです。今年は会場に、本物の自動車に

絵やメッセージを描くコーナーが登場します。お楽しみに！ 

 【日程】 9 月 23日（水・祝）、 【場所】 木場公園（江東区） 

▽ 詳細は http://tokyo.ymca.or.jp/charityrun/charityrun.html 
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【５．会員のみなさまへ 】    
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●【会員協議会】 「ソシアスフォーラム」のご案内 

 

「ソシアス」とはラテン語で「仲間」のこと。「ソシアスフォーラム」は、会員が仲間とし

て共に学び、語り、交流する会です。今年は「ＹＭＣＡブランドの再生」について、日本

ＹＭＣＡ同盟理事・中道基夫氏（関西学院大学神学部教授）の基調講演を予定しています。

ぜひご参加ください。 

【とき】11 月 7 日（土）10：00~16：00 【会場】東京ＹＭＣＡ山手センター 

【問合せ】会員部 tel.03-3615-5568  kaiin@tokyo.ymca.or.jp 

 

 

●【会員ソフトボール大会】 

 

ＹＭＣＡ会員、ボランティアリーダー、ワイズメン、学生、メンバー、および職員の交流

を目的とした楽しい大会です。お気軽にどうぞ。 

【日 時】10月 12日(月祝)9:30～16:00 

【場 所】東京健保組合大宮運動場 

【参加費】1チーム（9名）10,000円、※個人参加（1人 1,000円）も大歓迎 

【申込み】9月 25日までに、会員部(Tel 03―3615－5568)まで。 

▽  http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top15/2015-softball.pdf 

http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top15/2015-softball.pdf
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【６．関係団体からのお知らせ 】 
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●【東京多摩いのちの電話開局 30周年】 

天満敦子チャリティヴァイオリンコンサート 

 

「東京多摩いのちの電話」は 30 年前、立川ＹＭＣＡ（現在の東京ＹＭＣＡ西東京センター）

を仮事務所として設立され、今なおＹＭＣＡ主事が役員等として協力している、つながり

の深い団体です。 

設立時に事務局を務めた東京ＹＭＣＡ主事の鶴清忠さんによれば開局の際、以下の『結

集宣言』を皆で読み上げた、とのこと。 

 

「私たちは、変動する社会にあって孤独と危機に直面している人々に、電話を通して、そ

の訴えには耳を傾け、その嘆きには共感し、その辛さには身を揺るがすことによって、精

いっぱいの助力をします。………。そして、より多くの人々に、希望と勇気と喜びが続く

ように、私たちの力と意欲とを結集します」。この結集宣言は、ICU 大学の星野命教授(当

時)の草案です。以来 30 年間、その精神は今も受け継がれています。 

多くの方々と、この思いを共感できるようにと願い、チャリティーコンサートを行いま

す。ご協力をお願いします。 

【出 演】天満敦子（ヴァイオリン）、勝呂真也（ピアノ） 

【と き】11 月 13 日（金）19：00～ 

【会 場】府中の森芸術劇場どりーむホール 

【曲目】望郷のバラード(ポルムベスク)、ジュピター(ホルスト)、落葉松(小林秀雄)、他 

【チケット】S 席 4,000 円、A 席 3,000 円、B 席 2,500 円 

【問合せ】東京ＹＭＣＡ総務部  TEL.03-3615-5562 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top15/tama-inochi-2015concert.pdf 

   

 

 

●【東京ワイズメンズクラブ】  大宅映子氏（評論家）講演会ご案内 

 

東京ワイズメンズクラブは毎年 10 月に「100 人例会」と称し、一般の方も対象とした講演

http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top15/tama-inochi-2015concert.pdf


会を開催しています。 

今年は、サンデーモーニング等に出演されている評論家の大宅映子氏が「どうしたら強い

個が育つか」をテーマに話します。「ヒトは日本にとって唯一最大の資源」です。将来のリ

ーダーを育成するために我々に何ができるか、ともに考えましょう。 

【日 時】10月 13日（火）18：30～  【会 場】東京ＹＭＣＡ東陽町センター 

【参加費】1,500円（食事代込、リーダー･学生は 700円） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top15/tokyo-ys-2015-10.pdf 

 

 

●【賛育会後援会より】チャリティーコンサートご案内  

 

賛育会は、病院、保育園、老人ホームなどを行っている社会福祉法人です。もともとは大

正 6 年、まだ医療が庶民の手の届かないものだった時代に、東京大学学生ＹＭＣＡの有志

が無料診療を行ったことから始まりました。 

現在、医療・福祉の総合センターを目指して、建物の建て替えを計画しており、チャリテ

ィーコンサートが開催されます。 

【日 時】10 月 15 日（木）19：00 開演  

【会 場】すみだトリフォニーホール（ＪＲ錦糸町駅）  

【入場料】全席自由 2,000 円  

▽ https://www.san-ikukai.or.jp/news.html#20150821a 

 

 

●【世界のＹＭＣＡより】 「ワールドＹＭＣＡニュース」 

 

世界各地のＹＭＣＡのニュースや活動報告をお知らせしている「World YMCA News」を、日

本ＹＭＣＡ同盟が抜粋・和訳して公開しています。 

＜９月号目次＞ 

◇地球市民育成研修会の報告： 東京ＹＭＣＡの伊藤剛士さんも参加しました！ 

◇ドイツキリスト教会議に 10万人： 演劇やダンス、音楽バンドなどでキリスト教を伝え

る「テンシング」の大規模イベントを開催。 

◇ハイチＹＭＣＡが 8つ目のコミュニティーセンター開設：成人の識字教育などを実施。 

 

▽http://www.ymcajapan.org/world/pdf/worldnews_2015_9.pdf 

 

 

 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

【広報室より】  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

最後までお読みくださり、ありがとうございました。  

★ご意見ご感想などございましたら、広報室担当までメールにてご連絡ください。

（tokyoymca-mm@tokyo.ymca.or.jp）  

 

★また、メルマガの読者を募集しています。ご家族・ご知友などに広く転送・ご紹介いた

だければ幸いです。  

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  

発 行：公益財団法人東京ＹＭＣＡ 広報室  

ＵＲＬ：http://tokyo.ymca.or.jp/  

所在地：〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20  

電 話：03-3615-5562  fax：03-3615-5608  
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