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このメールマガジンは、公益財団法人東京ＹＭＣＡ広報室が発行し、送付を希望された方

や、会員・賛助会員、活動にご参加いただいた方などにお送りしています。配信の停止・

配信先の変更などは、下記宛にメールでご連絡くださいますようお願いします。  

 tokyoymca-mm@tokyo.ymca.or.jp  
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【１． 台風 18号常総市水害被害 】復興支援募金のお願い 
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9月 10日の台風 18号で特に甚大な浸水被害を受けた常総市は、茨城ＹＭＣＡの隣市であり、

茨城ＹＭＣＡのメンバーや会員、関係団体にも被害が出ています。 

 

茨城ＹＭＣＡが日ごろからキャンプなど活動を共にしている水海道教会とその付属の二葉

こども園は、床上１メートルの浸水被害を受け、現在は車で 30分ほどの別の施設で保育を

行なっています。幼稚園バス 3 台ほか水没して使えなくなったものも多く、協力が必要な

状況です。 

今なお避難生活を余儀なくされている方、また自宅の片づけや各種手続きなど生活の再建

に追われている方が多いことから、二葉こども園および茨城ＹＭＣＡでは、被災したご家

庭の子どもたちをお預かりする活動を行なっています。東京ＹＭＣＡからも近く保育士や

ボランティアリーダーを派遣し、この活動を応援する予定です。 

 

なお、全国のＹＭＣＡでは募金活動を始めました。ご協力をお願いします。 

振込先などはこちらをご覧ください。 

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

http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top15/2015ibarakisien.pdf
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【２． 冬休みのキャンプ・スクール受付開始！ 】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

冬のスキーキャンプおよび各種スクールの受付がスタートしました。 

幼児から小中高校生を対象としたスキーキャンプや家族対象のファミリーキャンプのほか、

日帰りのキャンプ（遠足）、英会話、プール、体操など 30 以上のコースがあります。かけ

がえのない冬休みとなるよう、スタッフ・リーダー一同準備してお待ちしています。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/camp/ski/index.html 
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【３． ＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ合同祈祷会 】 メッセージ：桃井和馬氏 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

毎年 11月の第 2週は、全世界のＹＭＣＡとＹＷＣＡが共に祈る「世界ＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ

合同祈祷週」です。今年のテーマは「希望あれ」。東京ＹＭＣＡは、東京ＹＷＣＡ、在日本

韓国ＹＭＣＡと合同祈祷会を開催します。どうぞご参加ください。 

 

【メッセージ】桃井和馬氏  

写真家、ノンフィクション作家、桜美林大学特任教授。世界 140カ国を取材し、「紛争」「地

球環境」「宗教」などを基軸に独自の切り口で「文明論」を展開。講演・講座のほか、テレ

ビ等にも出演。第 32 回太陽賞受賞。著書に「希望の大地」（岩波書店）、「妻と最期の十日

間」（集英社）など多数。 

【日 時】11月 12日(木) 18:30～20:30  

【会 場】東京ＹＷＣＡ（お茶ノ水駅 歩 4分） 

【問合せ】東京ＹＭＣＡ総務部（Tel 03―3615－5562） 
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【４．感謝報告】 
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● 「東京ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティーラン」に 1800人が参加 

 

「第 29 回東京ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティーラン」を 9 月 23 日、都立木場

公園で開催。65チーム 420 人が走りました。「こどもラン」には約 650人の親子が参加。運



営ボランティア・スタッフ 300人、応援者を含めると来場者数は 1800人を越え、賑やかな

大会となりました。益金 660 万円は、障がいのある子どもたちの活動のために用いられま

す。ご参加・ご協力くださった多くの皆様に感謝いたします。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1392 

 

 

● 山中・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 

 

本会理事でオルガニストの飯靖子（いいせいこ）さんと、ご子息でヴィオラ奏者の飯顕（い

いあきら）さんが 9月 25日、チャリティーコンサートを開催しました。これは、東京ＹＭ

ＣＡの少年キャンプ「野尻学荘」が開催 80回、「野尻小学生キャンプ」が第 20回となった

こと、またまもなく山中湖センターが 100 周年を迎えることから、キャンプ場の施設整備

を目的に開催されたもの。「野尻小学生キャンプ」を創った父・飯忍（いいしのぶ）主事の

思いを継ぎ、顕さんがオリジナルのキャンプソングを披露する場面もありました。会場の

日本キリスト教団霊南坂教会には 100 人以上が訪れ、益金は 348,400 円となりました。あ

りがとうございます。 
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【５．イベントご案内】 
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●【東日本大震災復興支援】「のんびり親子リフレッシュキャンプ」ご招待 

 

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

参加者数は 2000人を越えました。「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】11月 21日（土）～23日（月･祝）2泊 3日 

【行き先】東京ＹＭＣＡ山中湖センター 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1393 

 

 

● 【ストックウォーキング】 みんなで歩こう体験会 

 

「ストックウォーキング」は、日本では「ノルディックウォーク」ともよばれている、ス

トックを使ったウォーキングです。東京ＹＭＣＡはこのストックウォーキングを、仲間と

一緒に楽しく健康づくりができるスポーツととらえ、普及を目指しています。  

【日 時】11月 15日（日）13：30～17：30（小雨決行） 

【場 所】山手コミュニティーセンター及び近郊  

【講習費】2,000円（ストックのレンタルは別途 500円） 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1392


【講 師】日本ノルディックスポーツ振興機構 Nordマイスター 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1397 

 

 

●【わいわいハロウィン in しののめ】 

 

みんなで仮装して、東京ＹＭＣＡが東雲地域で運営する４つの施設を回ります。すてきな

プレゼントがもらえますよ！ 

仮装アイテムは、10月 26 日から東雲児童館で作ることもできます。 

【日時】10月 28日（木）15：30～17：00 【参加費】無料  

【対象】乳幼児～小学生  ＊未就学児は保護者同伴でお越しください。 

【受付】キャナルコート保育園 （受付時間は 15：30～16：00まで） 

▽http://www.tokyoymca.org/childcare/jidoukan/news/n-common/20151009.html 

 

 

●【講演会】東京ＹＭＣＡ午餐会  

 

◇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 

 

 

◇11月の午餐会 『ドイツの今』 

【卓話者】 小塩 節氏（フェリス女学院名誉顧問） 

【と き】 11月 26日（木）12：00～13：30 

【参加費】 3,000円（食事なし 1,500円） 

【問合せ】 賛助会事務局 tel.03-3615-5568 

 

 

● 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、小学生以下は無料） 

【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 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1397
http://www.tokyoymca.org/childcare/harmony/news/20150909_1.html


 

 

●【エッセイ募集】 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エッ

セイコンテストです。今年のテーマは「豊かな福祉社会を創るために ―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 

 

 

● 【障がいのある子どものスポーツ体験 】DREAMクラス 

 

障がいのある子どもたちにスポーツの楽しさを気軽に体験して欲しい――。そんな願いか

ら、三菱商事株式会社と東京ＹＭＣＡは協働で、「ＤＲＥＡＭクラス」を実施しています。

対象は、特別支援学級に通う小学生親子。 参加費は無料。1回のみのご参加も歓迎です。 

【次回日時】11月 1日（日）13：00～16：30 

【内容】 ボールを使った室内スポーツと、プールを予定しています。 

▽ http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1400 

 

 

●【第 30回 江戸城ファミリーウォーク】 

 

江戸城にちなんだ講演を聴いた後、晩秋の美しい江戸城内外を、グループごとに散策しま

す。今年は千代田区地域振興部文化振興課から後藤宏樹氏を講師に招き、「旧江戸城と常盤

橋門跡をめぐる」をテーマにお話うかがいます。 

【日時】11月 23日（月･祝）10：30～15：30 

【集合場所】千代田区役所 1階区民ホール  【参加費】1,000円 

【問合せ】 会員部  電話: 03-3615-5568、メール：edojo@tokyo.ymca.or.jp 

▽詳細チラシはこちら↓ 

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

 

 

● 【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】 11月 2日（月）7：00～8：30  

【奨励者】 西原美香子氏（日本ＹＷＣＡ総幹事）  

【場 所】 東京ＹＭＣＡ山手センター  

【問合せ】 会員部 03-3615-5568  

http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1400


 

 

● 【秋のバザー等ご案内】 

東京ＹＭＣＡの各コミュニティーセンターでは、会員やユースボランティアなどの協力で

秋にバザーやお祭りを開催しています。ぜひお立ち寄りください。 

 

◇【山手コミュニティーセンター】 

【日 時】 10月 18日（日） 【内容】バザー、模擬店、抽選会、被災地物産展ほか 

【問合せ】 03-3202-0321 

 

◇【南コミュニティーセンター】 

【日 時】 10月 25日（日） 【内容】バザー、模擬店、抽選会他 

【問合せ】 03-3420-5361 

 

◇【江東コミュニティーセンター】 

【日 時】 11月 8日（日） 

【内 容】 模擬店、バザー、抽選会、被災地物産展ほか 

【問合せ】 03-3645-7171 
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【６．会員のみなさまへ 】    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

●【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。 

ご家族・ご友人他お誘い合わせの上、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 

【テーマ】再生と創生！ 東京ＹＭＣＡの未来を描く 

【参加費】￥1,000-（昼食・資料代） 

【問合せ】会員部 tel.03-3615-5568  kaiin@tokyo.ymca.or.jp 
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【７．スキーキャンプ ボランティアリーダー募集 】ＮＹフロストバレー    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



 

東京ＹＭＣＡは、ニューヨーク州フロストバレーＹＭＣＡと共に、ニューヨーク近郊に住

む日本にゆかりのある子どもたちのために、日本語でキャンプを行なっています。 

ただいまこのキャンプのボランティアリーダーを募集しています。ＹＭＣＡでのリーダー

経験がある方、全米屈指のフロストバレーキャンプ場で、ＮＹの子どもたちとキャンプを

してみませんか。応募お待ちしています。 

▽要項はこちら  http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top15/15-16recruitment-jp.pdf 

▽東京ＮＹパートナーシップのサイトはこちら http://www.ymcatfv.org/winter/ 
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【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  

＊配信のお申込み・停止・配信先の変更は下記メールにお願いします。  

tokyoymca-mm@tokyo.ymca.or.jp  

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
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