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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．熊本地震支援報告会＆ 緊急街頭募金】お知らせ 
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4 月 14 日から続く熊本県などの一連の地震により、今も避難生活を余儀なくされている方々、

不安と悲しみの中にある方々に、心よりお見舞い申しあげます。 

 

熊本県内に 14 拠点をもつ熊本ＹＭＣＡは、建物が損傷するなど自ら被災しながらも、全国のＹ

ＭＣＡと協力して、避難所の運営やＹＭＣＡ施設の無料開放、キャンプ場を利用してのボランテ

ィアセンター運営など、懸命な支援活動を行なっています。 

東京ＹＭＣＡからも、熊本ＹＭＣＡが指定管理者として運営している「御船町スポーツセンター」

に 4月 19 日からスタッフを交替で派遣し、約 200 名の方々の避難生活を支援しています。 

 

今週末、震災から 1カ月となる 5月 14 日と 15 日に全国のＹＭＣＡは、国内外で一斉に街頭募金

を行なうこととなりました。東京ＹＭＣＡは以下の日程で、現地から戻ってきたスタッフによる



報告会と募金を行なうほか、都内数十の他団体と合同で一斉街頭募金を実施します。急なお知ら

せではありますが、皆様のご参加・ご協力をお願いいたします。 

 

●活動報告会  

4 月 19 日～27 日に熊本で支援活動をした佐久間眞人さん（山中湖センター）が、現地の様子を

報告します。佐久間さんは、阪神大震災の際に神戸ＹＭＣＡスタッフとして約 2年にわたり支援

に携わり、また東日本大震災では宮古ボランティアセンターで活動しています。こうした経験か

ら、支援者としてＹＭＣＡがすべきこと、また日ごろＹＭＣＡ関係者が備えておくべきことなど

についても広く提言の予定です。 

【日時】 5月 14 日（土）13：00～14：30 

【会場】 山手センター（新宿区西早稲田） 

【問合せ】東京ＹＭＣＡ会員部（Tel.：03-3615-5568）＊予約不要 

 

 

●街頭募金（5月 14 日、15 日） 

◇街頭募金―１ 

 上記報告会の後、東京ＹＭＣＡ会員・関係者で街頭募金を行ないます。 

【日 時】 5月 14 日（土）15：00～16：00 

【場 所】 ＪＲ高田馬場駅前 

【問合せ】東京ＹＭＣＡ会員部（Tel.：03-3615-5568）＊予約不要 

 

 

◇街頭募金―2 

東京災害ボランティアネットワーク（都内の社会福祉協議会や生協、ボランティアセンターなど

約 50 の市民団体による会。略称「東災ボ」。共同代表者：廣田光司東京ＹＭＣＡ総主事）が都内

各地で一斉街頭募金を実施します。 

【日 時】 5月 15 日（日）13：00～15：00 

 

【場 所】 東陽町駅前 

＊ほかに上野駅、中野駅、蒲田駅、船堀駅、狛江駅、尾久商店街、田無神社など、都内十数

カ所で実施予定です。時間など詳細が決まりましたら、http://tokyo.ymca.or.jp/ （東京

ＹＭＣＡホームページ）でご案内します。 

 

【募金先】東災ボ参加団体への支援金として「東京ＹＭＣＡ」「シャンティ国際ボランティア会」

「ＡＤＲＡJapan」の 3 団体へ送られるほか、中央共同募金会を通じた義援金にも用いられます。 

 

http://tokyo.ymca.or.jp/


【問合せ】 東陽町での募金は、江東ボランティアセンターが窓口です。 

   Tel.03-3645-4087（当日は、070-6518-5886） ＊予約不要 

▽詳細は→ http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top16/tousaibo-2016-5.pdf 

 

 

●募金のお願い 

全国のＹＭＣＡでは引き続き募金を行なっております。街頭募金にご参加いただけない方も、ぜ

ひご協力をお願いいたします。募金先など詳細は下記をご覧ください。 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/04/1532.html 
 

 

●熊本ＹＭＣＡの近況や支援の様子は、以下のフェイスブックでご覧いただけます。非常勤含む

職員 177 人の内約半数の住宅が全壊・半壊・一部損傷など被災している中、本日から事業を再開

するとの情報が入ってきています。 

https://www.facebook.com/ymca.kumamoto/ 
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●【講演会】 医療福祉に活かすコミュニケーション技術 ～心構えを技術で活かせ～ 

 

東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校 20 周年を記念し、公開講座を開催します。 

医療・福祉の分野では、患者、利用者、ご家族、福祉者、医療者など、関わる人たちのコミュニ

ケーションが必要です。思いを正しく伝えることで、コミュニケーションは正しく成立します。

医療福祉の現場で、また日常生活でも活かすことのできるコミュニケーション技術を学びます。 

【講 師】 大島 武氏 

プロフィール：東京工芸大学芸術学部教授、ベスト・エデュケーター・オブ・ザ・イヤー賞受賞、

国際パフォーマンス学会副理事長、日本ビジネス実務学会評議員、お父様は映画監督の大島渚氏 

【日 時】 5月 28 日（土）10：00～11：30 

【場 所】 くにたち市民芸術小ホール（国立市富士見台 2-48-1） 

【会 費】 無料 

【申込み】 医療福祉専門学校 042-577-5521 

    （平日 9：00～20：00、土曜日 9：00～17：00） 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/04/1532.html
https://www.facebook.com/ymca.kumamoto/


 

 

●【講演会】東京ＹＭＣＡ午餐会  

 

午餐会（ごさんかい）は戦前から行っている講演会で、昼食を共にしながらお話を聴きます。ど

なたでもご参加いただけます。 

お申込みは賛助会事務局 (Tel：03-3615-5562、メール：sanjo@tokyoymca.org )まで。 

 

◇5月の午餐会 『聖書翻訳の歴史 ―2000 年を概観して』 

【卓話者】 島先克臣氏（牧師／日本聖書協会翻訳部職員） 

【と き】 5月 26 日（木）12：00～13：30 【参加費】3,000 円 

詳細は▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/05/1542.html 

 

◇6月の午餐会『日本語の言葉』 

【卓話者】 石黒 圭氏（国立国語研究所教授／一橋大学連携教授） 

【と き】 6月 23 日（木）12：00～13：30 【参加費】3,000 円 

【内 容】 日本語には、日本で古くから使われている和語、中国から渡ってきた漢語、近年英

語を中心に流入が激しい外来語があり、語彙の体系を煩雑にしています。こうした違いを手がか

りに、日本語の語彙の豊かさ、語彙力アップの方法をご紹介いただきます。 

 

 

● 【第 803 回 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】 6月 1 日（水）7：00～8：30  

【奨励者】 並木信一氏（東京ＹＭＣＡ元副総主事／東京八王子ワイズメンズクラブ）  

【場 所】 東京ＹＭＣＡ山手センター  

【問合せ】 会員部 03-3615-5568  
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【３．】会員のみなさまへ 
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http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/05/1542.html


● 会員大会のお知らせ 

  

「東京ＹＭＣＡ会則」に基づき、会員大会を開催します。この大会は、全会員を対象として年に

1 回開催し、活動報告や会員の表彰、ボランティアの委嘱、運営委員の選出、交流などを行うも

のです。ご家族やご友人の参加も歓迎です。今年は「子どもたちの未来が輝くために」をタイト

ルに掲げ、江東区立小学校校長を歴任された大沼謙一先生から講演もいただくことになっていま

す。子ども達の未来が輝くために私たちに何ができるのか、ご一緒に夢を語りませんか？ たく

さんの皆さんのご参加を心よりお待ちしております。 

 

【日 時】5月 28 日（土）13:30～16：30 

【会 場】東京ＹＭＣＡ東陽町センター 

【会 費】2,000 円（軽食代ほか） 

【申込み】5月 20 日（金）までに会員部へお申込みください。 

 e-mail: kaiin@tokyo.ymca.or.jp   Tel:03-3615-5568 

  

【チャリティーオークション物品・飲食持ち込みご協力のお願い】  

大会席上で、チャリティーオークションを行います。食料品、お酒、電化製品、雑貨、各種チケ

ットなど（原則新品のもの）物品の寄贈にご協力をお願いします。益金は経済的に困難なご家庭

や養護施設の子どもたちがＹＭＣＡの活動に参加できるように支援する｢フレンドシップキャン

プ｣や熊本地震で被害にあった熊本ＹＭＣＡの支援のために用います。 

 また、第三部交流の時のアルコールを含む飲食の差し入れも大歓迎です。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 ▽詳細チラシはこちらから 

http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top16/kaiintaikai2016s.pdf 

 

 

 ● 会員芸術祭 出展作品募集 

  

東京ＹＭＣＡ会員による芸術祭です。絵画、書画、写真、ＣＧアート、陶芸、手芸、彫刻など、

例年多彩な作品が並びます。会員によるご紹介の方も出展いただけます。どうぞご応募ください。 

【会 期】 6月 27 日（月）～7月 2日（土） 

【会 場】 東陽町センター１階（江東区東陽 2-2-20） 

【出展料】 1 点につき 1,000 円  

【申込み】 5月 27 日（金）までに会員部へお申込みください。 

▽詳細はこちら 

http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top16/member-art-2016s.pdf 

http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top16/kaiintaikai2016s.pdf
http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top16/member-art-2016s.pdf
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【４．「子ども・若者支援のためのハンドブック」ご紹介 】 
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公益財団法人俱進会から助成を受けて、「子ども・若者支援のためのハンドブック」を 2 冊作成

しました。ご希望の方は、高等学院（tel.03-3202-0326）までご連絡ください。 

＊一般販売しているものではありません。任意でご寄付をお願いしています。 

 

●「虹色のヒント」 

さまざまな生きにくさ、違和感を感じている人が、共に学ぶ場を作るための実践集です。2016

年 3月 5 日に開催した以下の講演録をもとに作成しました。（A6版 40 頁） 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/02/1493.html 
 

●「コドモ≒ワカモノ≒オトナ “共に生き合う”ためのヒント」 

児童精神科医の石川憲彦氏など、青少年の居場所「東京ＹＭＣＡオープンスペース liby」に関

わる人たちによるコラム集です。（A6版 32 頁） 
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【広報室より】  
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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。  
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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  

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/02/1493.html
http://tokyo.ymca.or.jp/


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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