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【１．熊本大地震復興支援マラソンチャリティーコンサート】 
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さまざまな音楽家たちがバトンを繋ぎ、7月から約 20 回にわたって開催している「熊本大地震復興支援マラ

ソンチャリティーコンサート」。いよいよ 11 月に最終回を迎えます。 

 

●【黒沼ユリ子さん他、「津波ヴァイオリン」を演奏】 

 

最終日となる 11 月 11 日、ヴァイオリニストの黒沼ユリ子さんらが、東日本大震災による流木で作られた「津

波ヴァイオリン(TSUNAMI VIOLIN)」を使って演奏します。 

このヴァイオリンは、ヴァイオリンドクターの中澤宗幸氏らが「流木に宿されている東北の故郷の記憶や想い

出を、音色として語り継いでいこう」と考えて製作したもの。岩手県陸前高田市でただ一本残った「奇跡の一

本松」の木片も使われており、これまでにヨーヨー・マなど 400 人以上が演奏してきました。 

多くの方の復興への思いが、美しい音色となって熊本へ届くことを願っています。ぜひご参加ください。 
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【日 時】 11 月 11 日（金）14:00～16:00 

【会 場】 日本基督教団霊南坂教会 

【出演者】 黒沼ユリ子（ヴァイオリン）･渡辺美穂（ピアノ）･黒柳紀明（ヴァイオリン） 

 

 

●【最終日 ガラコンサート】 「復興へ～いのる うたう かなでる」 

 

20 回を記念し、これまでの出演者たちが集まって演奏します。 

【日 時】 11 月 11 日（金）18：30～ 

【会 場】 日本基督教団霊南坂教会 

【出演予定者】 

荒木玉緒（ユーフォニアム）／ 安倍葉子（ピアノ）／ Ensemble CORE（川﨑有希子（ソプラノ)、富塚研二

（バリトン)、伊藤千恵子（ピアノ））／ ノブタク（本間惟彦（ヴァイオリン）、小柳拓人（フルート））

／ 新藤昌子（ソプラノ）／ 曽我部清典（トランペット）／ 飯靖子（オルガン）／ 洗足学園音楽大学の

みなさん、ほか 

 

 

●【11 月には、他に以下のコンサートを開催します】 

 

▽【日 時】 11 月 4 日（金）19:00～20:30 

【会 場】 日本基督教団久我山教会 

【出演者】 方波見愛・角本茜ピアノデュオ（洗足学園音楽大学） 

 

▽【日 時】 11 月 5 日（土）15:00～16:30 

【会 場】 日本基督教団久我山教会 

 【出演者】 安倍葉子（ピアノ） 

 

▽【日 時】 11 月 8 日（火）19:00～20:30 

【会 場】 日本基督教団渋谷教会 

 【出演者】 Ensemble CORE：川﨑有希子（ソプラノ)、富塚研二（バリトン)、伊藤千恵子（ピアノ） 

 

【チケット】 一般￥3,000-、学生￥1,000-（ただし 11/4 と 11/11 ガラコンサートは無料） 

【お申込み】 東京ＹＭＣＡ総務部 tel：03-3615-5562 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/10/1666.html 
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【３．各部近況 】 
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●【芝浦アイランドが開設 10 周年】 

 

東京ＹＭＣＡが港区の指定管理者として 2007 年から運営している「芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ」

と「芝浦アイランドこども園」が開設 10 周年を迎えました。こども園、児童館、学童クラブと高齢者センタ

ーを兼ね備え、全国に先駆けて「世代間交流」に取り組んできたこの施設には、これまで国内外から多数の視

察団が訪れ、2012 年には天皇皇后両陛下も来訪されました。これからも港区のコミュニティーの核として、

さらなる働きが期待されています。 

 

今週 10 月 30 日には、恒例の「あいぷらまつり」を開催します。「みんながひとつになる日」をテーマに、利

用者や町会、自治会、ＰＴＡの方々など多くのご協力を得て、飲食コーナーやゲームコーナーなど 40 以上の

店舗が並びます。どうぞご来館ください。 

▽http://www.tokyoymca.org/childcare/aipla/news/n-common/20161025_01.html 

 

 

●【グランチャ東雲】「ふるさとチャリティー秋祭り」に 3600 人 

 

江東区児童・高齢者総合施設「グランチャ東雲」は 10 月 22 日、恒例の「ふるさとチャリティー秋祭り」を開

催。日ごろグランチャを利用している地域の高齢者や親子連れのほか、同施設 1・2階の「しののめＹＭＣＡ

こども園」の園児親子など、過去最多の 3600 人が来場しました。 

祭りの運営は、利用者やワイズメンズクラブなど約 100 人がボランティアで担い、サンマ焼き・ホタテ焼き、

カレー、パスタなどの本格的な模擬店や、各種のゲームコーナーで大活躍くださいました。昔あそびコーナー

では、利用者が作ったお手玉で子どもたちに遊び方を伝授するなど、地域のさまざまな方の関わりによって、

この秋祭りが年々発展してきている様子が見られました。 

 

また今回は、東日本大震災と熊本大地震のための「チャリティー」も目的とし、東北や熊本の物産展を開催し

たほか、メッセージを寄せ書きして被災地に贈りました。 

多くの方のご協力に感謝いたします。（グランチャ東雲 由井卓哉） 

 

 

●【東京ＹＭＣＡ高等学院 初のミニ文化祭】 オータムフェスタ開催 

 

開校 3年目となる通信制高校サポート校「東京ＹＭＣＡ高等学院」は、生徒数も 30 人を越え、保護者会「フ

ァミリア」も作られるなど、徐々にそのネットワークを広げています。 

 

http://www.tokyoymca.org/childcare/aipla/news/n-common/20161025_01.html


11 月 12 日には初めてのミニ文化祭「オータムフェスタ」を開催。焼きそば・綿あめなど模擬店のほか、生徒

自作のパソコンゲームコーナー、キャンプソングを歌うコーナー、保護者会によるブース、おばけカフェ、音

大に進学した卒業生による歌など、高等学院らしい企画が満載です。 

お子様から大人まで、どなたでも楽しめます。また、在校生や保護者の声も聴ける「オープンキャンパスコー

ナー」もご用意していますので、入学をご検討中の方にもお勧めです。 

たくさんの方に来ていただけるとうれしいです。（高等学院 鳥海真理江） 

【日 時】 11 月 12 日（土）11：00～14：30 

【場 所】 高等学院（山手コミュニティセンター） 

【問合せ】 高等学院（tel.03-3202-0326） 

▽高等学院のサイトはこちら http://tokyo.ymca.or.jp/highschool/ 
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【３．冬休みのキャンプ・スクール 】まだまだ募集中！ 
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冬休みの予定はもうお決まりでしょうか？ 以下のスキーキャンプ、日帰りキャンプならまだ間に合います！  

詳細は各センターへお問い合わせください。 

 

【山手センター】 tel.03-3202-0321 

○1月 4－7日／小 1－中 3（スキー経験者）／オール東京スキーキャンプ（AT-2） 

○12 月 26－30 日／小 3－小 6（スキー経験者）／エンジョイ＆チャレンジスキーキャンプ（C-3） 

 

【南センター】 tel.03-3420-5361 

○1月 21－22 日／年少－年長／それ行け！ゆきんこレンジャー（M-3） 

 

【西東京センター】 tel.042-577-6181 

○1月 14－15 日／年少－年長／ドキドキ雪遊びキャンプ（A-1） 

○12 月 26－30 日／小 1－高 3／シュプール・ユースキャンプ（A-2） 

○12 月 27－30 日／年中－小 4／キッズスキーキャンプ（A-3） 

○ 2 月 10－12 日／小 1－高 3経験者／チャレンジスキーキャンプ（A-4） 

○12 月 26－30 日／中 1－高 3／ユーススキーキャンプ（AT－1） 

 

【東陽町センター】 tel.03-3615-5566 

○12 月 26－29 日／年中－小 2／スマイルキッズスキーキャンプ（T-1）  

○1月 5、6日／年少－年長／どきどきデイキャンプ（T-6）＊日帰り 

○1月 8、9日／年少－年長／わくわくデイキャンプ（T-7）＊日帰り 

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


 

 

【江東センター】 tel.03-3645-7171  

○12 月 27－30 日／年中－小 6／ＯＺＥエンジョイスキーキャンプ（K-1） 

○12 月 21 日帰り､22－23（1 泊）／年少－年長／わんぱく戦隊トマルンジャー（K-2） 

 

▽内容詳細および Web でのお申込みはこちら 

https://e-ymca.appspot.com/tokyo/search_programs;jsessionid=Eqp26MH_q7gYVRVsQZGV4Q 
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【４．イベント等ご案内】 ＊日付順 
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●【ストックウォーキング体験会】昭和記念公園を歩こう 

 

「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】 10 月 30 日（日）9：30～14：00（小雨決行） 

【場 所】 昭和記念公園（JR青梅線：西立川駅集合解散）  

【参加費】 1,000 円（ストックのレンタルは別途 500 円） 

【講 師】 六本木信久氏（日本ノルディックスポーツ振興機構 Nord リーダー） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/10/1661.html 

 

 

●【国分寺ウォーク】西東京コミュニティーセンター「ペタペタの会」 

 

西東京コミュニティーセンター会員による「ペタペタの会」は、国立市近隣を楽しく歩く会です。11 月は歴

史と自然の街、西国分寺を歩きます。どなたでもご参加いただけます。 

【日 時】 11 月 3日（木・祝）13：30～16：00 

【集合解散】 JR中央線：西国分寺駅 

【問合せ】 西東京コミュニティーセンター（tel.042-577-6181） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top16/peta20161103.pdf 
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● 【第 808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）。クリスチャンでない方もお気軽にご参加ください。 

【日 時】 11 月 1 日（火）7：00～8：30 

【奨励者】 尾崎裕美子氏（日本ＹＷＣＡ業務執行理事） 

【場 所】 東京ＹＭＣＡ山手センター 【問合せ】 会員部 03-3615-5568 

 

 

●【講演会】 子どもの貧困を考える 

 

6 人に 1人の子どもが貧困状況にあると言われる中、私たちにできることは何か、１つでもヒントが見つかる

ことを願い、講演会を開催します。 

【日 時】 11 月 6 日（日）14：00～16：00 

【テーマ】 子どもの貧困を考える～すべての子どもたちの幸せを願って 

【講 師】 後藤 浩二氏（スープの会世話人） 

【参加費】 500 円  

【会場／問合せ】 山手コミュニティーセンター（tel.03-3202-0321） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/10/1665.html 

 

 

●【障がいのある子どものスポーツ体験】 ドリームクラス 

 

障がいのある子どもたちが気軽にスポーツを楽しめるように、三菱商事株式会社と東京ＹＭＣＡが協働で毎月

「ＤＲＥＡＭクラス」を開催しています。次回は有明スポーツセンターで球技やレクリエーションを行ないま

す。初心者大歓迎です。ぜひ親子でスポーツを楽しんでください。 

【次回日程】 11 月 6 日（日）13：00～16：30 

【参加費】 無料、【対象】特別支援学級に通う小学生親子 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/10/dream116.html 

 

 

 

●【江東ＹＭＣＡバザー】 

 

「みんなでつくろう楽しいバザー」を合言葉に、江東ＹＭＣＡ幼稚園、江東コミュニティーセンター、東京江

東ワイズメンズクラブなど、"江東ＹＭＣＡ"にかかわる人たちが集まって開催します。模擬店や子どもコーナ

ー、ビンゴ大会など、楽しい企画がいっぱいです。 

【日 時】 11 月 6 日（日）10：00～14：30 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/10/1665.html
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【会 場／問合せ】 江東センター （tel.03-3645-7171） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/10/1669.html 

 

 

●【世界ＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ合同祈祷週】11 月 13 日－19 日 

 

全世界のＹＭＣＡとＹＷＣＡは毎年 11 月、共通のテーマについて聖書を読み、祈りの時をもちます。今年の

テーマは「誰も置き去りにしない“Leaving No One Behind”」。東京ＹＭＣＡは、東京ＹＷＣＡ、在日本韓

国ＹＭＣＡと共に以下の合同祈祷会を開催します。  

 【日 時】 11 月 17 日(木)18:30～20:30  

 【説教者】 大久保正禎 牧師（日本基督教団王子教会） 

 【テーマ】 「ひとりを捜しにいかないか？」 

 【会 場】 在日本韓国ＹＭＣＡ（ＪＲ水道橋駅徒歩 7分） 

 【問合せ】 東京ＹＭＣＡ総務部（Tel 03―3615－5562） 

 

 

● 【江戸城ファミリーウォーク】 

 

美しい江戸城の内外を、歴史に思いを馳せながら歩きます。東京ワイズメンズクラブと協働で開催しており、

今年で 31 年目となりました。今回のテーマは、｢江戸城外濠をめぐる―未完の都市公園とハイキング・コース｣。

市井人・斎藤月岑に学ぶ会肝煎の小藤田正夫氏に講演いただいた後、赤坂見附から市谷見附けまでをめぐりま

す。 

【日 時】 11 月 23 日(水・祝) 10：30～15：30 

【参加費】 1,000 円（当日受付、保険料こみ） 

【問合せ】 会員部 （tel.03-3615-5568） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/10/1672.html 

 

 

●【国際協力部クリスマス会】  

 

東京ＹＭＣＡで今年行われた国際プログラムを分かち合い、音楽やゲームを楽しみながら、日ごろから応援し

てくださっている皆様への感謝の気持ちを込めて、親睦のひとときを持ちます。どなたでも自由にご参加いた

だけます。 

【日 時】 12 月 3日（土）15：00～18：00 ＊部分参加可 

【会 場】 東陽町センター  

【プログラム】礼拝、国際プログラム報告会、祝会 

【参加費】 第 3部祝会のみ、学生 500 円、社会人 1,000 円 

【申込み】 国際協力部 tel.03-3615-5562／kokusai@tokyoymca.org 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/10/1669.html
http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/10/1672.html
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● 【エッセイ募集】 「豊かな福祉社会を創るために」 

 

愛恵福祉支援財団が主催、東京ＹＭＣＡが共催し、豊かな福祉社会を創ることを目的として、毎年行っている

コンテストです。今年のテーマは「かけがえのないいのちを繋ぐために」。受賞作品は「エッセイ集」にまと

めて関係諸機関に配布し、社会への問題提起と福祉意識の拡大、およびアイデアの提供を図ります。 

【応募締切】 11 月 14日（月） 【問合せ】 会員部 (Tel 03-3615-5568) 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/09/1626.html 
 

 

●【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、各界から講師を招き、昼食を共にしながら卓話を聴き

ます。 

◇11 月の午餐会 

【卓話者】 松香光夫氏（元玉川大学教授） 

【テーマ】 ミツバチとアピセラピー 

【日 時】 11 月 21 日（月）12:00～13:30 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/10/1673.html 

 

◇12 月の午餐会 

【卓話者】 深井智朗氏（東洋英和女学院大学人間科学部教授・宗教学者） 

【テーマ】 異邦人たちのクリスマス 

【日 時】 12 月 16 日（金）12:00～13:30 

 

【会 場】東京大学ＹＭＣＡ（南北線／東大前駅 徒歩 0分） 

【参加費】3,000 円 

【申込み】賛助会事務局（tel.03-3615-5562） 

 

 

● 【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・卒園児保護者が協力して開催

しているコンサートです。地域の店舗など多くの方々の協賛により毎年 500 人ほどの来場者を集め、今年で 9

回目となりました。 

【日 時】 12 月 23 日（祝・金）14:00 開演 

【会 場】玉川聖学院谷口ホール 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/09/1626.html
http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/10/1673.html


【入場料】 大人（中学生以上）1,500 円（当日券は 1,700 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/20160920.html 
 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【５．会員・関係者みなさまへ】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【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、会員とスタッフが集まってＹＭＣ

Ａについて学び、交流する会です。今年は中期計画とブランディングをテーマとし、共に東京ＹＭＣＡの未来

を描きます。ぜひご参加ください。 

【日 時】 11 月 26 日（土）10：00～16：00 

【会 場】 山手センター 

【参加費】 ￥1,000-（昼食・資料代） 

【問合せ】 会員部 tel.03-3615-5568 

▽チラシはこちら http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top16/socius2016.pdf 
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【６．関係団体より 】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

●【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。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】11 月 1日（火）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  

▽ http://www.san-ikukai.or.jp/news.html#20160824 

 

http://www.tokyoymca.org/childcare/harmony/news/20160920.html
http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top16/socius2016.pdf
http://www.san-ikukai.or.jp/news.html#20160824


 

 

●【日本キリスト教協議会（ＮＣＣ）】セミナー 

ヘイトスピーチ解消法成立後に残された課題～共に生きるためにわたしたちにできること～ 

【講 師】 師岡康子さん（弁護士。岩波新書『ヘイトスピーチとは何か』ほか著書あり） 

【日 時】 11 月 18 日（金）19：00～21：00 

【会 場】 日本クリスチャンアカデミー関東活動センター 

【参加費】 無料 

【問合せ】 日本キリスト教協議会（ＮＣＣ）在日外国人の人権委員会 

▽http://ncc-j.org/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=181 

 

 

●ララ 70 周年記念フォーラム 

第二次大戦後、日本人を飢餓と貧困から救った「ララ物資"Licensed Agencies for Relief in Asia"」。脱脂

粉乳や学校給食として 1400 万人に配られたこの救援物資は、米国キリスト教系の 13 の民間団体によるもので

した。70 周年を経た今、この精神を見直し今日の人道支援のあり方を考えるため､日本ＹＭＣＡ同盟他 5団体

が合同で記念フォーラムを開催します。 

【日 時】 11 月 30 日（水）13：30～18：00 

【会 場】 早稲田奉仕園内スコットホール 

【参加費】 無料（定員 150 名） 

【問合せ】 ララ 70 周年記念フォーラム事務局 

      tel.03-6457-6840 （CWS Japan 内） 

▽チラシはこちら http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top16/201610LARA.pdf 
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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 
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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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