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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃１┃【冬休みのキャンプ・スクール】受付スタート！ 

┃２┃【お知らせ】講演会、イベントなど 

┃３┃【バザー・秋まつりのお知らせ】 

┃４┃【近況報告】各部のブログより 

┃５┃【会員のみなさまへ】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃１┃【冬休みのキャンプ・スクール】受付開始！ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

本日 10 月 12 日から冬休みのキャンプ・スクールの一般受付が始まりました！ 

今年もスキーキャンプ、日帰りデイキャンプ、プール、短期英語クラスなど約 30 のプログラム

をご用意して、皆さまのご参加をお待ちしています。 

すでにキャンセル待ちとなっているキャンプが出ています。申込みをご検討中の方はお早めにお

手続きください。 

 

●各クラスの詳細は、以下からご覧ください。 

 http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/09/20180914-02.html 

 

●空き状況の検索方法、キャンセル待ちの申込み方法はこちらをご覧ください。 

 http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2018/10/20181012.html 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃２┃【お知らせ】講演会、イベント情報 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【講演会】「市民がつくる日本とコリア交流の歴史博物館」（午餐会 11/6） 

 

NPO 法人「高麗博物館」理事長である原田京子氏を迎え、日本とコリアの歴史の事実に向き合

い、信頼関係の土台づくりを目指す活動と意義についてお話いただきます。 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/09/20180914-02.html
http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2018/10/20181012.html


【日 時】11 月 6 日（火）12:00 ～13:30 

【参加費】3,000 円（食事なし 1,500 円） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/10/20181012-01.html 

 

 

●【参加者募集】ACCJ のびのびスキーキャンプ（2019/1/3～6） 

 

発達障がいのある子どもたちを対象としたスキーキャンプです。 

10 月 15 日（月）12：30～電話予約受付開始です。 

【日 時】2019 年 1 月 3 日～6 日（3 泊 4 日） 

【場 所】スノーパーク尾瀬戸倉スキー場（群馬県） 

【費 用】64,800 円 別途レンタルスキー代等あり 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/2018/10/20181003.html 

 

 

●【ウォーキング】秋の一日！みんなで歴史探訪しながら歩きませんか。 

 

▽ＷＨＯ（10/27）：相模国分寺跡、一之宮の寒川神社を訪ねます。 

【日 時】10 月 27 日（土）9：45～14：30 頃 

【参加費】300 円（施設入場料、交通費は各自負担）*初参加の方は名札代 200 円 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/10/20181004-01.html 

 

 

▽ペタペタの会（11/3）：国立市周辺の寺院、神社、古民家園等を散策します。 

【日 時】11 月 3 日（土・祝）10：00～15：00 頃 

【参加費】無料（入館料、交通費、飲食代等は各自負担） 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/10/20181009-3.html 

 

 

▽江戸城ファミリーウォーク（11/23）：「日比谷公園と周辺の外濠」と題する講演を聞き、その

後江戸城外濠周辺の史跡をめぐります。 

【日 時】11 月 23 日（金・祝）10：30～15：30 

【参加費】1,000 円（保険料込） 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/10/-1123.html 

 

 

●【西日本豪雨災害復興支援】チャリティーゴルフ大会のお知らせ（12/5） 

 

ゴルフの参加費で被災地を支援します。どなたでもご参加いただけます。多数のご参加お待ちし

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/10/20181012-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/2018/10/20181003.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/10/20181004-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/10/20181009-3.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/10/-1123.html


ています。 

【日 時】12 月 5 日（水）8：00～ 

【場 所】レイクウッド総成カントリークラブ（千葉県成田市） 

【参加費】20,000 円 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/support/2018/10/20181002-02.html 

 

 

●【医療福祉専門学校】介護福祉士実務者研修 見学会開催！ 

 

2019 年度の介護福祉士国家試験に向けて、介護福祉士実務者研修の「スクーリング見学会」を

毎月 1～2 回開催します。少しでも興味のある方、ぜひこの機会にご参加ください。 

【日 時】10 月 20 日、11 月 10 日、11 日、12 月 15 日ほか 

【場 所】東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校（東京都国立市） 

▽http://tokyo.ymca.ac.jp/ifs/whatsnew/002397.html 

 

 

●【東陽町テニス】集中レッスン・テニス大会のご案内(10 月～12 月） 

 

ウエルネス東陽町では、毎週土・日に、テニスの集中レッスンやテニス大会を行っています。ど

なたでも参加できます。 

 

▽集中レッスン ボレーやサーブなど集中的に練習したい方、お待ちしてます。 

http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/2018/09/20180927-01.html 

 

▽庭球人大会（テニス大会） 小学生から成人まで、テニスをゲームで楽しみたい方、大歓迎。 

http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/2018/08/20180831-01.html 

 

 

●【下町こどもダイニング】10、11、12 月のメニューが決まりました！（東京都江東区） 

 

小学生対象に孤食をテーマとした取り組みを東陽町コミュニティーセンターで、毎月第 3 月曜

日に開催しています。お電話でお申込みください。 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/09/20180927-01.html 

 

 

●【高等学院オープンスクール】「憲法カフェ」  

 

明日の自由を守る若手弁護士の会（あすわか弁護士の会）の足立悠弁護士にお越しいただきます。

お茶菓子を食べながら憲法について考えましょう。お気軽にどうぞ。 

http://tokyo.ymca.or.jp/support/2018/10/20181002-02.html
http://tokyo.ymca.ac.jp/ifs/whatsnew/002397.html
http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/2018/09/20180927-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/2018/08/20180831-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/09/20180927-01.html


【日 時】10 月 27 日（土）13：30～15：00 

【場 所】早稲田奉仕園内高等学院仮校舎（新宿区西早稲田 2-3-1） 

【問合せ】TEL:03-3202-0326 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃３┃【バザー・秋まつりのお知らせ】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

東京ＹＭＣＡの各部署では 10 月～11 月、バザーや秋まつりを開催します。 

献品市や模擬店、子どものゲームコーナーなど楽しい企画が盛りだくさん。ご家族やお友だち、

お誘い合わせの上お越しください。 

 

 

●【南コミュニティーセンター】（世田谷区経堂） 

献品市、軽食コーナー、餅つきコーナー、子どもの広場、お楽しみ抽選会など 

2018 年 10 月 21 日（日）11：30～15：30 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/09/20180927-02.html 

 

 

●【西東京コミュニティーセンター】（国立市東） 

野菜マルシェ、クラフトコーナー、模擬店、ミニバザー、ボイストレーニング体験など 

2018 年 11 月 4 日（日）12：00～16：00 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/10/20181010.html 

 

 

●【江東ＹＭＣＡ】（江東区石島） 

献品コーナー、模擬店、子どもコーナー、豪華賞品おたのしみ抽選会など 

2018 年 11 月 11 日（日）10：00～14：30 

昨年のようすはこちら 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2017/12/20171206-2.html 

 

 

●【高等学院】（新宿区西早稲田） 

東京ＹＭＣＡ高等学院の学園祭、オータム・フェスタ。今年は早稲田奉仕園を会場に「ミニ」で

開催します。 

2018 年 11 月 17 日（土）11：00～15：00 

問合せ：TEL:03-3202-0326 

 

tel:03-3202-0326
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/09/20180927-02.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/10/20181010.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2017/12/20171206-2.html
tel:03-3202-0326


 

●【江東区児童・高齢者総合施設 グランチャ東雲】「第 8 回ふるさとチャリティー秋祭り」 

模擬店、ゲームコーナー、囲碁・将棋コーナー、 災害復興支援の物産展など 

2018 年 10 月 20 日（土）11：30～14：00（模擬店は 12：00～） 

http://tokyo.ymca.or.jp/grancha/news_list/2018/10/20181004-001.html 

 

 

●【港区芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ】「あいぷらまつり」 

おまつり内での飲食や出し物はチケット制です。前売りチケット販売中です。 

2018 年 11 月 4 日（日）11：30～15：00 

http://www.tokyoymca.org/childcare/aipla/news/n-common/20180930_02.html 

 

 

※山手コミュニティーセンターは、会館改修工事のため今年度のバザーは実施しません。 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃４┃近況報告 ――  各部のブログより 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【感謝報告】チャリティーラン開催しました 

 

障がいのある子どもたちの支援のため 9 月 23 日、都立木場公園で第 32 回東京ＹＭＣＡインタ

ーナショナル・チャリティーランを開催。およそ 300 人のランナーほかボランティア等約 1500

人が参加し、おかげさまで支援金は 490 万円となりました。ありがとうございました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/support/2018/09/20180923.html 

 

 

●【医療福祉専門学校】ベトナム人研修生が川柳を作成 

 

医療福祉専門学校で学ぶベトナム人研修生が、日本語の授業で「ここがちょっと変だよ、日本人」

をテーマに川柳をつくりました。 

▽http://tokyo.ymca.ac.jp/ifs/whatsnew/002386.html 

 

 

●【liby・高等学院】チャリティーコンサートを開催 

 

東京 YMCA オープンスペース"liby"と高等学院を支えるチャリティーコンサートが 9 月 28 日、

日本基督教団霊南坂教会で行われました。今回で 3 回目となるこのコンサート、初めての挑戦

http://tokyo.ymca.or.jp/grancha/news_list/2018/10/20181004-001.html
http://www.tokyoymca.org/childcare/aipla/news/n-common/20180930_02.html
http://tokyo.ymca.or.jp/support/2018/09/20180923.html
http://tokyo.ymca.ac.jp/ifs/whatsnew/002386.html


がありました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/highschool/2279/ 

 

 

●【東陽町コミュニティーセンター】 

 

在日外国籍の方と交流する新規プログラム「にほんご de Cafe 」が 9 月 6 日にスタート。 

初回は韓国のお母さんが赤ちゃんを連れて参加するなど、皆でお茶を囲みながら楽しくおしゃべ

りしました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/09/20180907-02.html 

 

 

●【会員部】「会員ソフトボール大会」に 275 人が参加 

 

10 月 8 日「第 35 回 オール東京ＹＭＣＡ・近隣ＹＭＣＡ会員ソフトボール大会」が開催され、

リーダー、幼稚園児の保護者から専門学校の学生や留学生ほか近隣のＹＭＣＡや賛助会企業から

も多数参加し、交流を深めました。 

▽ http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/10/20181011-2.html 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃５┃会員のみなさまへ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●ＹＭＹＷ合同祈祷週のお知らせ（11/11～17） 

 

全世界のＹＭＣＡ、ＹＷＣＡでは毎年 11 月に合同祈祷週を定め、1 つのテーマを決めて聖書を

読み、祈りを共にしています。期間中に東京ＹＭＣＡは、東京ＹＷＣＡ、在日本韓国ＹＭＣＡと

合同で礼拝を行います。ぜひご参加ください。 

 

【日 時】11 月 15 日（木）18：30～20：30 

【場 所】東京 YWCA 会館カフマンホール（1 階） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/10/20181004-03.html 

 

 

●【西日本豪雨災害】東陽町で街頭募金を実施します（10/19） 

 

短い時間でもかまいません。ご協力いただける方、事前にお電話でお申込みください。ご支援、

ご協力よろしくお願いします。 

http://tokyo.ymca.or.jp/highschool/2279/
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/09/20180907-02.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/10/20181011-2.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/10/20181004-03.html


【日 時】10 月 19 日（金）11：30～13：30 

【場 所】東京メトロ東陽町駅前 

【問合せ】東陽町コミュニティーセンター TEL:03-3615-5565 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┌──┐ ご意見ご感想などございましたら 

│＼／│ 広報室までメールにてご連絡ください。 

└──┘ tokyoymca-mm@tokyoymca.org 

 

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ 

 

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。   

 

＊「MS ゴシック」などの等幅フォントでご覧いただくときれいに表示されます。  

＊月に 1～2 回、不定期で配信しています。  

＊メール内の文章、またリンク先の画像などを東京ＹＭＣＡの了承なく複製、転用することを禁

じます。 

 （ただし「転送」は歓迎です。ぜひご知友等に拡散ください）  

 

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ 

■メールマガジンの申込み、配信の停止、配信先の変更は、下記からお手続きをお願いします。  

https://tokyo.ymca.or.jp/about/mailmagajine-form.html  

 

■バックナンバーは以下でご覧いただけます。  

http://tokyo.ymca.or.jp/about/backnumber.html  
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所在地：〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-3-18 日本キリスト教会館 6 階 

電 話：03-6302-1960 

フェイスブック：https://www.facebook.com/1773722202891103/ 

ツイッター：https://twitter.com/Tokyo_YMCA 

 

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ 

Copyright (c) Tokyo YMCA 2018 All Rights Reserved. 

 

tel:03-3615-5565
mailto:tokyoymca-mm@tokyoymca.org
https://tokyo.ymca.or.jp/about/mailmagajine-form.html
http://tokyo.ymca.or.jp/about/backnumber.html
http://tokyo.ymca.or.jp/
https://www.facebook.com/1773722202891103/
https://twitter.com/Tokyo_YMCA

