
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ 

 東京ＹＭＣＡ メールマガジン 

        2018 年 11 月 21 日 No.74 東京ＹＭＣＡ 

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃１┃【感謝報告】西日本豪雨災害 リフレッシュキャンプ開催 

┃２┃【ＮＨＫ番組のお知らせ】ＢＳ１スペシャル 

┃３┃【会員インタビュー】若槻史郎さん 

┃４┃【イベント等案内】クリスマス会ほか 

┃５┃【近況報告】各部のブログより 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃１┃【感謝報告】西日本豪雨災害 リフレッシュキャンプ開催 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

2018 年 7 月の西日本豪雨災害から 4 カ月、ＹＭＣＡは全国の皆さまからお預かりした募金をも

とに支援活動を継続しています。 

10 月末には「子どもたちに心が明るくなる体験をしてほしい」と願って、被災した小学生を対

象にリフレッシュキャンプを実施。東京ＹＭＣＡも職員・ボランティアを派遣してサポートしま

した。 

▽報告はこちら 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/11/20181120-01.html 

 

東京ＹＭＣＡの各センターでは街頭募金を行なって応援しています。 

▽東雲センター（豊洲駅前 10/28） 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/10/20181030-02.html 

 

▽西東京センター（国立駅前 10/21） 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/10/20181025.html 

 

皆さまのご支援に心より感謝いたします。 

 

 

 

 

 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/11/20181120-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/10/20181030-02.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/10/20181025.html


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃２┃【ＮＨＫ番組のお知らせ】ＢＳ１スペシャル（11/23） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

「幸せなら手をたたこう ～名曲誕生の知られざる物語～」 

 

東京ＹＭＣＡアドバイザーの木村利人さん（早稲田大学名誉教授）が 1959 年に、フィリピンＹ

ＭＣＡのワークキャンプでの体験をもとに作詞した「幸せなら手をたたこう」の誕生ストーリー

が、ＢＳ１スペシャルで再放送されます。 

番組は、俳優の溝端淳平さんが木村さん役を演じた再現ドラマと、その後のドキュメンタリーで

構成され、お子様にもわかりやすい内容になっています。どうぞお見逃しなく。 

 

【番組日時】2018 年 11 月 23 日（金・祝）14:00～15:49 

＊なおこのストーリーは、東京ＹＭＣＡホームページでも紹介しています。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/about/interview_kimura.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃３┃【会員インタビュー】若槻史郎さん（理事／株式会社 JACOM 会長） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

東京ＹＭＣＡの学生寮「山手学舎」に出会って「人生を再スタートした」と語る若槻史郎さん。

まさに、ＹＭＣＡスローガン「みつかる。つながる。よくなっていく。」を絵に描いたような半

生をお話しいただきました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/about/interview_wakatsuki.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃４┃【イベント等ご案内】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●クリスマス関連イベント 

 

◇【国際部主催】「インターナショナル・クリスマス・パーティ」（12/15） 

 

お子様からシニアまで、年齢も国籍も超えて皆で楽しむクリスマス会です。簡単な英語での礼拝

もあります。ぜひお誘い合わせの上ご参加ください。 

http://tokyo.ymca.or.jp/about/interview_kimura.html
http://tokyo.ymca.or.jp/about/interview_wakatsuki.html


【日 時】12 月 15 日（土）15:00 ～18:00 

【場 所】東陽町センター（江東区東陽） 

【参加費】大人 1,500 円 学生 500 円（食事つき） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/11/20181107.html 

 

 

◇【東陽町センター】「クリスマスオープンハウス」（12/23） 

 

バザー、フリーマーケット、模擬店、子ども広場など楽しい企画が盛りだくさん。ご来場をお待

ちしています。 

【日 時】12 月 23 日（日・祝）10:00～16:00 

【場 所】東京ＹＭＣＡ東陽町センター（江東区東陽） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/10/20181024.html 

 

 

◇【西東京センター】「0422 市民クリスマス」（12/8） 

 

武蔵野地域の約 20のキリスト教団体が、教派の違いを超えて開催しているクリスマス礼拝です。

教会にいらしたことのない方もお気軽にどうぞ。入場無料。予約不要。 

【日 時】12 月 8 日（土）18：30～19：30 

【場 所】カトリック吉祥寺教会（武蔵野市御殿山） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/11/20181113-01.html 

 

 

◇【キャナルコート保育園】乳幼児親子対象「クリスマスおはなし広場」（12/4） 

 

「ちよだ・おはなしひろば」の皆さんによる人形劇や紙芝居です。ぜひ赤ちゃんとご一緒に楽し

いひとときをお過ごしください。 

【日 時】12 月 4 日（火）11：00～12：00 

【場 所】東雲コミュニティーセンター（江東区東雲） 

【参加費】無料  

https://www.tokyoymca.org/childcare/canal/news/20181112_2.html 

 

 

 

●【講演会】『"たたかい"としてのクリスマス』平野克己氏（12/11、午餐会） 

 

内村鑑三や賀川豊彦など 17 人のクリスマス説教をもとに、私たちが忘れてしまっている“クリス

マス”について平野克己氏（日本基督教団代田教会主任牧師）からお話を伺います。 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/11/20181107.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/10/20181024.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/11/20181113-01.html
https://www.tokyoymca.org/childcare/canal/news/20181112_2.html


【日 時】12 月 11 日（火）12:00～13:30 

【場 所】東京大学ＹＭＣＡ（東京メトロ南北線「東大前駅」徒歩 0 分） 

【参加費】3,000 円（昼食不要の場合は 1,500 円） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/11/20181106.html 

 

 

●【野外活動】幼児・小学生対象「雪遊び」体験参加者募集中  

 

江東区の東雲コミュニティーセンターで毎月開催している野外グループ活動では、2019 年 2 月

に 1 泊で雪遊びを予定しています。ぜひこの機会に体験参加してみませんか。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/10/20181030-01.html 

 

 

●【東陽町テニス】一般対象テニス大会／集中レッスン、毎週開催中 

 

ウエルネス東陽町では毎週土日、どなたでも参加できるテニス大会「ＹＭＣＡ庭球人（てにんち

ゅ）カップ」と、「テニス集中レッスン」を開催しています。いつでもご参加ください。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/2018/10/20181026-01.html 

 

 

●【障がいのある子どもたちのスポーツ体験】ドリームクラス（12/9） 

 

特別支援学級に通う小学生親子を対象としたスポーツ体験クラスです。12 月は運動会と水泳を

します。ぜひこの機会に親子でスポーツをお楽しみください。 

【日 時】12 月 9 日（日）13：00～16：30 頃  

【場 所】東陽町センター（江東区東陽） 

【参加費】無料  

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/11/20181116-01.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃５┃近況報告 ――  各部のブログより 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【南センター】バザー「きて みて つながる 南のＷＡ！」開催 

 

世田谷区経堂の南コミュニティーセンターは 10 月 21 日、恒例のバザーを開催。今年もたくさ

んの地域の方々にご来場いただきました。 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/11/20181106.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/10/20181030-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/2018/10/20181026-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/11/20181116-01.html


▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/11/20181102-01.html 

 

 

●【東雲地域】「わいわいハロウィン in しののめ」に 1000 人参加 

 

江東区東雲で東京ＹＭＣＡが運営する保育園や児童館など 5 つの施設を周るハロウィンに、約

1000 人の親子が参加しました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/11/20181106-01.html 

 

 

●【神田川船の会】オリンピック選手村付近などをクルーズしました 

 

神田川、日本橋川、隅田川、東京港を船でめぐる歴史クルーズ「神田川船の会」。第 78 回とな

った 10 月 13 日は豊洲新市場など話題のスポットも廻りました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/11/20181116-01.html 

 

 

●【東陽町キッズ英語】ハロウィンイベント今年も満員御礼 

 

思い思いに仮装した 80 人の子どもたちが、お化け屋敷やキャンディすくいなどを楽しみ、お菓

子をもらいました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/language/2018/11/20181105.html 

 

 

●【西東京センター】ぺたぺたの会 国立ウォーク 

 

秋晴れの 11月 3日、国登録有形文化財にも指定されている滝乃川学園など地元国立市の名所を、

“ぺたぺた”と楽しく歩きました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/11/20181114.html 

 

 

●【しののめこども園】収穫感謝礼拝 

 

11 月 10 日に全園児で「収穫感謝礼拝」を行いました。家から持ってきた果物や遠足で収穫した

サツマイモなどを並べ、園長先生から「食べ物の大切さ」についてのお話をききました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2018/11/20181114.php 

 

 

 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/11/20181102-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/11/20181106-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/11/20181116-01.html
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┌──┐ 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  

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ 

発行元：公益財団法人東京ＹＭＣＡ 広報室 

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

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 
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