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●【平和のパネル展】本日 8 月 1 日から東陽町で開催  

―広島原爆資料館所有― 「サダコと折り鶴」展示（8/1～8/9）  

 

広島・長崎の原爆記念日を迎える 8 月に今一度平和の大切さを考えたいと、「原爆の子の像」の

モデルにもなった佐々木禎子さんの写真展を開催します。  

【日にち】8 月 1 日（木）13:00～8 月 9 日（金）12:00 ＊期間中は 9：00～21：00 の間、入

場自由  

【会 場】東陽町センター  

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/06/20190628-02.html  

 

＊佐々木禎子さんは、2 歳で被爆し 12 歳で亡くなりました。「原爆の子の像」は 1958 年、禎子

さんのように被爆で亡くなった子どもたちのため、当時の広島ＹＭＣＡ会員や同級生などの呼び

かけで平和記念公園内に建てられたもの。禎子さんが病床で回復を願って鶴を折り続けたことか

ら、今年もＹＭＣＡは全国各地で折り鶴プロジェクトを行ない、8 月 6 日に献納します。  

 

 

●【夏まつり】模擬店、子どもコーナー、抽選会など（8/24、東陽町）  

 

“東陽町の夏の風物詩”ともいわれる「東京ＹＭＣＡ夏まつり」。今年も会員による本格的な模擬

店や、学生ボランティアによる子ども遊びコーナー、お楽しみ抽選会などをご用意して、皆様の

ご来場をお待ちしています！  

【日 時】8 月 24 日（土）11：30～15：30  

【場 所】東陽町センター  

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/07/20190719-01.html  
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●【講演会】『図形音符の歴史とアメリカ文化の背景』ティム・クック氏（午餐会、9/5）  

 

楽譜を読みやすくするため 19 世紀アメリカで考案された『図形音符』。たとえば「ド」は三角、

「ソ」は丸型など、音によって音符の形を変えるユニークな文化について学びます。  

【日 時】9 月 5 日（木）12:00 ～13:30  

【参加費】昼食付き 3,000 円  

【会 場】東京大学ＹＭＣＡ（東京メトロ南北線・東大前駅徒歩 0 分）  

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/07/20190704.html  

 

 

●【災害スタディ】災害時に地域でできる対策を考える（9/7）  

 

災害時に地域でできることは何か。日ごろからどんな対策をしたらいいのか――。東京災害ボラ

ンティアネットワーク事務局長の福田信章氏をお迎えし、ワークショップを行ないます。  

【日 時】9 月 7 日(土)13：30～15：30  

【会 場】東陽町センター 【参加費】無料  

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/07/20190729.html  

 

 

●【インターナショナル・チャリティーラン】参加チーム募集中（9/23）  

 

障がいのある子どもたちを支援するため今年も 9 月 23 日、木場公園で「東京ＹＭＣＡインター

ナショナル・チャリティーラン」を開催します。参加費は 10 万円。1 チーム 6 人で、1 人 1.3

キロずつ走る駅伝大会です。企業の社会貢献の場として、社員やグループの親睦の機会などとし

て、ぜひご参加ご協力をお願いします。「こどもラン」もあり。  

スポンサー、ボランティアも受付中です。  

▽ホームぺージをリニューアルしました。ご覧ください。  

http://tokyo.ymca.or.jp/support/charityrun.html  

 

 

●【東日本大震災復興支援】リフレッシュキャンプに 13 家族ご招待(10/4～6）  

 

被災地のご家族にゆったりと楽しい時間を過ごしてほしいと、震災直後から開催しているキャン

プです。今回で 78 回目。参加者は延べ 2900 人となりました。  

【日にち】10 月 4 日（金）17：30～10 月 6 日（日）19：00（2 泊 3 日） 

【集合解散】ＪＲ郡山駅前（福島県）【行先】東京ＹＭＣＡ山中湖センター  

【参加費】無料  

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/07/20190718-01.html  

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/07/20190704.html
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●【発達障がいのある小中高校生対象】「秋の山中湖キャンプ」（10/12～14）  

 

発達障がいのある子どもたちに楽しい体験を通して成長してほしいと願い、今年も三菱商事が参

加費の半額を助成し、社員や学生など多くのボランティアと共に開催します。  

【日にち】10 月 12 日（土）～14 日（月・祝）2 泊 3 日  

【場 所】東京ＹＭＣＡ山中湖センター ＊集合解散は山手センター  

【定 員】40 人 【参加費】25,630 円  

▽http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/2019/07/20190722-01.html  

 

 

●【歴史クルーズ】第 80 回「神田川船の会」（10/12）  

 

昔は交通の要路だった東京の河川の文化・歴史を川面から鑑賞する“歴史クルーズ”です。1979

年（昭和 54 年）から年 2 回開催しており今年で 40 周年、第 80 回となりました。東京グリーン

ワイズメンズクラブの渾身のガイドで、いつもとは違った東京をお楽しみください。  

【日 時】10 月 12 日（土） 午前／午後  

【参加費】大人 3,500 円、小・中学生 2,200 円  

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/07/20190726.html  
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●【オリーブ保育園】「ももいろクローバーＺ」が来園！  

アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」がＴＶ番組「とびだせ！ ぐーちょきぱーてぃー」

の撮影のためＹＭＣＡオリーブ保育園に来園し、年長児 20 人と一緒にダンスをしました。「れ

いにーれにちゃん」と「たんぽぽしおりん」の登場に園児たちも大喜び。この番組は、8 月 3 日

（土）10:00～ ひかりＴＶで放映されます。  

＊ただし「ひかりＴＶ」の視聴には登録が必要です。  

＊番組のお試し映像は以下でご覧いただけます。  

▽https://www.youtube.com/watch?v=mXQr3P1NC6w  

 

 

●【グランチャ東雲】  

▽雨の中でのグランチャリティーDay！！  

http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/2019/07/20190722-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/07/20190726.html
https://www.youtube.com/watch?v=mXQr3P1NC6w
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▽「三世代交流 水中大運動会」水中綱引きやリレーなど、楽しい競技で大盛況。  

http://tokyo.ymca.or.jp/grancha/report/2019/07/20190710.html 

 

 

●【社会体育・保育専門学校】野尻キャンプで野外実習  

https://sports.ymsch.jp/news/2019/07/2019-07-12.html  
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●発達障がい児のキャンプ引率  

 

発達障がいやその周辺の課題のある小中高校生を対象とした「第 17 回 三菱商事・東京ＹＭＣ

Ａ 秋の山中湖キャンプ」で、引率等をするボランティアを募集しています。  

18 歳以上おおむね 30 歳くらいまで。応募締め切りは 8 月 31 日。事前準備・研修会等あり。  

▽http://tokyo.ymca.or.jp/volunteer/2019/07/20190719-01.html   

 

 

●【会員対象】国際協力のための街頭募金活動 ――参加者募集  

 

バングラデシュのこどもたちの教育支援のために東京ＹＭＣＡの会員・学生・園児など、毎年数

百人で一斉に JR 新宿駅周辺で街頭募金を行います。  

【日 時】9 月 14 日（土）13 時～17 時  

【お問合せ・申込み】国際部（kokusai@tokyoymca.org)まで  
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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  
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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。   

 

＊「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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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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