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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃１┃冬休みのスキーキャンプ・スクールお知らせ 

┃２┃引きこもり経験者が語る「生きづらい社会を生き抜く」 

┃３┃イベント等ご案内 

┃４┃近況報告 ――  各部のブログより 

┃５┃ＮＹフロストバレー40 周年記念会 

┃６┃明日 14 日、国際協力街頭募金を行ないます 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

台風 15 号で大きな被害を受けた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 

今日は久しぶりに暑さが和らいだようですが、週明けにはまた暑くなるとの予報もあります。 

ただでさえ夏の疲れが出る頃です。一日も早い復旧と、皆さまのご健康をお祈りします。 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃１┃冬休みのスキーキャンプ・スクールお知らせ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

2019 年冬休みのキャンプ・スクールの要項が決まりましたのでお知らせします。 

今季もたくさんの子どもたちの素敵な笑顔に出会えるよう、スキーキャンプ、日帰りデイキャン

プ、プール、テニス、短期英語クラスなど、多数のプログラムをご用意しています。 

 

ご予約は 10 月 11 日（金）10:00～（本会員の先行予約は 10 月 9 日（水）10:00～）。皆さまの

ご参加をお待ちしています。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2019/09/20190912-01.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃２┃【連続講演会】引きこもり経験者が語る 

┃ ┃   「生きづらい社会を生き抜くために」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ひきこもりは犯罪者予備軍？？ そんな報道や発信が目立った 2019 年上半期。 

http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2019/09/20190912-01.html


ますます不寛容で生きづらくなっている世相を受けて「東京ＹＭＣＡオープンスペース liby」が

連続講演会を行ないます。第 1 回は「ひきポス」編集長の石崎森人さんを講師に迎えお話を伺

います。 

 

【日 時】10 月 5 日（土）13：30～15：30 

【会 場】山手コミュニティーセンター 

【参加費】1,000 円 

【お申込】ｌｉｂｙ（リビー）tel. 03-3397-0521  

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/09/20190913-01.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃２┃イベント等ご案内 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【ウォーキング】風と緑と清流「三鷹の国立天文台」9/28 

 

ガリレオ・ガリレイの望遠鏡の複製など、世界に誇る日本の天文学研究所を見学します。周囲は、

国分寺崖線に沿う野川流域。清流あり、畑あり、稲穂あり、水車農家あり、どこを歩いても心地

良いウォーキングコースです。 

【日にち】9 月 28 日（土）9：45～15：00 頃 

【集 合】ＪＲ中央線武蔵境駅 

【参加費】300 円 ＊初参加の方は名札代 200 円別途。入場料・交通費別途。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/08/20190820-01.html 

 

 

●【liby・高等学院チャリティーコンサート】霊南坂教会でオルガン、ハンドベルほか（10/4） 

 

不登校など青少年の居場所「東京ＹＭＣＡオープンスペース liby（リビー）」と、通信制高校サ

ポート校「東京ＹＭＣＡ高等学院」を支えるためのチャリティーコンサートです。赤坂にある霊

南坂教会のチャペルで、心に響く壮麗な音色をお楽しみいただけます。 

【日 時】10 月 4 日（金）19：00～ 

【出 演】飯靖子さん（オルガン）／飯顕さん（ヴィオラ）／青山学院女子短期大学グロリアス

クワイア 

【入場料】2000 円（自由席）＊高校生以下無料 

【申込み】高等学院（tel.03-3202-0326） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/support/2019/08/20190828.html 

 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/09/20190913-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/08/20190820-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/support/2019/08/20190828.html


 

●【障がいのある子どもたちのスポーツ体験】DREAM クラス（10/6） 

 

特別支援学級に通う小学生親子を対象に、スポーツの楽しさを体験いただくクラスです。10 月

はバスケットボールと水泳を行ないます。 

【日 時】10 月 6 日（日）13：00～16：30 頃  

【場 所】東陽町センター 【参加費】無料。親子でご参加ください 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/2019/09/20190913-3.html 

 

 

●【講座】オリーヴオイルのテイスティングとバイブルトーク（久米小百合氏、11/15） 

 

健康や美容に効果が高いといわれるオリーヴオイル。今回は、音楽家で「オリーヴオイルソムリ

エ」の資格をもつ久米小百合さんを講師に、多種多様なオリーヴオイルのテイスティングをしな

がらバイブルトークもお楽しみいただきます。 

【日 時】11 月 15 日(土)14：00～15：30 【参加費】3000 円 

【問合せ】東陽町コミュニティーセンター（tel.03-3615-5565） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/08/20190822-02.html 

 

 

●【エッセイ募集】～豊かな福祉社会を創るために～（応募締切 11/15） 

 

今年も公益財団法人愛恵福祉支援財団と共催し「豊かな福祉社会を創るために」をテーマとした

エッセイを公募します。 

どなたでも応募いただけます。ぜひ、ご自身の体験や日常生活から得た気づきや提案などをお聞

かせください。 

【応募締切】11 月 15 日（金） 【問合せ】会員部（tel 03-6278-9071） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/08/20190806-1.html 

 

 

●【体験会／説明会】高校生のためのソーシャルスキルクラス(9 月～2 月） 

 

発達障がいやその周辺の課題のある高校生を対象に、社会性トレーニングクラス（ＡＳＣＡ）の

体験会を行ないます。お気軽にご参加ください。 

【日にち】9 月 22 日、10 月 20 日、11 月 17 日ほか 

【時 間】9:45～12:00 【費 用】2,700 円 

【問合せ】高等学院（tel.03-3202-0326） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/2019/08/20190822.html 

 

http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/2019/09/20190913-3.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/08/20190822-02.html
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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃４┃近況報告 ――  各地のブログより 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【会員部】夏まつり 

 

猛暑となった 8 月 24 日、オール東京ＹＭＣＡの会員・職員が集まって「東京ＹＭＣＡ夏まつり」

を開催。焼き鳥や手作りギョーザなど腕によりをかけた模擬店と子どもコーナーが並び、会場の

東陽町センターは終日、家族連れなどで賑わいました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/08/20190826.html 

 

 

●【キャンプ 100 年】 

 

2020 年のＹＭＣＡキャンプ 100 年を記念して日本ＹＭＣＡ同盟の特設サイトでは、「キャンプ

にまつわるＹＭＣＡストーリ－」を連載中です。この度あらたに東京ＹＭＣＡ会員２人の記事が

アップされました。 

知的障がいのある２人のお子さんを育てられた五味さんと、戦後直後にキャンプに参加して職員

となった齊藤さん。そのユニークなストーリーをぜひご覧ください。 

▽https://www.ymcajapan.org/campaign/camp100th/ 

 

 

●【機関紙「東京ＹＭＣＡ」９月号】ＨＰ掲載しました 

 

９月号の「東京ＹＭＣＡ」は、夏の国際プログラム特集です。韓国でのサッカー交流、ロンドン

での 175 周年、広島での平和セミナーなど、ＹＭＣＡの若者たちの国際交流活動をぜひご覧く

ださい。 

＊会員みなさまにはただ今発送中ですが、一足先にホームページに掲載しました。 

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

 

 

●【グランチャ東雲】ひと足お先にパラリンピック『ボッチャをやってみよう!』 

 

東京 2020 パラリンピック開催のちょうど 1 年前となる 8 月 25 日、江東区スポーツ推進委員の

指導でボッチャを楽しみました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/grancha/report/2019/09/20190902-01.html 

 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/08/20190826.html
https://www.ymcajapan.org/campaign/camp100th/
http://tokyo.ymca.or.jp/about/paper.html
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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃５┃ＮＹフロストバレー ご関係の皆さまへ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ニューヨーク近郊で暮らす日系人家族を対象にキャンプや文化交流事業などを行なっている「東

京-フロストバレーＹＭＣＡパートナーシップ」が、今年 40 周年を迎えたことを記念して「40th 

Anniversary Event」を開催いたします。 

40 年の間に関わった方々と再会し、一緒にお祝いしたいと思います。キャンパー、ボランティ

アリーダー、保護者など、どなたでも歓迎です。ご家族、ご友人もお誘い合わせの上、ぜひご参

加ください。 

【日にち】10 月 19 日（土） 【会場】東陽町センター  

【問合せ】国際部（tel.03-6302-1960） 

 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/09/20190913-01.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃６┃明日 9 月 14 日、国際協力街頭募金を行ないます 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

東京ＹＭＣＡでは明日 9 月 14 日（土）13～17 時、JR 新宿駅前で街頭募金活動を行ないます。 

主にバングラデシュの教育支援を目的に、会員や学生、園児たちが街頭で募金の呼びかけをしま

すので、近くにお越しの際にはぜひご協力ください！ 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/support/2019/08/20190809-01.html 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┌──┐ 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

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/09/20190913-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/support/2019/08/20190809-01.html
mailto:tokyoymca-mm@tokyoymca.org


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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