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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。  

 tokyoymca-mm@tokyo.ymca.or.jp  
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【１． 近況報告 】 
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●【ソシアスフォーラム「会員協議会」ご報告】 

 

「ＹＭＣＡは目新しさを失い、一体何の団体なのか分からなくなってきたのではないか」――。

今年の会員協議会「ソシアスフォーラム」は 11月 7日、中道基夫氏（神戸ＹＭＣＡ理事長、関

西学院大学神学部教授）のこんな基調講演から始まりました。中道氏は、130年前の設立当初の

ＹＭＣＡは、英語教育、スポーツ、キャンプなど、それまで日本にはなかったものを初めて発信

する先駆的な団体だったが、どれも新しい活動ではなくなった現代では、その真価が問われてき

ている」とし、「ＹＭＣＡブランドの再生」の必要を訴えました。 

会場の山手センターに集まった 60人の会員はその後、「再生と創生！ 東京ＹＭＣＡの未来を描

く」をテーマに分団協議を行い、今後の活動の方向性や広報のあり方、会員増強の方策など、幅

広く語り合いました。 

詳細は機関紙「東京ＹＭＣＡ」12月号で報告します。 

 

 

 

●【わいわいハロウィン in しののめ】 

 



江東区の東雲（しののめ）地域が子どもたちにとっての故郷となるように――。そんな願いから

10 月 28 日、「わいわいハロウィン in しののめ」を開催しました。現在この地域には、東京Ｙ

ＭＣＡが運営するオリーブ保育園、キャナルコート保育園、東雲児童館、東雲第二・第三学童ク

ラブ、グランチャ東雲などの施設がありますが、今回はそれらの施設が連携して、ＹＭＣＡが地

域活動の一翼を担おうと、初めての開催となりました。 

当日は天気もよく、乳幼児親子から小学生まで 560人が参加し、思い思いの仮装をして、各施設

を回りました。保護者からは「小さい子どもが安心して楽しく参加できるハロウィンはありがた

い」と好評でした。（東雲児童館 波多啓造） 

▽詳細はこちら 

http://www.tokyoymca.org/childcare/jidoukan/news/n-common/20151117_04.html 

 

 

●【高等学院】 卒業生がミニライブ開催 

 

東京ＹＭＣＡ高等学院の第 1回卒業生が 11月 10日、学校を訪れ、ミニライブを行ないました。 

高等学院では生徒も先生もキャンプネームで呼ばれていますが、彼女の名前は「ちょぴん」。音

楽大学付属高校在学中にストレスから声が出なくなってしまったため、高等学院に編入学し、昨

年無事に卒業。今春から音大に通っています。彼女は「声が出るようになって元気になったこと

を皆に伝えたい」と、在校生の前でミニライブを披露してくれました。 

この様子は、以下の URLから動画でご覧いただけます。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/highschool/1204/ 

 

 

●【ハーモニーコンサート】 

 

今年 8回目となる「ハーモニーコンサート」を 11月 14日、世田谷区奥沢にある玉川聖学院谷口

ホールで開催しました。このコンサートは、「０歳児から楽しめる本格的なコンサートを」をテ

ーマに、在園児・卒園児保護者など、多数の方の協力と、近隣の 30以上の店舗の協賛によって

開催されています。 

あいにくの雨で、開場直後は来場者が少なかったのですが、開演近くには約 500人の親子が来て

くださいました。オペラ椿姫の「乾杯の歌」など、皆が聞いたことある外国の曲、日本の歌のほ

か、みんなで歌おうのコーナーでは、「ドレミの歌」を歌いながら列ごとにドレミ・・・の振り

をして楽しみました。最後はオペラトスカの１場面を舞台全体で上演。子どもだけでなく大人の

方々からも「本物のオペラが聞けて良かった」「すてきだった」と感想をいただきました。ご協

力くださった皆様に心より感謝します。（チャイルドケアセンター 高橋里香） 
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【２．東日本大震災復興支援関係】 
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●【のんびり親子リフレッシュキャンプ】 募集中 

 

福島のご家族に少しでもリフレッシュして欲しいと、三菱商事株式会社の協賛で開催しているキ

ャンプです。2011年度から累計 60回実施、延べ参加者数は 2000人を越えました。「線量を気に

せずに外で遊べた」「リーダーが一生懸命遊んでくれて楽しかった」などの感想が寄せられてい

ます。 

【次回日程】2016年 1月 9日（土）～11日（月・祝）2泊 3日 

【行き先】東京ＹＭＣＡ妙高高原ロッジ 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1423 

 

 

●【ＹＭＣＡ屋内子どもプログラム】「わいわいキッズ・クリスマス会」募集中 

 

「屋内でもいいから子どもを思いっきり遊ばせたい」との声に応え、福島県郡山市の小学校体育

館で開催しているレクリエーションプログラムです。開催 8回目となり、ボランティアリーダー

と遊ぶのを楽しみにしてくれる子どもたちも増えてきました。 

【日時】 12月 19日（土）14：00～16：30 

【場所】 郡山ザベリオ学園   【参加費】300円 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1418 
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【３．イベントなど ご案内】 
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●【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、毎月、各界から卓話者をお招きし、昼食

を共にしながらお話を聴きます。どなたでもご参加いただけます。お申込みは賛助会事務局 

(Tel.03-3615-5568) まで。 

 

◇11月の午餐会 『ドイツの今』 

【卓話者】 小塩 節氏（ドイツ文学者、中央大学名誉顧問） 

【と き】 11月 26日（木）12：00～13：30 【参加費】3,000円 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1412 

 

◇12月の午餐会『東京ＹＭＣＡの育ての親・湯浅治郎』 

【卓話者】 太田 愛人氏（牧師、日本エッセイストクラブ常任理事） 

【と き】 12月 14日（月）12：00～13：30 【参加費】3,000円 

 

◇1月『新春特別午餐会』 



【卓話者】 柳田 邦男氏（ノンフィクション作家、評論家） 

【と き】 2016年 1月 20日（水）12：00～13：30 【参加費】4,000円 

【会 場】 学士会館 

 

 

● 【障がいのある子どものスポーツ体験 】DREAM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

が協働で今年度、「ＤＲＥＡＭクラス」を実施しています。 

9月からはサッカーと水泳を行なっています。親子でパスをつなぎ、ミニゲームにも挑戦しまし

た。対象は、特別支援学級に通う小学生親子。参加費は無料。1回のみのご参加も歓迎です。 

【次回日時】12月 6日（日）13：00～16：30 

【内 容】 ボールを使った室内スポーツと、プールを予定しています。 

▽ http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1421 

 

 

 

● 【 子育て講演会 】 

 

有志の会員・スタッフが企画・運営している子育て講演会「Ｙわいハッピートーク」は、今年で

第 10回を迎えました。今回はテレビ等でご活躍の井桁容子さんをお招きし、育児の楽しみ方な

どをお聞きします。 

【日 時】2016年 1月 23日(土)10:00～12:00 

【会 場】しののめＹＭＣＡこども園 

【テーマ】Ｙわいハッピートーク～生きる意欲、学ぶ意欲、やさしさが育つ子育て 

【講演者】井桁容子氏（東京家政大学、ナースリールーム） 

【対 象】一般、 【参加費】無料 

【問合せ】会員部  tel.03-3615-5568、kaiin@tokyo.ymca.or.jp 

 

 

● 【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）お気軽にご参加ください。  

【日 時】 12月 1日（火）7：00～8：30  

【奨励者】 吉岡喜人氏（日本キリスト教団南三鷹教会）  

【場 所】 東京ＹＭＣＡ山手センター  

【問合せ】 会員部 03-3615-5568  

 

 

● 【東陽町センター クリスマスオープンハウス】 

 



開店１時間前から行列ができるバザー、本格的な模擬店など、今年も盛りだくさんです。ただ今、

献品募集中です。ご協力をお願いします。 

 

【日 時】12月 23日（火・祝） 10：00～16：00 

【内 容】模擬店、バザー、フリーマーケット、子ども遊びコーナー、小学生の絵画展、大抽選

会、ウエルネスセンター（スポーツクラブ）１コインオープン、子どもクラス発表会、災害体験

（起震車体験、煙体験、ＡＥＤ講習会）、ゴスペルコンサート 

【場 所】東陽町センター、 【対 象】一般、 【問合せ】tel.03-3615-5566 
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【７．クリスマス会のご案内 】  
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東京ＹＭＣＡは 12月、各地でさまざまなクリスマス会を開催します。ご家族ご知友お誘いあわ

せの上、ぜひお越しください。 

 

●【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の報告をし、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】 11月 28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 

 ＊報告会では、フロストバレーキャンプ、アジア太平洋ＹＭＣＡ大会、にほんご学院留学生日

本生活レポートなどを予定しています。 

【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@tokyo.ymca.or.jp 

▽ http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top15/int.christmas2015.pdf 

 

 

●【libyクリスマス会】 

 

今年オープンスペース liby（リビー）は西荻窪に引っ越しをして心機一転。今までの活動の感

謝と共に、liby に縁あるみなさまとクリスマスをお祝いし、親睦のひとときをもちたいと思い

ます。お気軽にご参加ください。 

【日時】12月 5日（土）18：30～20：30 

【会場】東京ＹＭＣＡ山手センター、 【会費】1,000円 

【内容】礼拝（牧師：平良愛香氏）／クリスマス祝会（持ち寄り歓迎） 

【問合せ】liby （電話 03-3397-0521、メール liby@tokyoymca.org） 



 

 

●【０４２２市民クリスマス】  

 

 東京ＹＭＣＡをはじめ、武蔵野地域の 18の教会・団体が、教派を越えて開催する合同クリス

マス会です。武蔵野地域の市外局番にちなんで「０４２２」と呼ばれています。壮麗なカトリッ

ク吉祥寺教会に、毎年数百人が訪れ、クリスマスを祝います。教会にいらしたことのない方も、

どうぞお気軽にお越しください。 

【日 時】12月 12日（土）18：30～19：30  

【場 所】カトリック吉祥寺教会 【対 象】一般  

【会 費】無料 【問合せ】東京ＹＭＣＡ西東京センター tel.042-577-6181 

 

 

● 江東センター 「子どもクリスマス礼拝」「大人クリスマス」 

【日 時】 12月 5日（土）16：30～17：30  

【場 所】 江東センター 、 【対 象】会員・一般  

【内 容】 子ども対象の礼拝・祝会と、大人向けの礼拝・キャロルを同時に開催。 

【会 費】 無料（要予約） 

【問合せ】 江東センター tel.03-3645-7171 

 

 

● 山手センター クリスマス会 

【日 時】 12月 6日（日）＊時間未定  

【場 所】 山手センター 【対象】山手センターにつながるすべての方（中学生以上）  

【会 費】 1,000円  

【問合せ】 山手センター tel.03-3202-0321（要予約） 

 

 

● 南センター クリスマス会  

◇経堂エリア 

【日 時】 12月 5日（土）14：30～16：20  

【場 所】 日本基督教団 経堂緑岡教会 

 

◇田園調布エリア 

【日 時】 12月 12日（土）14：30～16：20  

【場 所】 日本基督教団 田園調布教会 

 

【内 容】 礼拝・祝会（工作・ゲーム）、 【参加費】2,160円 

【対 象】 年少から小学生対象（南センターメンバー他ご関係者）  

【問合せ】 南センター tel.03-3420-5361（要予約） 

 

 



● 西東京センター ファミリークリスマス会 

【日 時】 12月 6日（日）13：30～16：00  

【場 所】 東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校  

【会 費】 大人 1,000円、子ども 500円 

【問合せ】 西東京センター tel.042-577-6181 

 

 

● 東京町田ＹＭＣＡ市民クリスマスの集い 

【日 時】12月 5日（土）17：30～20：30  

【場 所】日本基督教団 原町田教会 

【参加費】一般 500円、ワイズメン 1,000円 

【問合せ】03-3420-5361（南センター） 
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【７．会員増強キャンペーンスタート！ 】  
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東京ＹＭＣＡの「会員」とは、ＹＭＣＡの願いに賛同して会費を払い、活動を支えてくださる方

のことです。この度ＹＭＣＡの活動をさらに社会に拡げていくため、「会員増強キャンペーン」

をスタートしました。目標は 1200人。一人でも多くの方に「会員」となっていただきたく、お

願いします。 

またすでに会員になってくださっている方々は、ぜひご知友へのお声がけをお願いします。メッ

セージカードやＱ＆Ａチラシなどもご用意しています。皆様のご協力をお願いします。 

＊会費は、年額 12,000円～（個人）。賛助会員（法人）は年額 30,000～。 

＊ご関心のある方には、資料をお送りします。会員部（tel.03-3615-5568）へご連絡ください。 

（会員部 星野太郎） 
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【広報室より】  
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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。  
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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  

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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