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【１．発達障がい児支援「ＡＳＣＡ（アスカ）クラス」20周年 】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

発達障がい児の社会性トレーニングなどを行なっている東京ＹＭＣＡの「ＡＳＣＡ（アスカ）ク

ラス」が、開講 20周年を迎えました。 

20 年前、専門家たちとＹＭＣＡで手探りながらに開発したこのトレーニング方法は、今では行

政機関など広く社会に浸透し、各地に支援クラスができましたが、高校生や大学生など義務教育

後の発達障がい児・者への支援はまだまだ行き届いていないのが現状です。 

そこで東京ＹＭＣＡは今回、『発達障がいのある子の高校卒業後の「社会自立」の実現に向けて』

をテーマに講演会を開催し、「社会自立」に関わってきた講師と共に学ぶと同時に、その実践プ

ログラムとして、大学生を対象とした「ＳＴＡＲＴ－Ｙ」を開講します。 



 

詳細は以下をご覧ください。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1463 

 

また「ＡＳＣＡクラス」は 1月 20日から 4月生の募集を開始します。今年から高等学院（高田

馬場）で、高校生対象のクラスも開講します。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1468 
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【２．ご存知ですか？ いじめに反対する「ピンクシャツデー」 】  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

ピンク色のシャツを着て、いじめ反対をアピールする「ピンクシャツデー」。2007年にカナダで

始まったこの運動に今年、東京ＹＭＣＡも取り組むことになりました。 

 

この運動は、ピンク色のシャツを着た少年がゲイだといじめられたことに異を唱えようと、2人

の学生が 50枚のピンクシャツを配り、皆で着たことから始まりました。その後も多くの生徒た

ちが賛同し、校内がピンク色に染まっていき、いじめは自然となくなったといいます。 

このエピソードはインターネットを通じて世界中に広まり、2月第 4水曜日は「ピンクシャツデ

ー」とされ、いじめについて考える日となりました。 

東京ＹＭＣＡでも今年からこの運動に取り組みます。2月 24日（水）、ぜひピンク色の物を身に

着けて、いじめ反対をアピールしてください。なお、当日の様子を撮影して以下に投稿くだされ

ば、後日ホームページで報告させていただきます。 

【問合せ】 東京ＹＭＣＡ広報室 

 メール：pr@tokyo.ymca.or.jp   電話：03-3615-5562 
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【３．医療福祉専門学校セミナー 「家族が認知症かな、と思ったら」ほか 】  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◇ 「介護ご家族セミナー ～家族が認知症かな、と思ったら～」 

「親の様子が変だ」と思ったらどうしたら良いのか――。お互いに幸せな時間を過ごすための簡



単な「言葉」「動作」「距離」「気持ちの整理」などについて、基本から学びます。講師は、本校

専任教員で、東京都のケアマネ更新研修会を中心的に進めている伊東寛先生です。 

＊このセミナーは、日ごろお世話になっている教育関係者を対象としていますが、一般の方もご

参加いただけます。ただし受付は先着順。残りあと 8人です。 

【日時】1月 23日（土）14：00～15：30   【参加費】無料 

【場所】 東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校（JR国立駅からバス） 

【申込み】 医療福祉専門学校 (tel.042-577-5521 メール：ifs@tokyo.ymca.or.jp) 

▽http://tokyo.ymca.ac.jp/ifs/whatsnew/upload_images/Kaigo_koza2015-1.jpg 

 

 

◇公共職業訓練「介護福祉士養成科」スタート 

医療福祉専門学校では 4月から、求職中の方が「介護福祉士」の国家資格取得をめざすための公

的な職業訓練を開講します。国（ハローワーク）による職業訓練ですので、学費は無料です。 

詳細は以下をご覧ください。 

▽http://tokyo.ymca.ac.jp/ifs/whatsnew/000187.html 
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【４．ご協力感謝 ― 「ＹＭＣＡイメージ調査」に 11,301人回答 ― 】  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

11 月のメルマガでお願いしました「全国ＹＭＣＡイメージ調査」ですが、おかげさまで目標の

10,000人を上回り、11,301人の方にアンケート協力をいただきました。 

今後はこの調査結果に加えて、ワークショップなどを行ない、全国ＹＭＣＡのブランドコンセプ

トが作られます。また結果が出次第、ご報告します。皆様のご協力に心より感謝します。 

なお、日本ＹＭＣＡ同盟からお礼状がきましたのでリンクします。 （本部事務局 星野太郎） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top15/ymca-image-report.pdf 
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【５．早天祈祷会 開催 800回 】 67年間、休まず月 1回 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

毎月 1日の朝 7時から行われている「東京ＹＭＣＡ早天祈祷会」が、今年 3月で開催第 800回を

http://tokyo.ymca.ac.jp/ifs/whatsnew/000187.html


迎えます。 

この会は 1922 年（大正 11 年）10 月に始められたもので、戦争により一時休止しましたが、戦

後 1949年に再開されました。戦前の 22年間を合計すると 89年間、1000回以上になりますが、

正確な記録がないため戦後 49年 7月を第 1回とし、今年で 67年目、800回となりました。 

 ご存じのようにＹＭＣＡは 1844年、ロンドンの 20代の青年たちが集まって、仲間と共に聖書

を読み、祈り、語り合う会として生まれました。「早天祈祷会」はその意味でＹＭＣＡの原点と

もいえる活動です。クリスチャンでない方もお気軽にご参加ください。 

＜第 799回＞ 

【日 時】2月 1日（月）7：00～8：30 

【奨励者】笈川光郎氏（会員部運営委員） 

 

＜第 800回＞ 

【日 時】3月 1日（火）7：00～8：30 

【奨励者】 齊藤實氏（東京ＹＭＣＡ史学会理事長） 

 

＜会 場＞山手センター  ＜費 用＞朝食ご希望の方は 500円 

＜問合せ＞会員部（tel.03-3615-5568） 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

【６．東日本大震災復興支援関係 】  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

●【5周年礼拝】 「今、ともに祈る 明日のいのちのために」 

 

大震災から 5年目となる 3月、「いま、未来へ語り継ぐ私たちの記憶」をテーマに礼拝・活動報

告会を開催します。（事前申込み不要） 

【日時】3月 6日（日）14:45～17：00 【場所】東京ＹＭＣＡ山手センター 

【内容】礼拝：飯岡洋介牧師／活動報告会／懇親茶話会（石巻よりゲスト参加） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1472 

 

 

●【東日本大震災復興支援】「揚がれ！ 希望の凧 2016」 

町田ＹＭＣＡでは、「被災地の方々のことを忘れてはいません」という思いを伝えるため、今年

もまた一斉に“希望の凧揚げ”をします。 



【日時】3月 13日（日）14:00～15:30 ＊14:46に凧が揚がっている状態にします。 

【場所】町田市玉川学園子ども広場（玉川学園駅より徒歩 5分） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1473 

 

 

●【洗足学園音楽大学】 東日本大震災復興支援チャリティーコンサート 

 

東京ＹＭＣＡが行う復興支援活動のため、洗足学園音楽大学の「飯靖子・讃美歌ゼミ」の皆さん

が昨年に続きチャリティーコンサートを開きます。講師の飯靖子氏は東京ＹＭＣＡ理事でもあり、

これまでにも石巻で演奏するなど支援活動を継続しています。 

【日 時】2月 19日（金）19:00～ 

【場 所】日本基督教団霊南坂教会（南北線：六本木一丁目駅／銀座線：溜池山王駅） 

【入場料】1,000円（学生 500円） 【問合せ】 iizemi.senzoku@gmail.com 

▽チラシ http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top15/iizemi-concert2016.pdf 
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【７．お知らせ 】 
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●【春キャンプ・スクール、2月 2日から受付開始 】  

 

スキー、日帰りキャンプ、短期の英語クラス、水泳、体操、工作スクールなど 30以上のコース

があります。子どもたちにとって素晴らしい春休みとなるよう、スタッフ･ボランティアリーダ

ー一同準備してお待ちしています。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/camp/index.html 

 

 

● 【明治安田生命チャリティーコンサート】「ニューイヤーの夕べ」 

 

明治安田生命保険相互会社が、東京ＹＭＣＡの国際協力募金のために永年にわたって開催くださ

っているコンサートです。参加費は無料ですが、会場では任意でＹＭＣＡの国際協力募金にご協

力をお願いしています。 

今回は日本フィルハーモニー交響楽団の弦楽四重奏とフルートのアンサンブルをお楽しみくだ

さい。ニューイヤーにふさわしい華やかな名曲を美しいフルートの音色で彩ります。 



【日 時】 2016年 1月 27日（水）18：30～20：00 （開場 18：00） 

【会 場】 明治安田生命 ＭＹ ＰＬＡＺＡ （JR東京駅） 

【入 場】無料（自由席） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1457 

 

 

● 【 子育て講演会 】 

「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」 

 

有志の会員・スタッフが企画・運営している子育て講演会が、今年第 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】1月 23日(土)10:00～12:00 

【会 場】しののめＹＭＣＡこども園 

【対 象】一般、 【参加費】無料 

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

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1437 

 

 

● 【子育て講演会】 

「メディアや環境などから守る こどもの脳の健康」 

 

今、日本の子どもたちの、テレビ・ビデオ・ゲーム等の映像メディアに接する時間は、乳幼児期

から増加しています。このような環境は子どもの脳や身体の発達にどのような影響をもたらすの

でしょうか。東京慈恵医科大学の衛藤義勝（えとう よしかつ）先生にお話いただきます。 

【日 時】  1月 30日（土）10：30～11：30 

【場 所】 港区立芝浦アイランドこども園 

【申込み】 tel. 03－5443－7337（芝浦こども園） 

▽http://www.tokyoymca.org/childcare/shibaura-kodomo/news/20151211_01.html 

 

 

● 【にほんご学院 スピーチコンテスト】 

 

にほんご学院の学生たちが、日本での体験にもとづいて、自国と日本の違い、日本人について思

うことなど、自由なテーマでスピーチします。 

外国人の目線で見たこと、感じることなど、リアルな話の数々は、毎年驚きと感動があります。

ぜひ、お越しください。 



※現在にほんご学院では、ベトナム、ネパール、中国、台湾、インドネシア、スリランカ、アメ

リカなど、10カ国から 127名の学生が学んでいます。 

【日 時】2月 19日（金）10：00～13：00 【会 場】東陽町センター 1階視聴覚室 

【問合せ】にほんご学院 tel.03-3615-5548 ＜予約不要・出入り自由＞ 

（にほんご学院 柳原みずき） 

 

 

●【講演会】 東京ＹＭＣＡ午餐会  

 

午餐会（ごさんかい）は、毎月 1回、昼食を共にしながら、各界の著名な方々のお話を聴く会で、

1920年代から開催している歴史ある講演会です。 

 

【テーマ】 「かたち」の文化と「型」の文化 

【日 時】 2月 22日（月）12：00～13：30 

【卓話者】 並木 浩一氏（国際基督教大学名誉教授／日本旧約学会会長） 

【会 場】 東京大学ＹＭＣＡ（南北線・東大前駅歩 0分） 

【参加費】 3,000円（食事つき） 【問合せ】 賛助会事務局 03-3615-5568 

 ▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1478 

 

 

● 【陽春の集い】 東陽町コミュニティーセンター 

 

地域の高齢者をお招きして毎年、餅つきや昔遊びなどをお楽しみいただくイベントです。会員や

リーダーたちが準備してお待ちしています。お気軽にどうぞ。 

【日時】3月 5日（土）12:00～15:00 

【対象】一般（概ね 65歳以上の方） 【入場料】無料 【定員】150人 

【会場／申込み】東陽町センター tel.03-3615-5565 

 

 

● 【libyチャリティーコンサート】 

 

不登校などの子どもたちの居場所「東京ＹＭＣＡオープンスペース liby（リビー）」を支援する

ためのチャリティーコンサートです。出演は、越智光輝氏（クラリネット）、門倉美香氏（ピア

ノ）、斎藤草平氏（コントラバス）、鎌倉規匠氏（ドラム）と、三菱商事コーラス同好会の皆さん。

libyを支える多くの方々の協力によって開催されます。 

【日時】3月 26日（土）13:00～16:00 【チケット】1,000円 



【会場】日本キリスト教団 阿佐ヶ谷教会 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1477 

 

 

 

●【ＹＭＣＡチャリティーゴルフ大会】 

 

ゴルフ場で楽しみながら、社会貢献しませんか？ 会員に限らず、どなたでもご参加いただけま

す。益金は、不登校児や障がい児支援など、東京ＹＭＣＡが行なう子どもの支援活動に用いられ

ます。 

 【日 時】 4月 14日（木）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－／人  【申込み】 3月 5日まで（先着順） 

【問合せ】 会員部 tel.03-3615-5568 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/days.php?no=1474 
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 【８．ボランティアリーダー募集 】 ＮＹフロストバレーＹＭＣＡサマーキャンプ 
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ニューヨーク州近隣に在住する日本人や、日本語を話す子どもたちのためのサマーキャンプを行

なっている「東京－フロストバレーＹＭＣＡパートナーシップ」が、2016 年夏のキャンプスタ

ッフを募集します。北米屈指のキャンプ場であるフロストバレーＹＭＣＡの大自然の中で、長期

キャンプを経験する貴重なチャンスです。ぜひご検討ください。 

【日 程】 2016年 6月 18日（土）～8月 20日（土） 

【説明会】 ＊会場は東京ＹＭＣＡ東陽町センター 

  3月 11日（金）18:00～／3月 12日（土）16：00～ 

【参加費用】46,000円（予定） 

【選考方法】説明会（要予約）に参加の上、書類選考と面接を行ないます。 

職種により対象年齢が異なります。詳細は、国際協力部（tel.03-3615-5562）までお問合せくだ

さい。 

▽フロストバレーパートナーシップの活動は下記をご覧ください。 

 http://www.ymcatfv.org/ 

 

http://www.ymcatfv.org/
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【広報室より】  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

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。  

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  

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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