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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．利用者 100 万人達成 】グランチャ東雲 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

江東区児童・高齢者総合施設「グランチャ東雲」が本日、2011 年 4月のオープンから利用者累

計 100 万人を達成。江東区関係者も訪れる中、100 万人目となった矢澤恵子さんに花束が贈呈さ

れました。 

 

「グランチャ東雲」は、開設当初から東京ＹＭＣＡが指定管理者として運営している施設で、プ

ール、運動スペース、調理室、工作室、ホールなどを備え、高齢者の健康と生きがいづくりを目

的とした多数のプログラムを提供しています。子ども用のスペースもあり、高齢者と親子連れの

“三世代交流”も行なわれ、1日約 550 人、年間 20 万人が利用されています。 
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100 万人目となった矢澤さんは、日ごろからエクササイズや民謡など多数の活動に参加している

方で、「グランチャ東雲のおかげで健康が保たれています」と感謝の言葉をいただきました。 

「グランチャ東雲」はこれからも、利用する方々がより活き活きと充実した日々を送っていただ

けるように、そしてまた地域の方々の「ふるさと」となれるよう願って運営してまいります。 （グ

ランチャ東雲館長 口原恵美子） 

 

本日の様子は、江東ケーブルＴＶ「ワイドスクエア」で放映予定です。 

【放映日】8月 14 日（日）～20 日（土） 

【時 刻】9：00～9：15、12：00～12：15、15：00～15：15、17：00～17：15 頃 

▽写真はこちら http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top16/grancha2016-8-8.pdf 
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【２．「放課後等デイサービス」をスタート 】体験会も実施（西東京センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

「放課後等デイサービス」は、障がいのある小中高校生が放課後や学校の長期休業中に安心でき

る居場所で過ごし、療育プログラムも受けられる、児童福祉法に位置づけられたサービスです。 

利用には市区町村が発行する「受給者証」が必要になりますが、障がいの認定がされていない児

童でも必要であれば取得できるもので、これによって費用は１割負担で利用することができます。 

 

東京ＹＭＣＡは 20 年にわたって発達障がい児支援クラス「ＡＳＣＡ」を行なってきた経験を活

かし、より多くの子どもたちに、利用しやすい費用でトレーニングを提供できるよう、西東京コ

ミュニティーセンターで開講することとしました。野外教育や創作活動などＹＭＣＡらしい活動

も取り入れて、すべての子どもたちがいきいきと生活し、豊かで納得のいく人生を歩む基礎を作

っていければと考えております。 

 

開講に先立ち、8月 20 日から無料体験会を行ないます。ご参加をお待ちしています。 （西東

京コミュニティーセンター 中里敦） 

▽体験会のお知らせ⇒  http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/08/1608.html 

▽「さくら国立」の詳細⇒ http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/dayservice.html 
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【３．第 30 回チャリティーラン】川合俊一さんも来場！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

障がいのある子どもたちを支援する「東京ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティーラン」が

今年 30 周年を迎え、大会アンバサダー（大使）として、バレーボール元日本代表の川合俊一さ

んが来場することになりました！ 

 

この大会は 1987 年、まだ「チャリティーイベント」が一般的ではない時代にスタートし、30 年

間欠かさずに開催してまいりました。おかげさまでランナー数は累計 11,226 人。参加チームは

延べ 1866、支援金は 1億 8千万円を越えました。 

多くの方の温かな心によってこの大会が大きく育てられ、障がいのある子どもたちの活動が支え

られてきましたことを、ＹＭＣＡ一同感謝しています。 

 

今年も参加チーム大募集中です。ご参加・ご協力をお願いします。 

▽詳細はこちら⇒ http://tokyo.ymca.or.jp/support/charityrun.html 
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【４．熊本大地震関係 】募金継続のお願い、チャリティーコンサート 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

まもなく熊本大地震発生から 4カ月が経ちますが、熊本ＹＭＣＡが指定管理者として運営してい

る「益城町総合運動公園」と「御船町スポーツセンター」の 2 カ所の避難所では、依然として計

1000 人を超す方々が避難生活を送っています。救援物資の不足などは一段落しましたが、長期

化する不安定な生活の中で、子どもたちの心のケア、高齢者のサポート、被災学生・留学生のた

めの学費支援、仮設住宅での交流サロン等、新たな支援活動が必要になっています。 

 

東京ＹＭＣＡは 6月末までに 12 人のスタッフを交代で派遣し避難所運営を応援したほか、7 月

には熊本ＹＭＣＡの保育園に保育士 1名を派遣。現在（8/7-8/13）も 1名派遣しています。 

また 7月 10～15 日には、東京ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校、社会体育・保育専門学校の学生 13

名と引率職員 2 名が、阿蘇ＹＭＣＡボランティアセンターで近隣の瓦礫撤去などボランティア活

動を行いました。 

 

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


熊本ＹＭＣＡ自身も施設の補修や改修が必要な状況であることから、全国ＹＭＣＡでは 2017 年

4 月末までに 2億円を目標に募金活動を実施中です。すでに東京ＹＭＣＡには 6月末までに 938

万円の募金が寄せられ、今も街頭募金やチャリティーコンサートなどが開催されています。 

引き続きのご協力をお願いいたします。（総務部 山添仰） 

▽詳細はこちら⇒ http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top16/kumamoto2016-2.pdf 

 

 

●熊本大地震復興支援マラソンチャリティーコンサート 

東京ＹＭＣＡの理事でオルガニストの飯靖子さん他有志の呼びかけで、連続チャリティーコンサ

ートを実施中です。「マラソン」の名のとおり、十数回にわたり開催の予定です。すでに 3回実

施しましたが、今後もさまざまなジャンルの音楽家たちが演奏します。どうぞ応援ください。 

 

＜次回＞「バロックリュートの調べ ～雅びな響きの世界へ」 

【日 時】 8月 13 日（土）17：00 開演 

【演 奏】 佐藤亜紀子（リュート） 

【会 場】 日本基督教団久我山教会（井の頭線久我山駅 徒歩 5 分） 

【チケット】一般￥3,000  学生￥1,000 

＊入場料は全額、熊本ＹＭＣＡを通じて、熊本の復興支援に使わせていただきます。 

【問合わせ・お申込み】本部事務局 tel：03-3615-5562 

 

▽8/13 詳細は⇒ http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/07/1605.html 

▽8/21、9/6、9/9、9/10､9/17 の詳細は⇒ http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/08/1607.html 
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【５．お知らせ・イベント等ご案内】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【介護福祉士 国家試験対策講座スタート】 医療福祉専門学校 

 

介護福祉士の資格取得を目指している一般の方を対象に、受験対策講座を始めます。開校以来

1500 人の卒業生を送り出してきた当校の講師たちが、ポイントを押さえたセミナーや模擬試験

を行ない、確実な合格を応援します。 

http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top16/kumamoto2016-2.pdf
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次回の国家試験（一次試験:2017 年 1 月 29 日）に向けての受講申込みは 8月 15 日が締め切りで

すが、今後も毎年開講します。資格取得をお考えの方は、ぜひ「実務者研修」と合わせて受講く

ださい。 

▽http://tokyo.ymca.ac.jp/ifs/incidental/jyuken-seminar.html 

 

 

●【講演会】 「発達障がいのある学生の支援 ～合理的配慮ってなんだろう？～」 

 

今年 4月、障がいのある方へ「合理的配慮」をすることが法的に義務付けられましたが、どんな

配慮をしたらいいのか、発達障がい者支援の専門家である村山光子先生にお話いただきます。 

【講 師】 村山光子氏（発達障がい大学生就労支援研究会ＭＥＳＡ代表） 

【日 時】 8月 28 日（日）14：00～16：00、【参加費】 1,000 円 

【会 場】 山手コミュニティーセンター 

【問合せ】 高等学院 tel.03-3202-0326 

▽詳細はこちら http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/07/1602.html 

 

 

●【オープンスペース liby 体験会】 

 

主に不登校など青少年の居場所である“オープンスペース liby”が、体験会を行ないます。liby 

の雰囲気を感じながら、いろいろな体験ができます。1 日だけの参加もＯＫです。学校外の居場

所がほしい方、生活を見直したい方など、どなたでもご参加いただけます。 

 

【日 時】＊いずれも 13：00～16：00 頃予定 

◎8月 23 日(火)：ボードゲームで遊んでみよう 

スマホやネットのゲームも楽しいけれど、奥深～いボードゲームの世界に触れてみませんか。 

 

◎8月 24 日(水)：流しそうめんしよう 

夏の風物詩、流しそうめんを楽しみましょう。流しそうめん後は、liby で過ごしても OK。 

 

◎8月 25 日(木)：善福寺公園で自然散策＆クラフト 

公園散策や、少し体を動かして遊びましょう。自然の物を採集し、liby でクラフトもします。 

 

【場 所】オープンスペース liby（杉並区西荻北 1-15-5） 

【対 象】小中高校生、 【参加費】各回 1,000 円（定員各 10 人） 

【申込み】事前にご予約ください。 Tel：03-3397-0521、メール：liby＠tokyoymca.org   

http://tokyo.ymca.ac.jp/ifs/incidental/jyuken-seminar.html
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▽チラシは⇒ http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top16/liby-trial2016.jpg 

 

 

●【オール東京 夏まつり】 

東京ＹＭＣＡの全センターの会員による夏まつりです。ご家族ご知友お誘い合わせの上、お越し

ください。 

【内 容】 

・模擬店（炭火焼、かき氷、フランクフルト、チャーハン、お好み焼き、冷やしうどん、ポッ

プコーン、ケーキ、フルーツポンチ、ワイン、ビールなどなど） 

・子ども遊びコーナー（ヨーヨー、スーパーボウルすくい、バルーンアートなど） 

・ジャズオーケストラ生演奏 

・被災地支援物産店 

・スポーツ吹き矢 

・抽選会（折りたたみ自転車やホテル宿泊券、バルミューダー（トースター）、空気清浄機な

ど、豪華景品が多数！ お子さま向けのジャンケン大会もあります。（1枚 250 円） 

 【日 時】 8月 27 日（土）11：30～15：30 

 【会 場】 東陽町センター 

▽チラシ http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top16/natumaturi2016.pdf 

 

 

●【高校生による落語・漫才】 東雲児童館で敬老イベント 

 

東京ＹＭＣＡが指定管理者として運営している江東区東雲児童館では、高齢者・子ども・乳幼児

親子の“三世代交流”を目的に「おわらいしののめ亭」を開催。都内の高校生たちが、高齢者も

子どもも楽しめるようにと、落語・漫才を披露してくれます。ご家族でもお一人でもどうぞ。 

【日 時】9月 19 日（土）10:30～11:45 

【出演者】中央大学杉並高校落語研究会／開城中学高校古典芸能部 

【参加費】無料、 【定員】100 人（8 月 26 日～受付開始） 

▽詳細は⇒http://www.tokyoymca.org/childcare/jidoukan/news/n-common/20160805_01.html 

 

 

 

●【チャリティーコンサート】liby・高等学院を支えるため 

 

不登校など青少年の居場所「オープンスペース liby」と、通信制高校サポート校「東京ＹＭＣ

Ａ高等学院」をサポートを目的としたコンサートです。 

http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top16/liby-trial2016.jpg
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【日 時】 9月 30 日（金）19:00～ 

【会 場】 日本基督教団霊南坂教会（港区赤坂） 

【入場料】 2,500 円（自由席、高校生以下は無料） 

【出 演】 松浦光子（オルガン）、飯靖子（オルガン）、飯顕（ヴィオラ） 

【問合せ】 会員部 tel.03-3515-5568、kaiin@tokyoymca.org 

▽チラシ PDF⇒ http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top16/concert20160930.pdf 

 

 

●【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

は一昨年から協働で毎月「ＤＲＥＡＭクラス」を開催しています。対象は、特別支援学級に通う

小学生親子。参加費は無料です。次回は 9 月 4日（日）。体育館でバレーボールのゲームに挑戦

した後、プールに入ります。初心者大歓迎です。ぜひ親子でスポーツを楽しんでください。 

▽ http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/06/1560.html 

 

 

●【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、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：03-3615-5562、メール：sanjo@tokyoymca.org )まで。 

 

◇8月の午餐会『平和の文化をつくるために』 

【卓話者】 スティーブン・リーパー氏（前広島平和文化センター 理事長） 

【と き】 8月 31 日（水）12：00～13：30、 【参加費】3,000 円 

【内 容】 アメリカ人としてヒロシマの被爆者の思いを伝え、核兵器廃絶を訴え続けてきたス

ティーブン・リーパー氏と共に、平和について考えます。 

▽詳細は⇒ http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/07/1587.html 
 

◇9月の午餐会「高田三郎『歌唱音楽の力』」 

【卓話者】 鈴木 茂明氏（声楽家・指揮者） 

【と き】 9月 28 日（水）12：00～13：30 【参加費】3,000 円 

【内 容】 高田三郎不滅の名作「水のいのち」「典礼聖歌」を聞き、またご一緒に歌いながら

「ことばの力」「音楽の力」を味わい、高田の果たした役割を検証します。 

mailto:kaiin@tokyoymca.org
http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top16/concert20160930.pdf
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● 【第 806 回 早天祈祷会】関東大震災第 93周年記念追悼 合同礼拝 

 

毎年 9月の早天祈祷会は関東大震災の追悼礼拝とし、在日本韓国ＹＭＣＡと合同で開催していま

す。震災の混乱の中、流言のために朝鮮人虐殺事件が引き起こされたことを心に刻み、日韓ＹＭ

ＣＡが共に祈ります。ご参加ください。 

【日 時】 9月 1 日（木）7：30～ 

【奨励者】 朴憲郁牧師（東京神学大学教授、日本基督教団千歳船橋教会牧師） 

【場 所】 在日本韓国ＹＭＣＡ（JR水道橋駅歩 7分） 

【問合せ】 会員部 03-3615-5568 

▽チラシ⇒ http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top16/souten2016-9-1.pdf 
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【６．会員・関係者みなさまへ】国際協力街頭募金ご協力お願い 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ＹＭＣＡの国際協力・国際交流活動のため、今年もまた、新宿駅前で街頭募金を行います。例年、

学生や園児、会員、ワイズメンなど 200 人前後で一斉に呼びかけを行っています。寄せられた募

金は、主にバングラデシュＹＭＣＡが行なっている教育支援プログラム等に用いられます。 

暑い時期ですから、ご都合の良い時間帯に 10 分程度でもかまいません。ご協力をお願いします。  

【日 時】 9月 10 日（土）10:00～16:00 

 ＊先回のご案内以後、時刻が変更になりました。ご注意ください。  

【場 所】 ＪＲ新宿区駅周辺  

【問合せ】 国際協力部（tel.03-3615-5562）  
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【７．東京多摩みなみワイズメンズクラブ】が正式に認証されました 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

「ワイズメンズクラブ」はＹＭＣＡをサポートすることを目的とした国際的なボランティア団体

で、世界 65 カ国で活躍し、現在国内には 146 のクラブがあります。 

http://tokyo.ymca.or.jp/admin/upimage/PDF/top16/souten2016-9-1.pdf


 

5 月に設立総会を行なった「東京多摩みなみワイズメンズクラブ」が 7月 17 日、国際協会加盟

認証状伝達式（チャーターナイト）を行ないました。会場の Conti多摩センターには全国のワイ

ズメン・メネット 101 人が駆け付け、多くの方々に祝福されて、東日本区 62 番目のクラブとし

て正式に認証されました。 

会員は 15 名のスタートです。スポンサーの「東京まちだワイズメンズクラブ」と「東京コスモ

スワイズメンズクラブ」を始め、たくさんの方々のご支援、ご協力に感謝します。これからもど

うぞよろしくお願いいたします。  （設立準備委員長 伊藤幾夫） 

▽ワイズメンズクラブ東日本区のサイトはこちら⇒ http://ys-east.jimdo.com/ 
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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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