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【１．熊本大地震復興支援マラソンチャリティーコンサート】延べ 800 人が来場 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

7 月から全 19 回にわたり開催してきた「熊本大地震復興支援マラソンチャリティーコンサート」が 11 月 11

日、最終公演を行ないました。この日はバイオリニストの黒沼ユリ子さんが、東日本大震災の流木で作られた

「津波バイオリン」を演奏くださったほか、これまでの出演者らが集まり「ガラコンサート」も開催。最後に

は会場中で讃美歌「やすかれ、わがこころよ」を合唱して、被災地にエールを送りました。 

 

7 月からの来場者数は延べ 800 人を越え、おかげさまで支援金総額は 185 万 9,611 円となりました。 

出演してくださった音楽家たち、その舞台を支える技術者たち、コンサートに足を運んでくださった方たち、

そして献身的にコンサート運営を担ってくださった実行委員の皆様に、心から感謝を申し上げます。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/support/2016/11/20171122.html 

 



なお熊本ＹＭＣＡは、震災直後から運営してきた避難所が 10 月末に閉鎖した後、「木山支え合い仮設住宅セ

ンター」を受託運営して、仮設住宅者支援を行なっています。阿蘇ＹＭＣＡでもボランティアセンターを運営

しており、今後も長期的に支援活動を継続の予定です。引き続きのご協力をお願いします。 

（本部事務局 戸坂昇子） 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２．ホームページリニューアル 】 
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東京ＹＭＣＡの語学教育、キャンプ、障がい者プログラムなど、主にコミュニティー事業のホームページをリ

ニューアルしました。全ページをスマートフォン対応とし、どのページも情報量を大幅にアップしました。今

後たくさん情報を掲載し、ＹＭＣＡの魅力をお伝えしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

主なリニューアルポイントをご紹介します。 

●トップページ ⇒ http://tokyo.ymca.or.jp/ 

事業一覧や所在地一覧を改訂。ワンクリックでご希望の活動にアクセスできるようになりました。またＹＭＣ

Ａの紹介ページ「初めての方へ」を設置。ＹＭＣＡを分かりやすくお伝えできるよう工夫しました。 

 

●会員活動のページを新設 ⇒ http://tokyo.ymca.or.jp/community/   

東京ＹＭＣＡ会員が主催する約 30 種のイベントやサークルなどのページを作りました。 

 

●ボランティア情報のページ ⇒ http://tokyo.ymca.or.jp/volunteer/  

東京ＹＭＣＡのボランティア活動情報を掲載。実際にボランティアを経験したボランティアリーダーたちの声

もアップしました。  

 

●「東京ＹＭＣＡとは」⇒ http://tokyo.ymca.or.jp/about/ 

ＹＭＣＡの歴史、沿革、メルマガ登録など、団体の紹介ページも大幅に増やしました。会員のインタビュー「私

とＹＭＣＡ」はこれから毎月記事を増やしていきます。  

 

ほかにも「チャリティー・募金のお願い」など、新設ページをたくさん作りました。 

お気づきの点などありましたら、広報室までお知らせください。（tel.03-3615-5562） 
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【３．企業協働プログラム 】「りそなＤＡＹキャンプ」初開催 
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「一般財団法人りそな未来財団」と東京ＹＭＣＡが協働し、ひとり親家庭の親子を対象とした日帰りキャンプ

「りそなＤＡＹキャンプ」を開催しました。りそな未来財団は、子どもの貧困問題や母子家庭支援に取り組む

ため「りそなグループ」が設立した財団法人で、今年初めて、大阪と東京の２カ所のＹＭＣＡと協働プログラ

ムを行ないました。 

 

東京では 11 月 20 日、高尾の森わくわくビレッジを会場に開催。東京近郊の小学生親子 44 人と、りそなスタ

ッフ 5人、ＹＭＣＡのボランティアリーダー・スタッフ合わせて 60 人が参加しました。午前中はリーダーた

ちによるゲームや歌の後、野外炊さんに挑戦。みんなで協力しながら、まきを割り、火をおこし、飯ごうでご

飯を炊いて、お焦げご飯やカレースープ？を楽しくいただきました。 

その後子どもたちはリーダーと一緒に外遊び。30 メートルも飛ぶ飛行機を作って、広いグランドいっぱいに

飛ばしました。その間に母親たちは、是枝くみ子氏（埼玉県母子寡婦連合会会長）から、ひとり親家庭に関す

る講演やアドバイスを聴き、また母親同士の交流も深めました。 

 

夕方には参加者同士もリーダーたちもすっかり打ち解け、帰りのバスは大きな歌声と笑い声でにぎわいました。

参加者からは、「わが子が料理の手伝いをするとは思わなかった」「一緒にカレーを作れてよかった」などの

声が聞かれました。   （江東センター 草分俊一） 
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【３．各部近況 】 
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●【しののめこども園】「ミニチャリティーラン＆ゴミ拾いラン」を開催 

 

今年 9月、荒天のために中止となった「東京ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティーラン」ですが、しの

のめこども園では何とか独自に開催できないかと検討を重ね、12 月 5 日（土）、有明の臨海防災公園で「ミ

ニチャリティーラン＆ゴミラン（ゴミ拾いラン）」を開催しました。 

当日は天候にも恵まれ、「キッズラン」には園児とその兄弟姉妹約 150 人が参加。「ミニチャリティーラン」

には保護者、職員合わせて 9 チーム 54 人が走りました。チャリティーランの後は「ゴミラン」を実施。有明

からこども園まで約 3 キロの道のりを、ゴミを拾いながら歩きました。 

「東京ベイサイドワイズメンズクラブ」をはじめ多くの方のご協力によって実施できましたことを感謝します。 

（しののめこども園 星住秀一） 

▽詳細はこちら http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2016/11/20161117-01.php 

 

 



●【社会体育・保育専門学校】 「アジアドッジボール選手権」に学生 2人が出場 

 

11 月 26～27 日に香港で開催される「第 3回アジアドッジボール選手権」の日本代表選手に、社会体育・保育

専門学校の野房左近さん（スポーツトレーナー科フィットネスコース 2年生）と、篠原謙生さん（スポーツイ

ンストラクター科こどもスポーツコース 1 年生）が選ばれました！ 2 人は地元での大会などで選抜され、「一

般財団法人日本ドッジボール協会」の行う選考会や強化合宿を経て、日本代表 20 名の選手の一員として選ば

れました。どうぞ応援ください。 

▽http://sports.ymsch.jp/news/2016/11/2016-11-21.html 
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【４．イベント等ご案内】 ＊日付順 
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●【グランチャ東雲】 プール大運動会 

 

冬になりましたが、グランチャ東雲では初の「プール大運動会」を開催いたします！ 

幼児・小学生親子からシニアまで「三世代」で楽しめるよう、「○○リレー」「ビート板○○競争」など、面

白い種目をたくさんご用意しています。泳げない方も、また小さなお子さまも、チームで協力しながら、みん

なで一緒に楽しみませんか？ 

【日 時】 11 月 27 日（日）10：00～11：30 

【場 所】 グランチャ東雲 6 階プール 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/grancha/news_list/2016/11/20161118.html 

 

 

● 【第 809 回 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）。クリスチャンでない方もお気軽にご参加ください。 

【日 時】 12 月 1 日（木）7：00～8：30 

【奨励者】 上林順一郎 牧師（日本キリスト教団江古田教会） 

【場 所】 東京ＹＭＣＡ山手センター 【問合せ】 会員部 03-3615-5568 

 

 

●【障がいのある子どものスポーツ体験】 ドリームクラス 

 



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が協働で毎月

「ＤＲＥＡＭクラス」を開催しています。12 月は縄跳びや水泳を行ないます。初心者大歓迎です。ぜひ親子

でスポーツをお楽しみください。 

【次回日程】 12 月 4 日（日）13：00～16：30 

【参加費】 無料、【対象】特別支援学級に通う小学生親子 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/11/20161115.html 

 

 

●【東日本大震災復興支援】「第 9 回 わいわいキッズ in 郡山」クリスマス会 

 

福島の子どもたちに思いっきり体を動かして遊んでほしいと、2013 年 2 月より福島県郡山市で行っている屋

内子どもプログラムです。皆様からの募金と、ぐんまＹＭＣＡのリーダーたちの協力によって 9 回目の開催と

なりました。 

【日 時】 12 月 17 日（土）14：00～16：30 

【会 場】 郡山ザベリオ学園（郡山市大槻町字古屋敷 102 番地） 

【内 容】 クリスマス礼拝とお楽しみタイム「ＹＭＣＡのボランティアリーダーとあそぼう」 

【対 象】 小学生、保護者同伴の幼児 （定員 60 名） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/11/20161117-01.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、各界から講師を招き、昼食を共にしながら卓話を聴き

ます。 

◇12 月の午餐会 

【卓話者】 深井智朗氏（東洋英和女学院大学人間科学部教授・宗教学者） 

【テーマ】 異邦人たちのクリスマス 

【日 時】 12 月 16 日（金）12:00～13:30 【参加費】3,000 円 

【会 場】東京大学ＹＭＣＡ（南北線／東大前駅 徒歩 0分） 

【申込み】賛助会事務局（tel.03-3615-5562） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/11/20161122-02.html 

 

◇1 月の新春特別午餐会 

【卓話者】 阿刀田 高氏（作家） 

【テーマ】 日本語と言葉遊びの楽しみ 

【日 時】 1 月 20 日（金）12:00～13:30 【参加費】4,000 円 

【会 場】 学士会館 【申込み】賛助会事務局（tel.03-3615-5562） 

 



 

● 【親と子のハーモニーコンサート】「こどもたちと一緒に本物の音楽を」  

 

０歳児から本物の音楽を楽しめるようにと、チャイルドケアセンターの在園児・卒園児保護者が協力して開催

しているコンサートです。地域の店舗など多くの方々の協賛により毎年 500 人ほどの来場者を集め、今年で 9

回目となりました。 

【日 時】 12 月 23 日（祝・金）14:00 開演 

【会 場】 玉川聖学院谷口ホール 

【入場料】 大人（中学生以上）1,500 円（当日券は 1,700 円、小学生以下は無料） 

【申込み】 ＹＭＣＡチャイルドケアセンター Tel.03-3722-4158 

▽http://www.tokyoymca.org/childcare/harmony/news/20160920.html 

 

 

●【発達障がい児対象】「のびのびスキーキャンプ」 

 

LD、ADHD、自閉スペクトラム症やその周辺の課題のある子どもたちを対象としたキャンプです。ＡＣＣＪ（在

日米国商工会議所）から参加費の一部を助成いただいて開催します。ボランティアリーダーが寝食をともにし

ますので、初めてのお子さまも安心してご参加いただけます。 

【日にち】 2017 年 1 月 4日（水）～7 日（土） 

【集合・解散場所】 山手コミュニティーセンター 

【参加費】59,400 円(交通費・宿泊食費・保険料・消費税込み) 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/11/20161117-02.html 

 

 

●【東日本大震災復興支援】のんびり親子リフレッシュキャンプ 

 

2011 年から三菱商事株式会社の協賛によって実施している「リフレッシュキャンプ」は、これまでに開催 63

回、延べ参加者 2400 人以上となりました。まだまだ放射能の不安をかかえる福島の親子に少しでもリフレッ

シュして欲しいと願い、1月にも妙高で開催します。 

【日にち】 2017 年 1 月 7日（土）～9 日（月・祝） 2 泊 3日 

【参加費】 無料 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/11/20161122-01.html 

 

 

●【第 11 回子育て講演会】「岡田武史氏 （元サッカー日本代表監督）が子育ての明日を語る」 

 

運動あそびとスポーツをテーマに、未来の子育てのカタチを語ります。岡田家の子育て秘話も満載です。 

【日 時】 1 月 28 日（土）10：00～12：00 



【講 師】 岡田武史氏（元サッカー日本代表監督） 

【定 員】 250 名 

【参加費】 無料（先着順） 

【会 場】 しののめＹＭＣＡこども園 

【申込み】 12 月 5 日（月）受付開始。会員部へメールか FAX でお申込みください。  

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2016/11/20171124.html 
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【６．ボランティア募集】米国フロストバレーＹＭＣＡサマーキャンプスタッフ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ニューヨーク州近隣の在米日本人や日本語を話す子どもたちのサマーキャンプのため、日本から派遣するボラ

ンティアスタッフを募集します。 

このキャンプには、毎年約 300 人の子どもたちが参加。北米屈指のフロストバレーＹＭＣＡのキャンプ場で、

日本語を使ったキャンプを実施しています。ボランティアスタッフにとっては、海外で長期キャンプを経験す

る貴重なチャンスにもなります。ぜひご検討ください。 

【日 程】 2017 年 6 月 22 日から 8月 28 日 ＊予定 

【説明会】 2016 年 12 月 3 日（土）18：30～ 東陽町センターで行います。 

＊なお同日 12 月 3 日 15：30 から開催の「国際プログラム報告会」で、先回フロストバレーに参加したボラ

ンティアによる発表があります。 

【応募対象】 ＹＭＣＡキャンプの趣旨に賛同する 18 歳以上の方 

＊出発前のオリエンテーションへの参加など、いくつか条件があります。 

【参加費用】 46,000 円（ビザ申請費、ビザ取得代行費として） 

※航空運賃および現地での宿泊食費はＹＭＣＡが負担します。 

▽詳細は http://tokyo.ymca.or.jp/volunteer/2016/11/20161121-2.html 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【７．クリスマス会のご案内】 
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東京ＹＭＣＡの各部署でさまざまなクリスマス会を開催します。 

 

●【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会と、音楽やゲームを楽しみながらのクリスマス祝会を行



ないます。どなたでもどうぞ。 

【日 時】 12 月 3 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 

【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 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2016/11/20161121-1.html 

 

 

●【liby クリスマス会】 

 

不登校など青少年の居場所「liby（リビー）」のクリスマス会です。日ごろご支援くださっている方々や、liby

に興味のある方など、皆さまご一緒に楽しいクリスマスのひと時を過ごしたいと思います。 

【日 時】 12 月 3 日（土）18：00～20：30 

【場 所】 山手コミュニティーセンター 

【内 容】  

第 1部 礼拝：平良愛香牧師に説教をいただきます。奏楽は飯靖子さん（東京ＹＭＣＡ理事／オルガニスト） 

第 2部 祝会：高等学院生徒や liby 参加者による出し物。卒業生と飯靖子さん飯顕さんによる演奏など。 

美味しい手作り料理もご用意します。 

【参加費】 1,000 円 

【問合せ】 オープンスペース liby tel.03-3397-0521 

 

 

●【０４２２市民クリスマス】  

 

 東京ＹＭＣＡ西東京センターをはじめ、武蔵野地域の 19 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、お気軽にお越しください。 

【日 時】12 月 10 日（土）18：30～19：30  

【場 所】カトリック吉祥寺教会、 【対 象】一般、  【参加費】無料 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2016/11/20161117-01.html 

 

 

●【山手センター クリスマス】 

 

◇「こどもクリスマス会」 

クリスマスにちなんだ工作のあと、パーティーをします。 

【日にち】 12 月 4 日（日） 10：00～15:00（小学生は 15:15 まで） 



【対 象】 年少～小学校 6 年生（お友だちやご兄弟もどうぞ） 

【参加費】 4,860 円（消費税、お弁当代、ケーキ代、プレゼント代、その他プログラム費込み） 

 

◇「会員クリスマス礼拝・祝会」 

【日 時】 12 月 4 日（日）18：00～20：30 

【内 容】 礼拝・祝会、 【会 費】1,000 円 

【ドレスコード】何か赤いものを身につけてお越しください。 

 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2016/11/20161116-01.html 

 

 

● 【東陽町センター クリスマスオープンハウス】 

 

バザー、フリーマーケット、大抽選会、子ども広場、模擬店、ゴスペルコンサート、子どもクラス発表会など、

全館あげての大イベントです。日ごろＹＭＣＡにいらしたことのない方も、ぜひこの機会にご来館ください。

特にバザーは人気で、１時間以上前から行列ができます。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（金・祝） 10：00～16：00 

【場 所】東陽町センター、 【対 象】一般、 【問合せ】tel.03-3615-5566 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2016/11/20161110-2.html 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【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。 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
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