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１２月、２０１８年のカレンダーの最後のペ

ージになりました。２０１８年の年明けがつ

いこの間、４月に新しい友だちを迎えたり、

進級したことが昨日のようなに感じますが、

時の経つのは本当に早いものです。 

さて、１２月と言えば「クリスマス」です。

クリスマスを迎える前の時期を「アドベン

ト」（待降節）と言います。クリスマスを迎

える前の準備の季節です。キリスト教ではこ

のアドベントが年の始まりの季節になりま

す。内容はお正月を迎える時と似ていて、ク

リスマスを迎える準備をします。ローソクを

４本灯すクランツを作ったり、玄関に飾るリ

ースを作ったり、クリスマスツリーを飾った

り、12 月に入ると子どもたちはアドベントカ

レンダーを楽しみにします。1～24 の数字の

入ったものを順番通りの毎日めくったり、物

語になっているものもあります。時には押し

て開けるお菓子が出てくるものなど、クリス

マスを楽しみに迎えられるように工夫がさ

れています。 

 その時期の大人はクリスマスカードを書

いたり、ケーキを作ったり、クリスマスに食

べるごちそうを作ったりということをしま

す。クランツに４本のローソクを立てるのは

日曜日ごとに一本ずつ点燭されて、４本そろ

うと、いよいよクリスマスになります。 

子どもたちの最大の楽しみの一つのク

リスマスプレゼントです。でも一方で自分

だけの楽しみではなく、例えばアドベント

の期間、お家のお手伝いをして、御小遣い

を貯めて、それを困っている人や病気の人

にクリスマスの献金として用いてもらう

ように捧げます。ですから「よい子にして

いる子にサンタクロースはプレゼントを

届けてくれるのよ。」なんて言われること

があるのではないでしょうか。 

  

やはりこのアドベントの時期は日本のお

正月を迎える時期に大変似ています。大掃除

をしたり、松飾をしたり、年賀状を書いたり、

お節料理を作ったりなどなどです。 

  

 わたしは子どもたちと共にクリスマスの

準備をするのが大好きです。歌の練習をした

り、ページェントの練習をしたり、楽器の練

習、お部屋の飾り付けなどなどです。記念館

のクリスマスに皆でお祝いできるとよいな

と思います。 

  

 記念館の子どもたちもアドベントの準備

に入りました。クリスマスを迎える準備とお

正月を迎える準備をしています。 



 

小さなお話会 

[６,１３,２０,２７日] 

とっても面白くワクワクする

お話が聞けるお話の会。ボラン

ティアの方が色々なお話を読

んでくださいます。 

さあ、物語の世界へ出発だ！ 

献金袋工作 

［３日] 
記念館ではクリスマス献金

を国内の被災した子どもの

施設に献金いたします。 

レッツ try English 

[１８日 16:30～] 

ジャン先生と一緒に遊び

ながら英語を学ぼう！ゲ

ームをしながら覚えられ

るよ！ 

児童クラブ会員は・・・ 
○月～金：3 時～4 時は遊べます○特別活動の場合も参加で

きます※お申込み（要、年間登録料）は記念館事務室にて 

こども礼拝 

［５日］ 
クリスマスの月にみん

なで、賛美歌を歌いお

祈りをします。今年１

年元気に過ごせたこと

を感謝しましょう。 

学童誕生会

［１１日］ 
１２月生まれのお友だ

ちをお祝いします。み

んなでお誕生日のお友

だちを盛大にお祝いし

ましょう！ 

《記念館クリスマス会》 
今年も記念館ではクリスマス会を計画しています 

日時：１２月１５日（土） 午後２時～４時 

場所：東駒形教会礼拝堂と５階ホール 

内容：第１部 クリスマス礼拝   第２部 お楽しみ会   

 お楽しみ会では子どもたちによるページェントやハン

ドベルの発表の他、ゲームなどを盛り込んだ楽しいプ

ログラムとなっています。ぜひご参加ください。    
 

～１１月の一コマ～ 
[秋のおでかけ（１０日）] 

今回は１４名のお友だちと８名

の保護者の方と高尾山に出かけま

した！当日は晴天☆みんなの晴れ

パワーでとても登りやすいお天気

でした。少ししんどい山道でも子

どもたちはとっても元気！きれい

な景色を見渡しながら頂上へ！た

くさん歩いた後のお弁当はとても

おいしくてみんなの笑顔が素敵で

した。（内野） 

大そうじの日 

[２１日] 

今年１年、たくさん遊んだ記

念館をみんなできれいに掃除

して、また来年も元気いっぱ

い遊びましょう。 

コスモス会  

 １１月のメニューは和風ハンバーグ、具だ

くさんすいとん、鶏肉とごぼうの炊き込みご

飯、牛肉の野菜炒め、銀鮭、けんちん汁

などとてもおいしそうなメニューでした。 
 学童クラブの子どもたちはいつも４階の

調理室からのおいしそうな匂いに「今日は何

作ってるんだろう」「いい匂いがする～」と

作っている扉の前まで行くことがあります。

旬の食材や彩りを考えて作られている身も

心も温まるお弁当をお届けしているようで

す。（内野） 

☆記念館トピック☆ 
12 月２９日(土)～1 月３日(木)の間、記念館は閉館していま

す。来年は１月４日(金)からとなります。 

☆賀川研究会☆ 
賀川先生について学ぶ会です。どなたでも参加できます。

12 月 13 日（木）19:30～ 本所賀川記念館 3 階ホール 

参考図書「貧民心理の研究」 賀川豊彦全集８ 

新年度学童クラブ募集開始！！ 

１１/１９より新年度の学童クラブ入会受付が始まりました。 

定員がありますのでお早めに！！！ 

お問い合わせは記念館４階事務室までお願いします。 ℡3622－7811 

避難訓練 

[２５日］ 

いつ災害が起こるか分

かりません。どんなこと

があっても避難できる

ように訓練します。 

ビデオシアター 

［１９日] 
人気のビデオシアター☆ 

リクエストを聞いて上映し

ます。今月は何を上映する

かな…お楽しみに♪ 

 
 

 
東駒形コミュニティー会館         港南子ども中高生プラザ     

【小学生クリスマス会】           【プラリバースデー】 

みんなで楽しいクリスマスを過ごそう！       みんなで、プラリバの 6周年を     

12 月 12 日（水）午後 4時～5時       スポーツ大会をしてお祝いしよう！   

   5 階体育室                12 月 1 日（土） 

フレンドリ―プラザ東向島児童館         高輪子ども中高生プラザ 
      【クリスマス会】            【こども発明額教室】        

   午前中は人形劇、午後はステージ        対象：小学 3年生から高校 3年生 

  発表など楽しいこと盛りだくさんです   外部の講師を招いて発明の楽しさを体験しよう 

       12 月 15 日（土）           12 月 9 日（日）10 時～12 時 



日 月 火 水 木 金 土
1

日本語教室

配食

2 3 4 5 6 7 8

献金袋工作 こども礼拝 小さなお話し会 おもちゃの日

日本語教室

配食

9 10 11 12 13 14 15
小さなお話し会 おもちゃの日 記念館

ｸﾘｽﾏｽ会
日本語教室

美術教室 配食

16 17 18 19 20 21 22
学童お誕生会 レッツtryEnglis ビデオシアター小さなお話し会 大掃除の日 レッツクッキング

美術教室

23 24 25 26 27 28 29

30 31
美術教室

○美術教室 ○外国人のための日本語教室
月３回水曜日（第１水曜休み） 毎週　土曜日　１９：００～２１：００

講師：亀田谷　亜礼先生

対象：満４歳～小学生

○ピアノ教室 ○一人暮らし高齢者への配食サービス
毎週　月曜日 毎週　土曜日（昼食のみ）

講師：土屋　紘枝先生

※12月29日～1月3日までは年末年始のため閉館になります。
◎入会申し込み・お問い合わせなどお気軽に記念館事務室（℡：３６２２－７８１１）までどうぞ

記念館の諸活動

１２月の記念館活動


