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本所賀川記念館 50 周年を迎えてその 2
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本所賀川記念館の創立を語るうえで関

地に天幕を張り活動を開始して 40 年に

東大震災ともう一つ太平洋戦争の時の

なります。

ことを語る必要があります。

新会堂の建設により光の園保育学校の
活動も 4 月から再開されました。定員 80

、ｓｘ
1945 年 3 月 10 日午前 0 時の東京大空

名で始まる予定が地域の要望により 120

襲は凄惨を極めるものでした。首都東

名保育をすることになり、てんてこまい

京に大打撃を与える作戦で、夜間、超

のスタートであったようです。

低空、焼夷弾による絨毯（じゅうたん）
攻撃でありました。

教会、光の園の再出発と共に当然本所
基督教産業青年会の再建を企画して、

この空襲によって、被害劇甚の真っ

1949 年 4 月 15 日に集会を開き、定款 31

只中にあった産業青年会は会館と共に

条を制定しましたが、資金の都合がつか

東駒形教会、光の園保育学校、家政女

なかったことと、担当するスタッフも適

学校の建物は焼失し、関係者は四散し、

任者がいなく、事業再建は立ち消えてし

活動はまったく停止しました。中ノ郷

まいました。

質庫信用組合は本部と厩橋支部は焼失

新会堂の表玄関には東駒形教会、光の

しましたが、本部土蔵は猛火に耐えて

園保育学校と並んで本所基督教産業青年

無事でありました。

会の表札は挙げられたが、産業青年会の

最も痛手を受けたのは江東消費組合
であり、広大な東駒形の本部と本所、

存在はその表札だけの存在に終わったよ
うです。

炊飯工場、製パン工場等の凡ての施設
を焼失し、200 名余の従業員は四散しま

『本所賀川記念館 40 年の歩み』「『召さ

した。千葉県土気農場の土地 160 町歩

れた者の集団』として」雨宮延幸（第 2

は残りましたが、農地改革で一切解消

代本所賀川記念館理事長）参照

しました。
建物を失った東駒形教会は、教会事

戦争は無残にも生命を奪い、今までの

務所を世田谷区上北沢の賀川豊彦方に

意味ある活動を無きものにします。記念

おき礼拝は松沢教会に合流したようで

館が歩んできた道、そこから私たちは何

す。

を学び、どのように歩むかをしっかりと

1963 年は産業青年会が東駒形教会の

考えたいです。
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スペシャルビデオ
シアター
［２０日］
こども礼拝

［３日］

学童誕生会
［２９日］

７月はいよいよ夏休みが

少し豪華なおやつと素

あります。夏休みも元気

敵な歌にのせて７月生

に過ごせるよう神様にお

まれのお友だちをみん

祈りします。

なでお祝いしよう☆

<記念館お泊まり会>
6 月１５日～１６日に記念館お泊まり会がありました。なんと今回は、４３名のお友だちと１７名

保護者会主催の特別プログラ

の保護者の皆様とたくさんの人数の中で楽しく行いました。１５日はあいにくの雨でしたがみん

ム！毎年反響の大きい大人気の

なで肩を並べながらカレー作りをしました。１年生は、お米とぎ。みんなで順番を回しながらまぜ

サマーナイトムービーを予定し

まぜ。一方、２年生以上はにんじん、じゃがいも、玉ねぎなどをお家の人と協力しながら切りまし

ています。今年は「インクレディ

た。みんなで作ったカレーは格別！お腹いっぱいになったあとは普段は一緒にお泊まりするこ

ブルファミリー」夏の思い出にみ

とのないお友だちとナイトプログラムや寝泊り、次の日の朝まで一緒というとても濃い時間を過ご

なさんぜひ来てください♪詳し

せました。お手伝いしてくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

くは別途チラシをご覧ください。

～６月の一コマ～
梅雨入りをし、パッとしない天気が続いていますが記念館の
お友だちはそんな天気を吹き飛ばす勢いの元気さで毎日過ご
しています。
先日は、感謝の日工作と題してお家の人に感謝の気持ちを込
めて【ありがとうメダル】を作りました。
「こんな感じかな～」
「この色好きなんだよ！」とあげる人のことを思いながら気持

～コスモス会～

ちを込めて作りました。（内野）

毎週のお弁当には「お品書き」がついて

☆記念館トピック☆賀川研究

児童クラブ会員は・・・

います。例えば「主食／白ごはん、主菜／

「貧民心理の研究」をテキストに読み進めて

○月～金：３時～５時は遊べます○特別活動の場合も参加でき

鶏大葉ハンバーグ、副菜／夏野菜ラタトゥ

いきます。どなたでもご参加いただけます。

ます※お申込み（要、年間登録料）は記念館事務室にて

ユ……」等。舌鼓をうちながら、字でも楽

７/18(木) １９：３０～

しめるようにひと手間かけられています。

ワークキャンプ

本所賀川記念館３F ホール

配食希望の方、記念館へご連絡を（針谷）

4 年生以上のお友だちが対象です！山梨県にある「あさひ福祉作業所」
で鶏のお世話など日頃は体験できないすてきな出会いが待っています
☆
日時：８月１４日（木）～１７日（日）
場所：あさひ福祉作業所（山梨県北杜市高根町）
費用：小学生 １０，０００円

中学生以上 １５，０００円

レッツ try English
［1６日］

小さなお話の会
［４，１１，１８日］

イス取りゲームやだるまさんが転んだを

本の世界にいざ出発だ！！！ドキドキしたり、季節

英語で楽しみながら学べます。ジャン

のお話だったりみんなのちょっとした豆知識になる

先生と一緒に英語を楽しもう☆

お話だったり。先生方が読んでくださいます。

港南子ども中高生プラザ

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ東向島児童館・分館

「サマーキャンプ」

「ひがむこまつり」

７月２８日（日）～３０日（火）

７月２０日（土）午前（10:00～12：00）午後（15:30～17:30）

２年生～４年生のお友だちと行きます！

ゲームコーナーやフードコーナー、ステージ発表など、楽

東駒形コミュニティ会館

しい企画が盛りだくさん！ぜひ遊びに来てね♪

「とんこまかっぱ縁日」

高輪子ども中高生プラザ

7 月 6 日(土)1：00～4：00 館内

「ＴＡＰ夏まつり～ＴＡＫＡＮＡＷＡOLYMPIC2019～」

食券は 100 円、ゲーム券はお子さんに無料配布！

７月６日（土）１：００～４：００

数に限りがあるので、お早めに♪

５つの楽しみの輪を見つけよう！

毎月少しずつお知らせしますが、詳しくは各児童館 HP をご覧下さい
ぜひ、各児童館にお出かけください。お待ちしております。

７月の記念館活動
日

月
1

火
2

水
3
子ども礼拝

木

金

土

4

5
6
小さなお話し会 おもちゃの日
日本語教室
コスモス会配食

7

8

9

10

11

12

13

小さなお話し会 おもちゃの日

サマーキャンプ

キッズゴスペル

説明会

日本語教室
コスモス会配食

14

15

16

17

18

19

レッツｔｒｙＥｎｇｌｉｓｈ

ビデオシアター小さなお話し会 おもちゃの日

20

日本語教室
コスモス会配食

21

22

23

避難訓練

24

25

26

27

サマーキャンプ２０１９
館内での育成及び活動はありません。
日本語教室
コスモス会配食

28

29
学童お誕生会

30

31
そうじの日

記念館の諸活動
○美術教室
○外国人のための日本語教室
第２～４週 水曜日 １５：００～１７：００ 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
○一人暮らし高齢者への配食サービス
毎週 土曜日（昼食のみ）
○ピアノ教室
毎週 月曜日
○キッズゴスペル
講師：土屋 紘枝先生
７月１３日（土） １１：００～１２：００
子どもも大人も参加できます
○賀川研究会
７月１８日（木） １９：３０～
◎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

