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本所賀川記念館 50 周年を迎えてその 3
3 回目として、本所賀川記念館がで
きるまでの歩みを書きます。

加藤

輝勢子

事業の概要
賀川豊彦先生設立の「本所基督教産業青
年会」の精神を継承し、地域社会の必要

1963（S38）年 4 月、東駒形教会は

とする、次のような教育的、福祉的、奉

、ｓｘ
創立 40 周年の記念事業として、賀川記

仕事業を行う。

念会堂建築を 5 年計画で、光の園保育

① 東駒形教会の諸集会

学校、中ノ郷信用組合と協力して行う

② 乳幼児の保育（光の園保育学校）

ことを決め、委員会を立ち上げました。

③ 児童の健全育成活動

記念事業で胸像建立等をするのは、賀

④ 勤労青少年の余暇指導

川の最も嫌うことであり、また、賀川

⑤ 家庭婦人の生活改善

は我々の偶像ではなく、スピリットで

⑥ 老人の福祉向上

なければならないとして、賀川を記念

⑦ 諸相談事業

する事業を志すなら、この地を愛し、

財団法人本所賀川記念館として 1969

この地域のためにキリストの愛をもっ

年 6 月 23 日に法人が認可され、この日、

て、この地に仕え「この地の人々のよ

本所基督教産業青年会は光栄ある解散を

き隣人としてお助けし、お近づきにな

し、本所賀川記念館が発足しました。

りたい」と言って始めた本所基督教産

賀川先生が或る時「本所に召されたも

業青年会の精神を復活させ、現代的に

のの集団が出来そうに思へて」
（身辺雑記

展開すべきであるという思いでした。

―全集２４）。私たちは先生に期待された

そして翌年 6 月に本所賀川記念館設

「召されたものの集団」として、責任と

立発起人会が結成され、活動を始めま

決意を固く保たねばならない。

した。発起人の代表は賀川ハル、事務
局長には雨宮延幸がなり、黒田四郎、

記念館の根っこの部分を学び、期待に

木立義道等錚々たる人物で始められま

沿えられるように日々励みたいと思いま

した。

す。50 年、神と人と地域に見守られたこ

生前、賀川は勤労者の街としての本

とに感謝します。

所の地をこよなく愛されて、
「ここが本

『本所賀川記念館４０年の歩み』
「
『召さ

当の所だよ」とよく言われていたそう

れた者の集団』として」雨宮延幸（第２

です。

代本所賀川記念館理事長）参照

本所賀川記念館児童クラブ（児童厚生施設）
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～サマーキャンプに行ってきました！～

サマーキャンプ

学童クラブ

７月２４日～７月２６日で群馬県のおにし青少年野外活動センターに行って来ました。今回は記念館５０周年

おにし青少年野外活動センターの風景

の拡大キャンプ！小学１年生から６年生６５名のお友だちと中高生のジュニアリーダー４名が参加しました。川

こども礼拝

昼食作り

でカニを捕まえたり、水かけっこを楽しんだり、芝滑りで立ち乗りに挑戦したり、自然といっぱい触れ合って遊

［７日］

［１,８,２２,２９日］

んできました。初参加の 1 年生が積極的にキャンプファイヤーの出し物や工作で意見を出していたのが印象的で

１０時から始まります。

した。また、上級生は下級生たちに寝袋のたたみ方を教えたり、グループ移動の整列をさせたり、大活躍でした。

毎月１回のこども礼拝。
今年の夏、楽しく安全に
過ごせるようにみんな
でお祈りします。

みんなでおいしい昼食

（吉田）

を作って楽しもう！

コスモス会

＊申込み制です＊

今夏(8・9 月)も熱中症は「厳重警戒」「警戒」レベルです！

神流湖を望む絶景！

記念館プール

汗をかいた時や外出時には、手作りの経口補水液を活用ください!!

賀川研究「貧民心理の研究」

材料を合わせるだけで出来上がりです。

をテキストに読み進めていま

材料

：水 500mL

屋上のプールで水遊びをみんなで

塩

：小さじ 1/4

楽しみます。他のプールとは少し違

砂糖

：大さじ 2 と 1/4

った記念館プール！たくさんのお

レモン果汁（好みで）：大さじ 1 と 1/2

清流での川遊び！

※実施日は『8 月の記念館活動』の
カレンダーをご覧ください。

児童クラブ

～７月のひとコマ～
［夏休みが始まって］
今年の 7 月は中旬まで気温もさほど上がらず、梅雨明けも

す。どなたでも参加いただけ

目安は
「飲むとちょうどよい甘さ」
→脱水症状中！
「甘すぎる」←脱水症状でない

やってきました！記念館プール☆

友だちと楽しく遊ぼう！

☆記念館トピック☆

水分補給は 15 分に一口を。水や麦茶が最適です。

ます。
日程：９月１２日(木)
19:30～
場所：本所賀川記念館
3 階ホール

注：作り置きはしないで、1～2 日で飲みきる量に。甘さを控える
場合は砂糖を減らしますが、水分の吸収は少し下がります。

関連施設のご案内

平年よりずっと遅くなりましたが、下旬には厳しい暑さが始

港南子ども中高生プラザ
第 11 回港南花火大会
開催日：8 月 24 日(土)

まりました。特に高温注意報の出ている日は屋外遊びを避け、

東駒形コミュニティ会館

「港南をふるさとに」をキャッチフレーズに、

児童クラブ会員は・・・

ホールやクラブ室での遊びになります。遊び場が限られる中

「真夏のまっくら迷路」

手持ち花火と花火師による打ち上げ花火を見る

○月～金：3 時～5 時は遊べます

で一輪車にドッジボール、室内野球と子どもたちも交代しな

いつもとはひと味違う体育室でまっくら迷路に

ことができます。

○特別活動の場合も参加できます

がら遊びます。遊びが終わるとしっかり「お茶飲み行こう！

挑戦しよう！

高輪子ども中高生プラザ

※お申込み（要、年間登録料）は

暑い！」と、水分補給する習慣がついています。長い夏、体

日時：8 月 20 日（火）午後 1 時 30 分～4 時

8 月 5 日～6 日

記念館事務室にて

調にも気をつけて過ごしてもらいたいと思います。（吉田）

参加費・定員：なし

8 月 19 日～21 日

申込方法：当日直接来てください。

いずれも場所は「千葉市少年自然の家」にて実施。

フレンドリープラザ東向島児童館

東向島児童館分館〈キラむこ〉

「特別企画 ちびっこコスメラボ」

外部講師プログラム

日時：8 月 31 日（土）1 部

『スターガーデン・キラむこに星空を･･･』

ワークキャンプ
[14～17 日]
山梨県のあさひ福祉作業所に行き、鶏の給

夏のおでかけ
[21 日]
今年のおでかけは「ギャラクシティ（西新井）
」です。

餌活動や椎茸栽培などの作業を行います。

室内アスレチックにクライミング、床面に思う存分お絵かきで

※申し込み受付終了しました。

きるコーナーやたいけんドームの映像鑑賞など、わくわくする

14 日～17 日の通常育成はあります。

遊びが盛りだくさん！
※9 時～17 時の間は通常育成はありません。

2部
場所：2 階

10:00～10:45
11:00～11:45

図書室

対象：小学生とその保護者
コスメマイスターに教えていただき、親子で協力して
世界にひとつだけの化粧品（保護者の方用）を作ります。

低学年キャンプ
高学年キャンプ

日時：8 月 31 日(土)14:15～, 15:30～
対象：小学生

定員：各回 40 名

場所：わくわくルーム チャレンジコーナー
※事前の申込なし。当日チケットを取って参加
してください。

８月の記念館活動
日

月

火

水

木
1

金
2

キッズゴスペル

昼食作り①
小さなお話会

土
3

おもちゃの日
日本語教室
コスモス会配食

4

5

6

7

記念館プール 夏の工作①

8

9

記念館プール 昼食作り②
こども礼拝
小さなお話会

10

記念館プール

おもちゃの日
日本語教室

美術教室

11

12

13

14

コスモス会配食

15

16

17

ワークキャンプ
ビデオシアター小さなお話会

おもちゃの日
日本語教室

山の日

振替休日

18

19

コスモス会配食

20

記念館プール 夏の工作②

21

22

夏のおでかけ 昼食作り③
小さなお話会

LET'S try English

23

24

記念館プール

おもちゃの日
日本語教室

美術教室

25

26

27

学童お誕生会 夏の工作③

28
避難訓練

コスモス会配食

29

30

昼食づくり④

記念館プール

小さなお話会

大そうじ

31

美術教室

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
８月３日（土） １１：００～１２：００
子どもも大人も参加できます

◎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

