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本所賀川記念館児童クラブ（児童厚生施設）
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《記念館大バザー告知》

こども礼拝
［２日］

学童誕生会

毎月１回のこども礼拝

誕生日のお友だちをみん

１１月２日（土）１０時～１４時
会場：本所賀川記念館全館

です。心身ともに元気

なでお祝いしよう！いつ

地域の方々と共に楽しむバザーです。

に過ごせるよう、心を

もよりちょっと豪華なお

ぜひお越しください！

落ち着けて静かな時を

やつが出るかも☆

〔献品にご協力下さい〕雑貨、食器類、食料品の

もちましょう。

お楽しみに！

ほか、こどもｺｰﾅｰに使う景品（おもちゃ）も

［２１日］

大歓迎です。献品の受け入れ期間は、
～9 月のひとコマ～

LET’S try English
[１５日]
ジャン先生と一緒に、英語を使って、頭
と体を使った楽しいゲームをするよ！

１０月２１日（月）～１０月３１日（木）です。

8 月にみんなで植えて育ててきたきゅうり。厳しい台風を乗り

～コスモス会だより～

越えてなんとか収穫できました！浅漬けにしておやつの時間に

お弁当に笑顔を添えて

出すと大好評！きゅうりが嫌いだと話していた子も「おいし
い！」と喜んで食べていました。

記念館秋祭り [９日 １５：００～１７：００]
学童クラブの子どもたちで企画から準備、運営まで行う子ども主体のプログラムです！

コスモス会でお弁当作りを始めて十数年になり
ます。いつも自分たちがいただくつもりで季節に合
った食材と料理方法を皆で考えながら楽しんで作
っています。
配食のボランティアの皆さまも、ただ「お弁当で

☆記念館トピック☆
☆賀川研究会
日程：１０月１７日（木）１９：３０～
場所：本所賀川記念館

３階ホール

縁日のように楽しいゲームコーナーがいっぱい。招待した近隣保育園の年長さんも遊びに来ます。

す。」とお届けするのではなく、雨の日も風の日も

児童クラブのお友だちもぜひ遊びに来てね。

笑顔と挨拶を添えてお届けしている姿は頼もしく

「貧民心理の研究」をテキストに学んでいます。

思えます。これからも、心を込めてお弁当を作って

どなたでも参加できます。

児童クラブ会員は・・・
○月～金：３時～５時は遊べます。
○特別活動の参加ができます。
※お申込み（要、年間登録料）は記念館事務室にて。

赤い羽根共同募金ボランティア
場所：都営浅草線 浅草駅

［１２日

１０：００～］

記念館児童クラブではボランティア活動も大切にしています。
街の皆さんとのふれあいを通して子どもたちの心を育み、ボランティアに参加す

お届けします。
（浅間和江）

港南子ども中高生プラザ
[学童クラブ館内宿泊]

東駒形コミニティー会館
[小学生ハロウィンパーティー]
１０月３１日（木）１６：００～１７：００
定員：100 人(申込制)
館内に隠れたモンスターを探して、お菓子をもらおう！

【ひがむこハロウィン ～町をよごすといたずらしちゃうぞ】

レッツ･クッキング
[１９日]

毎週木曜日１５：３０頃から行っ

第２期は季節の食材を使ったお菓子に

ています。いろんな絵本をボラン

チャレンジ！秋と冬の味覚を楽しもう！

ティアの先生方がお話ししてく

詳しくは別紙をご覧ください。

れます。お楽しみに☆

＊要申込み

学童クラブに所属している子どもたちのお泊まり会！
今年のテーマは「忍者で運動会」。忍者になって走り回りま
す♪忘れられない夜がやってくる！

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ東向島児童館・本館

る楽しさを感じることができます。どうぞご参加ください。

小さなお話会
[３，１０，１７，２４日]

１０月５日（土）６日（日）, １９日（土）２０日（日）

定員：１５名

１０月２０日（日）１０：００～１５：３０
定員：各回１０組（申込制・抽選）
地域をキレイにしながらお菓子をもらっちゃおう！

東向島児童館分館・キラむこ

高輪子ども中高生プラザ
[父子バスハイク]
１０月１９日(土)乳幼児とその父親対象
場所：足立区生物園
バスに乗ってみんなでおでかけします。
虫や動物、魚を見たり、公園でレクをして楽しみます。

「簡単実験にチャレンジ！」
１０月２１日（月）～２６日（土）１５：３０～,１６：００～
毎日違う実験に挑戦します！目指せ！キラむこ博士！

詳しくは各児童館 HP をご覧ください。
ぜひ各児童館にお出かけください。

１０月の記念館活動
日

月

火
1

水

木

金

2

3

4

子ども礼拝

小さなお話会 おもちゃの日

土
5

日本語教室
配食

6

7

8

9

10

11

12

小さなお話会 おもちゃの日
赤い羽根共同募金

記念館秋祭り

日本語教室

美術教室

13

14

15

体育の日

LET'S try English

16

配食

17

18

19

小さなお話会 おもちゃの日 LET'S クッキング
キッズゴスペル
日本語教室
配食

20

21

22

学童誕生会

23

24

25

26

ビデオシアター小さなお話会 おもちゃの日
日本語教室

美術教室

27

28

29

避難訓練

30

配食

31

そうじの日

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

月３回水曜日（10月は９,２３,３０日）
講師：亀田谷 亜礼先生
対象：満４歳～小学生

毎週 土曜日 １９：００～２１：００
○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
講師：土屋 紘枝先生
生徒募集中です！
○賀川研究会

○キッズゴスペル

１０月１９日(土)１１：００～１２：００
子どもも大人も参加できます。

１０月１７日(木)１９：３０～ ３階ホール
◎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

