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「本所賀川記念館の活動を支えた
雨宮栄一前理事長のこと」

加藤

去る 8 月 26 日、前理事長であった雨宮

輝勢子

うです。区役所の方が、一人も身寄りの

栄一牧師が召天されました。

ない老人に対する教会の対応に感動され

本所賀川記念館の活動を語る上で重要

ていたとのことです。

な一人です。

また、学童クラ

ブを始められたのも雨宮牧師の助言だっ

雨宮栄一氏は 1972 年東駒形教会の牧師

たそうです。近くに公立の学童クラブが

として就任したと同時に本所賀川記念館

できるまで続けられました。さらに現在

の常任理事としても就任されました。記念

も続いている『賀川豊彦研究』誌も雨宮

館が本格的に活動し始めて 3 年目のこと

牧師の時から始まりました。これ以外に

です。そしてその後 25 年間、常任理事と

も多くの提案をくださり、それを現場の

しての責務を果たしてくださいました。

力量に任せ、自分でもできることを担っ
て現場を支えてくださったそうです。

雨宮牧師は活動の仕掛人でした。

東駒形教会を辞してから、2003 年、本

一つは一人暮らしの老人の配食活動（現在

所賀川記念館の理事長代行として、フレ

のコスモス会）です。老人配食は当時の共

ンドリープラザ東向島児童館（2005 年）
、

同配食の M 社長の協力で実現したのです

港南子ども中高生プラザ（2006 年）の指

が、雨宮牧師自身もお弁当を持って一人暮

定管理の受託運営に関わって、本所賀川

らしのお年寄りを訪問されたそうです。T

記念館の事業が広がりました。 2007 年

さんのことです。ある時、お弁当を届けに

に理事長に就任し、職員の研修や職員礼

行ったのですが、2 回ほど訪問しても留守

拝などを担ってくださいました。中堅以

で、不安に思って区役所の福祉課の方とア

上の有志の職員を集めて、自宅を開放し

パートの管理人さんに立ち会ってもらっ

て読書会をしたり、職員の育成に精力的

て開けたところ、亡くなっていました。こ

に関わってくださいました。

の方は雨宮牧師がお弁当を配達していた

『本所賀川記念館 40 年の歩み』「神と人とに支

時に、「私が死んだら教会で葬式をしてほ

えられて」雨宮延幸に聞く（第 2 代本所賀川記念

しい、そして教会墓地に入れてほしい。そ

館理事長）参照

うすればいつもお墓参りに来てもらえ、寂

引き継いだ仕事を私たちも誠実に行っ

しくないから」と言われていたそうです。

ていきたいと思います。

雨宮牧師はそのことを誠実に行われたよ
本所賀川記念館児童クラブ（児童厚生施設）
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☆20２０年度学童クラブ入会受付☆

～１０月の一コマ①～
[記念館秋まつり（９日）]

２０２０年度学童クラブの利用申請申込が始まります。

１０月はプログラムがたくさんありました。その

１１月１１日（月）～ １２月２１日（土）の期間中に４階記念館事務室にお越しください。

中で１つは「記念館秋祭り」です。光の園保育学

※日曜、祝祭日を除く１０時～１９時

校・本所たから保育園の年長組を招待しました。
準備から当日まで子どもたちだけで何度も集ま
り、話し合いや試作を重ねてむかえた本番！年長

【コスモス会】

組目線になり、話しかけている姿や大きな声でお

☆記念館トピック☆

今年は残暑が厳しく、体調を崩された方も多かったので

店の呼び込みをしている姿などまた一回り成長し

賀川研究会

はないでしょうか？秋を感じる時が段々少なくなってい

た子どもたちが見られたお祭りでした。（内野）

～１０月の一コマ②～
[赤い羽根共同募金（２６日）]

る気がします。でも食欲の秋・・・簡単なレシピを１つ。
なすを油で揚げる面倒な手間を省いて時短料理。なすは

今年の赤い羽根共同募金は浅草・雷門付近で行

ヘタを取り縦に半分に切り、皮の方に網目のように切り込

いました。記念館から歩いて浅草へ。休日とい

みを入れます。器に入れ、オリーブオイルを軽く塗り、レ

うこともあり人もたくさんいる中で子どもたち

ンジで２分チンします。薄めためんつゆをかけ、しょう

の声が響き渡ります。初めて会う人ばかりでし

が・削り節をのせて！美味しいなすの煮びたしの完成で

たが「頑張ってね」
「ありがとうございます」と

す！皆さんも手料理教えてください。

いう会話のキャッチボールがたくさん溢れた素

コスモス会

日程：１１月１４日（木）１９：３０～
場所：本所賀川記念館
３階ホール
参考図書 「貧民心理の研究」
著者：賀川豊彦
賀川豊彦先生について学ぶ会で
す。どなたでも参加できます。

髙橋

敵な募金活動でした。（内野）

こども礼拝
［６日］

東駒形コミュニティ会館

○月～金：3 時～5 時は遊べます

季節の変わり目で体調を

【ものづくりタイム】

特別活動の場合も参加できます

崩しやすい時期です。元

11 月 25 日、26 日、２７日 午後 3 時～5 時

※お申込み（要、年間登録料）は記念館事務室にて

気に過ごせるよう祈りま

各回 30 分 6 人ずつ

児童クラブ会員は・・・

しょう。

［９日］
紅葉の季節がやってきました。たくさん歩いて汗をか

勤労感謝工作
［１８日～］

いて登りきった頂上でのお弁当やおやつは格別で

いつも一生懸命働いてくれて

す！「運動の秋」ということで一緒に登山しましょ

いるお家の方に感謝の気持ち

う！詳しくは別途お配りしたチラシをご覧ください。

を込めて世界で一つだけの作

【月をみよう！】
11 月 5 日：17:00～17:30/１１月６日：17:00～17:45
11 月 7 日：17:00～17:30/11 月 11 日：１７:15～18:00

事前申し込みありません
当日、時間に来てね！曇りなど月が見えない場合は中止となります

公園などにある葉っぱを使って「葉っぱランタン」を作ります☆

港南子ども中高生プラザ

秋のおでかけ in 高尾山

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ東向島児童館

【なないろバースデー】

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ東向島児童館分館
【キラむこおめでとう！スタンプラリー】
11 月 24 日（日）

11:45～/15:30～

11 月 30 日（土）13:30～16:00
開館１周年を記念してスタンプラリーを行います♪
プラリバの入る建物さんぽーと港南の 7 周年を地域の人たちと楽しくお

高輪子ども中高生プラザ

祝い♪乳幼児さんの制作コーナーとゲームコーナーがまってるよ！

【低学年バスハイク】
11 月 10 日（日）

横浜八景島シーパラダイス

品を送ろう！

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。

１１月の記念館活動
日

月

火

水

木

金
1
おもちゃの日

土
2
記念館
大バザー
配食

3

4

5

6

7

8

9

子ども礼拝 小さなお話し会 おもちゃの日 秋のおでかけ
キッズゴスペル

日本語教室
配食

10

11

12

13

学童誕生日会

14

15

16

小さなお話し会 おもちゃの日 レッツクッキング
賀川研究会

日本語教室

美術教室

17

配食

18

19

20

21

22

勤労感謝工作
（～２２日）

LET'S try English

ビデオシアター小さなお話し会 おもちゃの日

25

26

23
勤労感謝の日

美術教室

24

避難訓練

27
そうじの日

28

29

30

小さなお話し会 おもちゃの日

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（第１水曜休み）
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

○キッズゴスペル

11月9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

