
        記 念 館 だ よ り 

                         2019 年 12 月号 

 

クリスマスを迎える       

 
本所賀川記念館児童クラブ（児童厚生施設）  2019 年 12 月 1 日（日）発行 

〒130-0005 東京都墨田区東駒形 4-6-2 （一財）本所賀川記念館 ℡03-3622-7811 

 2019 年もあとひと月で終わろうとして

います。やり残したことをし、来年の準備

をするときですね。そして冬休み、年末年

始を迎えることになります。 

 

12 月に入り、子どもたちもクリスマスの

準備を始めました。キリスト教ではこの時

をアドベントと呼びます。11 月の最後に収

穫感謝を行い、新しい年の始まりとしてア

ドベントを迎えます。光の園保育学校を卒

園した子どもたちは、保育園のクリスマス

会の時に、ページェント（聖劇）をしてい

るので、クリスマスには親しみがあると思

います。クリスマスはイエス様の誕生をみ

んなでお祝いする日です。 

 

 クリスマスは子どもたちにとってはサン

タさんからプレゼントをもらう日ですね。

我が家の次男が小学生の高学年になった

時、父親がこんな話をしたことがあります。

「きみも今まで毎年サンタさんからプレゼ

ントをもらっていたけれども、もう大きく

なったので、今年はサンタさんに来てもら

わないで、お父さんからプレゼントをあげ

ようと思うのだけれど、どうだろうか。サ

ンタさんにはもっと小さいお友だちや色々

困っている友だちは大変な友だちのとこ 

ろへ行ってもらおうと思っているんだけ

れど。」と言いました。息子は少し寂しそ

うな感じでした。 

 

 記念館では子どもたちと一緒に、クリス

マスの讃美歌を歌ったり、献金袋を作った

り、クリスマスツリーを飾ったり、何より

も毎日アドベントカレンダーをつけるの

を楽しみにしています。クリスマス会のた

めの演目の練習を低学年、高学年に分かれ

て頑張っています。子どもたちの頑張りを

是非見てあげてほしいです。 

 

 今年台風 15号や 19号そして豪雨で大き

な被害を受けました。今でも不自由な生活

を余儀なくされている方々が多くいます。

その方々が一日でも早く元気になっても

らえるように祈るとともに、少しでも協力

できることがあればと思っています。記念

館大バザーの収益の一部もその方々に届

くようにしました。今年のクリスマスも子

どもたちがおうちのお手伝いをしてため

たお金やお小遣い、クリスマス会で献げら

れた献金として、被災に遭われて困ってい

る方々に届けたいと思っています。一日も

早い復興を願って、届けたいと思います。 

よいクリスマスを。 

 

加藤 輝勢子 



  

小さなお話会 

[５,１２,１９,２６日] 

とっても面白い、ワクワクするお話

が聞けるお話の会。ボランティアの先

生が色々なお話を読んでくれます。今

月のお話は何かな！？ 

献金袋工作 

［９日] 

記念館ではクリスマス献金を台風

15 号、19 号と豪雨などで被災し

た子どもたちののために献金いた

します。 

レッツ try English 

[１７日] 

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～5 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 

［４日］ 

今月はクリスマス。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 

［２３日］ 

いつもよりちょっと豪華なおやつ

を食べながら、12 月生まれのお誕生

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１４日（土） 午後２時～４時 

場所：東駒形教会礼拝堂 

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劇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。    

 [ コスモス会茶話会 11/22(金) ] 

コスモス会のお弁当を知ってほしい、そして地域の

高齢者の方々と交流をしたいと、町会や地域の方 10

名にお集まりいただきました。作業療法士・猪股英輔

氏による「食と健康」ミニ講座と簡易体力測定と学童

の子どもたちとの手作りゲームでの交流をしました。

ボランティアさんも合わせて 30 人！わいわいと楽し

んで過ごしました。子どもたちは、はにかみながらル

ール説明や案内をしており、参加者のお年寄りから声

をかけてもらってうれしそうに活動していました。 

(針谷) 

大そうじの日 

[２７日] 

今年も一年間、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。 

  

 

       

 

     

 

☆記念館トピック☆ 

 12 月 29 日(日)～1 月 3 日(金)の間、記念館は閉館しています。 

来年は 1 月 4 日(土)【土曜学童】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 12 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」  

新年度学童クラブ募集開始！！ 

11/11(月)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 

[２４日］ 

災害はいつ起こるか分かりま

せん。どんな時でもみんなで避

難できるように訓練します。 

ビデオシアター 

［２５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

♪ 

 

 

 

 

 

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。 

東駒形コミュニティ会館 

『クリーンレンジャーとんこま隊』 

日時：12 月 27 日(金)午後 2 時～4 時 

対象：小学 2 年生～高校生 定員：10 人(先着)  

公園などのゴミ拾いという任務を果たしたら、おつかれ

さま会でおやつを食べるよ♪ 

高輪子ども中高生プラザ 

『ティーンズ食堂』 

日時：12 月 18 日(水),25 日(水) 午後 6 時 15 分～ 

中高生を対象に軽食を用意して待っています！ 

25 日はクリスマススペシャル！ケーキもあります。 

 

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ東向島児童館・分館キラむこ 

本館・分館合同プログラム『クリスマス会』 

日時：12 月 22 日(日) 乳幼児親子向け 午前 10 時 30 分～ 

小学生以上向け 午後 2 時～ 

場所：東向島児童館本館 

乳幼児は大型絵本の読み聞かせやパネルシアター、小学生は 

歌やダンスの発表など、みんなでクリスマスを楽しみます♪ 

 

学童クラブ 

コスモス会 

児童クラブ 

記念館の活動 

 

茶話会に集まった皆さんと 

学童の子どもたちの交流の様子です！ 

関連施設のご案内 

～11 月のひとコマ～ 
11 月 9 日(土)は秋のおでかけプログラム、高尾山へ親子ハイキ

ングに行ってきました。すっきりとした秋晴れに恵まれ、子どもた

ちも気合充分！中にはおうちで自作した旗を持ってきてくれた子

どももいました。階段や山道の険しいところでは、「もうだめ。足

が折れそう。」ともらす子どももいましたが、その度に周りのお父

さん、お母さんが楽しい話をしたり、手を貸してくださったりして

乗り切りました。思い出に残るハイキングになりました。(吉田) 

 
はげましあって登り切った高尾山！ 

頂上でみんなで食べたお弁当は最高

においしかったね♪ 

港南子ども中高生プラザ 

『カレッジスポーツ  

慶應大学バスケ部によるバスケクリニック』 

日時：12 月 21 日（土）午後 6 時 30 分～ 

大学生にバスケを教わり、大学生活についても学べる日！ 

 



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

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

8 9 10 11 12 13 14

献金袋工作 小さなお話し会 おもちゃの日 記念館

クリスマス会

キッズゴスペル

日本語教室

美術教室 配食

15 16 17 18 19 20 21
LET'S try English 小さなお話し会 おもちゃの日 レッツクッキング

日本語教室

美術教室 配食

22 23 24 25 26 27 28
学童お誕生会 避難訓練 ビデオシアター小さなお話し会 大掃除の日

冬休み始

美術教室

29 30 31

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

毎週　月曜日 (12月28日(土)の配食はありません。)

講師：土屋　紘枝先生 ○キッズゴスペル

生徒募集中です！ 12月14日(土)11:00～12:00
○賀川研究会 子どもも大人も参加できます。
12月12日(木)19：30～　3階ホール
※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


