
        記 念 館 だ よ り 
                         2020 年 1 月号 

2020 年、平和でありますように       加藤 輝勢子   
  

 

本所賀川記念館児童クラブ（児童厚生施設）  2020 年 1 月 1 日（水）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 

新年あけましておめでとうございます。

お正月はいかがお過ごしでしたでしょう

か。2020 年のご家族それぞれの抱負を考え

られたでしょうか。 

 昨年12月4日に中村哲さんがアフガニス

タンで襲撃されたというニュースが伝わっ

てきました。    

 中村さんは 1973 年に九州大学医学部卒

業後、1980 年代からアフガニスタンで本格

的な医療活動を始められました。その後「清

潔な飲料水と食べ物さえあれば、8～9割の

人が死なずに済む」という思いから 2002

年、農地の復興を目指す「緑の大地計画」

を立案し、2010 年に全長 25 ㎞の用水路を

完成させました。 

アフガニスタンでも、政府やアメリカに

圧力をかける目的で援助関係者が標的にさ

れてきたといいます。「国連によると、今年

はすでに8月時点で計91人の援助関係者が

死傷または誘拐され、2018 年の 76 人から

増加している」といいます。そのような情

勢があり、中村さんは 24 時間態勢でアフガ

ン政府の兵士 5 人の警護を受けていたと報

じられています。他方、今回は現時点で犯

行声明を出している組織はなく、事件の背

景は明らかになっていないが、タリバンは

すぐに関与を否定するコメントを出しまし

た。 

中村さんたちの活動は地元住民から支持

されており、住民から反発を避ける狙いが

あった可能性があると報じられています

（毎日新聞 12 月 5 日「狙われる援助団体」

の記事参考）。 

2001 年の同時多発テロを受けたアメリ

カなどの軍事行動以降、紛争地域の治安は

悪化しています。アフガニスタンの現地で

の水路の完成後、年間を通して安定水量を

確保できるシステムが確立され、これまで

総面積 16,500 ヘクタールの農地と、65 万

人に水の恵みをもたらしたと言われていま

す。それだけに中村さんたちの影響力は大

きく、「標的」にされたとも考えられます。

「武器を取る者は取れ。私たちはクワで平

和を実現しよう。きざな言い方をすれば、

そんな思いで続けています」と、中村さん

はかつて語っていたそうです。 

 

本所賀川記念館の理念の一つに「平和を

大切にする」ということがあります。平和

の大切さを願うものとして、人道支援とい

う仕方の平和の実現もあるということを強

く思わされた。2020 年は平和の祭典とも言

われるオリンピックが開催されますが、い

ろいろな国の人が集まって、人の命を奪う

のではなく、命を育む歩みを大切にしたい

と強く思います。 



 

お正月遊び 
[６日] 

みんなでかるた対決や、コマ遊び

をして楽しみます☆他にもスペ

シャルゲームを計画中です！お

楽しみに！ 

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 

［８日］ 

２０２０年最初の礼拝で

す。今年１年元気に過ご

せるように、かみさまに

お祈りをしましょう。 

～１２月の一コマ～ 

 最近の学童クラブは、「ありがとう」という言葉

で溢れています。子どもたちのちょっとした行動か

ら優しさが出ているなと感じる日々です。 

ある時に、１年生が帰る寸前になり校帽がないと

大慌て。職員も一緒に探していましたが、なかなか

見つかりません。すると、３年生がそっと探すのを

手伝ってくれていて見つけてくれたのです。また、

ある時は靴下が置きっぱなしの１年生にしまって

おくように職員が声をかけました。すると、それを

見ていた４年生がその子のロッカーにしまってく

れました。持ち物は自分で管理するのは当たり前で

すがお友だちのちょっとした優しさで「ありがと

う」という言葉が増えています。次の学年に上がる

のはあっという間です。子どもたちの一つひとつの

行動が成長に繋がっていると感じました。（内野） 

  
 
 
 

フレンドリ—プラザ東向島児童館 

【お正月だよ!!七福神巡りと地元の美味しいものを食べつくそう!!】

隅田七福神を巡って最後に浅草寺にお参りをしよう!! 途中、地元の

美味しいお店によって食べ歩きをします!! 

    日時:1 月 25 日(土)13:30 集合 18:00 解散 

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ東向島児童館分館 
【ダブルダッチにレッツチャレンジ】 

日本体育大学のダブルダッチサークル「乱縄」さんがパフォーマン

スを見せてくれます！みんなも一緒にダブルダッチに挑戦してみよ

う♪ 

日時：１月２６日（日）14:15～/15:30 

 

港南子ども中高生プラザ 

【雪遊びと雪明かりの夕べ】 

1 月 20 日（月）11：30～21 日（火）9：00～12：00 

みんな大好き雪遊び♪雪の滑り台を港南に作ります！ 

20 日 18 時～みんなが作ったランタンでライトアップ！！ 

高輪子ども中高生プラザ 

【お正月スペシャル 福笑い】 

1 月８日（水）午後４時～ 

福笑いに挑戦して、みんなでたくさん笑おう！ 

東駒形コミュニティー会館 

【ものづくりタイム～新年の抱負をプラバンに書こう！～】 

1 月 14 日(火)、15 日(水)、17 日(金)各日 3:00～4 階図工室 

～コスモス会だより～ 

コスモス会は、お弁当作りの会です。本

当は、料理に自信がありませんでした。で

も、1か月に 1度だし、いろいろとグループ

の先輩に教われます。 

毎回、アイディアいっぱい、心を込めた

お弁当ができあがります。たまには、「ご飯

が少しかたくなっちゃったわ」と反省して

います。楽しくおしゃべりしながらできあ

がる、ニコニコ弁当です。皆様も参加して

みませんか？         

諏訪 

☆記念館トピック☆ 
クリスマス献金ありがとうございました 

今年も多くの方々から多くの献金を捧げてい

ただきました。合計２５，０００円でした。い

ずみの会、日本キリスト教団教育委員会に送り

被災した子どもたちへ届けます。 

☆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。 

日時：１月１６日（木）１９：３０～ 

場所：本所賀川記念館３階ホール 

レッツ・クッキング 

[１８日] 

今年度最後のクッキングです。第

Ⅲ期は、「ホッと満足あったかご

はん♪」詳細は別途、チラシをご

覧ください。 

クリスマス会（12/1４） 

今年もたくさんの子どもたち・保護者の

方々・来賓の方が参加してくれました。１年生

の朗読劇は大きな声で歌やセリフを言えまし

た。スライド写真では、かわいらしい写真で笑

いが起きる場面も。ハンドベルは２年生以上で

の演奏。練習時間が短い中、頑張って練習した

分素晴らしい演奏をお届けできました。コスモ

ス会からのクイズ大会は大盛り上がり！とて

も楽しく心温まるクリスマス会でした。（内野）

農村留学申込開始！！！（2月 22 日～23 日） 

雪合戦や雪だるま作り、かまくらだって作れちゃう！普段味わうことので

きない体験をしよう☆夜はとっても美味しいご飯が待ってるよ！ 

申込期間：１２月２３日（月）～１月１７日（金） 定員：２０名 

定員になり次第締め切ります。詳しくは別途、チラシをご覧ください。 



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

日本語教室

配食

5 6 7 8 9 10 11

お正月遊び こども礼拝 小さなお話し会 おもちゃの日 キッズゴスペル

日本語教室

美術教室 配食

12 13 14 15 16 17 18
ビデオシアター 小さなお話し会 おもちゃの日 ﾚｯﾂ・ｸｯｷﾝｸﾞ

成人の日 賀川研究会

日本語教室

配食

19 20 21 22 23 24 25
学童お誕生会 ビデオシアター 小さなお話し会 おもちゃの日

日本語教室

ﾚｯﾂ try English 美術教室 配食

26 27 28 29 30 31
避難訓練 小さなお話し会 おもちゃの日

美術教室

○美術教室 ○外国人のための日本語教室
月3回水曜日 毎週　土曜日　19:00～21:00

講師：亀田谷　亜礼先生 ○一人暮らし高齢者への配食サービス
対象：満4歳～小学生 毎週　土曜日（昼食のみ）

○ピアノ教室 ○キッズゴスペル

毎週　月曜日 12月14日(土)11:00～12:00
講師：土屋　紘枝先生 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

記念館の諸活動

１月の記念館活動


