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 現代、賀川豊彦の志を継いでいる団体が

関西と関東にあります。特に福祉の仕事を

しているところは関西のイエス団と関東の

雲柱社と本所賀川記念館です。この団体が

2 年に一度、管理職研修をしています。 

 今年は去る 1 月 24、25 日に関東で行い

ました。明治学院大学名誉教授であり、公

益財団法人賀川事業団の前理事長、前館長

の加山久夫氏が主題講演をしてくださいま

した。加山先生は賀川資料館の仕事をして

いた時に心掛けたことは、賀川の通訳であ

ると言われました。賀川の思いや、思想に

ついて説明なしにはわからないところもあ

るからだそうです。加山先生は最初に賀川

のことを知るために賀川豊彦全集を購入し

て、興味を持ったところから読み始めたよ

うです。それまでの賀川のイメージはいろ

いろな事業を手掛けていて、広くて浅い人

だと思ったようですが、本を読み、知れば

知るほど、「思想家としての賀川豊彦」に興

味を持ったそうです。 

 賀川は外国では「アルベルト シュヴァ

イツァー」「ガンジー」と並ぶほど有名だそ

うですが、現在、日本では「忘れられた巨

人」だと言われていました。 

 

最後に私たちにいくつかの提言をして

くださいました。 

 ・賀川のセツルメント思想（人格的交流）

の今日的重要性 ・福祉事業とその担い手

（スタッフ）成長のための教育 ・虫の目

と鳥の目を持ち、大きな絵を描く ・賀川

の手掛けた事業団体と協力関係を持つ、な

どがありました。 

 

 本所賀川記念館の前史は関東大震災の

時が始まりです。2023 年、まもなく 100

年を迎えることになります。賀川豊彦がこ

の地で救援活動を始め、光の園保育学校や

中ノ郷信用組合、本所基督教産業青年会が

できました。東京大空襲の後、再建できた

ものもありますが、再建できなかったもの

もあります。今から 50 年前にこの建物が

建ったときに本所賀川記念館が始まりま

した。この建物に入っている保育園、教会、

記念館は賀川の志を継いで、地域のため

に、子どもたちのためにという思いで日々

の働きをしています。 

 

本所賀川記念館の日々の小さい歩みが

関わっている子どもたちの大きな夢と希

望になっていくことを切に祈ります。 

加藤 輝勢子 



 

 

小さなお話会 

[6,13,20,27 日] 

ボランティアの先生が色々なお話

を読んでくださいます。絵本を見

ながら、想像しながら楽しめる時

間です。 

バレンタイン企画 

［１２日］ 

この時期になるとお店のあちらこちらで売っているチョ

コレート☆学童クラブでもバレンタイン企画を考えてい

ます。作ったものはその日のおやつになります。 

 レッツ try English 

[18 日] 

ジャン先生と一緒にゲームをし

たり歌を歌ったり、楽しみなが

ら英語を学べます。 

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 

［５日］ 

月に１度の子ども礼拝。今年度もあ

と少しになりました。元気に過ごせ

るようみんなでお祈りしましょう。

学童誕生会 

［１７日］ 

２月生まれのお友だちをお祝い

します。みんなでお誕生日のお

友だちを盛大にお祝いしよう！ 

1/18(土)レッツ☆クッキング 

そうじの日 

[26 日] 

いつもたくさん使っている学童室

や廊下などきれいにして次の月に

すっきりした気持ちで使えるよう

にしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 記念館トピック 

☆新年度学童クラブ説明会☆ 

２月２９日（土）１０：００～、２０２０年度の学童クラブ説

明会があります。その後、保護者会による昼食会があります。

☆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。 

２月１３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」 

避難訓練 

[28 日］ 

災害はいつ起こるか分かり

ません。どんなことがあっ

ても避難できるように訓練

します。 

 ビデオシアター 

     ［19 日] 

大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♪ 

 

 

 

 

 

関連施設のご案内 

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。 

学童クラブ 

コスモス会 

  ～グループ活動の楽しさ～ 

 コスモス会では 4 つの班に分かれて月一度

の顔合わせから始まり、それぞれのメニューに

よってお弁当作りに励んでおります。 

 時には時間との戦いとなり、配食される方へ

の心配りも考えながら、季節の献立をも取り入

れながら、ボランティア活動の大切さに気付か

されているこの頃です。(寺内) 

～プログラムのご紹介～ 

 年が明けた１月 6 日の月曜日、学童ク

ラブにやってきた子どもたち一人ひとり

に私たちは新年の挨拶をして迎えました。

子どもたちは、皆はにかみながら「今年も

よろしくお願いします。」と返すと、年末

年始に家族や親類の方々と過ごした時間、

楽しかった出来事を次々と話してくれま

した。 

 学童クラブではみんなで色々なお正月

遊びを楽しみました。まずは凧上げです。

ビニール袋や割りばし、スズランテープな

ど身近な工作材料を使って思い思いに凧

を作ると、子どもたちは早く飛ばしてみた

い気持ちが抑えられません。屋上に出て行

くと少しでも高く飛ぶように何度もかけ

っこして挑戦していました。 

 福笑いでは子どもたちのアイデアで二

人一組のトーナメント戦になりました。職

員も交じって真剣勝負！目隠しを外すと

想像以上におかしな顔が出来上がってい

て、皆思わず吹き出していました。 

 お正月ならではの遊びが、子どもたちの

ひと工夫で何倍も楽しめるものになりま

した。(吉田) 

 5 月から開始したレッツ☆クッキングも第 3 期に入りまし

た。季節の食材にひと工夫して、子どもたちが喜んで食べら

れるようなメニューを紹介しています。「ホッと満足あったか

ごはん」がテーマの今期、1 月は「もちとれんこんのハンバ

ーグ」を作りました。 

 つなぎとなるれんこんのすりおろしや、切り餅のカットな

ど子どもたち同士力を合わせて、熱心に取り組んでいました。

(吉田) 

児童クラブ 

記念館の活動 

東駒形コミュニティ会館 

『ふれあいコンサート』 

日時：2 月 16 日(日) 10:30～11:30  

対象：未就学児～大人 

場所：5 階体育室(当日直接会場にお越し下さい)  

新日本フィルハーモニー交響楽団から、特別に音楽の贈り物♪ お気軽

にどうぞ！ 

 

フレンドリープラザ東向島児童館分館キラむこ 

『親子で楽しむ！おはなし会』 

日時：2 月 27 日(木) ① 10:30～11:00  0～1 歳児 

          ② 11:10～11:40    2 歳以上 

対象：乳幼児親子 

おはなし会の先生がわらべうたやパネルシアター、手袋人形をやってく

れます。親子で楽しみましょう♪ 

高輪子ども中高生プラザ 

乳幼児プログラム 

『にこにこ子どもふゆまつり  

～たかなわ ZOO パラダイス★～』 

日時：2 月 8 日(土)10:30～12:30 

場所：高輪子ども中高生プラザ 4 階 

 

 港南子ども中高生プラザ 

『ブラインドサッカー体験教室』 

日時：2 月 12 日(水) 15 時 30 分～17 時 

パラリンピック競技のブラインドサッカーを協会のスタッフや選手

が来て体験できます。 

 

フレンドリープラザ東向島児童館 

『スペシャルものづくりタイム おゆまるくん』 

日時：2 月 26 日(水) 16:00～17：00   受付：15：45～ 

場所：3 階   定員：20 人 

「おゆまる」はとっても色がきれいなプラスチックねんど。 

きれいな作品をつくることができるよ！ 



日 月 火 水 木 金 土
1

日本語教室

配食

2 3 4 5 6 7 8

子ども礼拝 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

配食

9 10 11 12 13 14 15
ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝﾁｮｺ企画 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

16 17 18 19 20 21 22
学童誕生会 ﾚｯﾂ・try English ビデオシアター 小さなお話し会 おもちゃの日 農村留学(～23日)

日本語教室

美術教室 配食

23 24 25 26 27 28 29
振替休日 そうじの日 小さなお話し会 避難訓練 学童クラブ新入会説明会

日本語教室

美術教室 配食

○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 ○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 2月8日(土)10:00～11:00
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

２月の記念館活動


