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（仙台市児童館運営責任者　伊藤　雅宣）

　仙台市においては令和2～
6年度の5年間で取り組む子
ども・子育て支援の総合的
な計画として「仙台市すこ
やか子育てプラン2020」が
策定され、「子どもたちが
すこやかに育つまち・子育
てのよろこびを実感できる
まち仙台」という基本理念
のもと、子どもの遊びの環
境 の 充 実 、 妊 娠 期 か ら 出
産・子育て期にわたる切れ
目のない支援の充実、仕事
と 子 育 て の 両 立 支 援 の 促
進、身近な地域の子育て支
援施設等の充実が推進され
ています。
　旭ヶ丘児童館は2009年4
月の開館より、当法人が運
営をしています。2009年度
8,700人程度だった年間来館
者数も2020年度末17,381人
と児童クラブの児童数増加が要因の一つとはいえ、利用者数は年々延びています。乳幼児親子の平日利用数は1日平均
11.2人、放課後児童クラブ児童平日出席率は1日70.2名（新型コロナウイルス流行前の2019年度の年間平均値）と地域
にとって更に必要性の高い施設となりました。

　先日、旭ケ丘児童館の指定管理者候補者の選考が行
われ、11月9日付でNPO仙台YMCAファミリーセンター
が4期目（2022年4月1日～2027年3月31日）の指定管
理団体として選定を受けることができました。現場職
員の児童館運営の質の向上への努力を賛美するととも
に、当該学区の地域の皆様のご協力とご信頼があって
の結果であると受け止めております。この場を借りて
厚く御礼申し上げます。
　さて、冒頭の文章にもありますように、仙台YMCA
が仙台市児童館運営に携わるようになり、12年の月日
が流れました。今回は12年の歩みを簡単にご紹介する
とともに、児童数増加に伴う富沢児童館のサテライト
運営についてご報告申し上げたいと思います。

＜仙台市児童館指定管理運営のあゆみ＞
2008年　特定非営利活動法人仙台YMCAファミリーセンター設立

　　　　 仙台市旭ケ丘児童館指定管理団体に選定される

2009年　仙台市旭ケ丘児童館開館

　　　　 仙台市富沢児童館指定管理団体に選定される

2010年　仙台市富沢児童館開館

2011年　仙台市旭ケ丘児童館指定管理団体（2期目）に選定される

2012年　仙台市西山児童館指定管理団体に選定される

                （同年11月に西山児童館は開館）

2013年　仙台市西山児童館の指定管理運営を開始

2014年　仙台市富沢児童館指定管理団体（2期目）に選定される

2016年　仙台市旭ケ丘児童館指定管理団体（3期目）に選定される

2017年　仙台市西山児童館指定管理団体（2期目）に選定される

2019年　仙台市富沢児童館指定管理団体（3期目）に選定される

2021年　仙台市旭ケ丘児童館指定管理団体（4期目）に選定される

仙台市児童館指定管理運営 ��年
これまで と これから 



共に生きる社会をめざします。
　私たちは、すべての人が喜びと痛みを分かち合う、豊かな愛と希望に満ちた社会の実現に努めます。
喜びのある生き方をすすめます。
　私たちは、すべての人が、生涯にわたる学びと交わりをとおし、共に成長できる生き方をすすめます。
世界平和の実現に努めます。
　私たちは、歴史をふりかえり、一人ひとりの人権とすべてのいのちが尊ばれる世界の実現に努めます。

仙台ＹＭＣＡの使命

地球環境を大切にします。
　私たちは、地球環境を守り、自然と人との共存をめざします。
ボランティアの働きを地域社会に拡げます。
　私たちは、人と人とのかかわりを豊かに育み、隣人に仕えあう喜びの輪を拡げます。
子どもたちの生きる力を育てます。
　私たちは、子どもたち一人ひとりの個性を尊重し、子どもたちが自発性に富み、自立心豊か  
でたくましい人間に育つよう支援します。

私たち仙台ＹＭＣＡは、イエス・キリストによって示された愛と奉仕の生き方に学びつつ、青少年の全人的成長を願い、このわざを東北の地に広げるための活動を行います。

　富沢児童館は、2010年仙台市の指定管理運営として仙台

YMCAで運営を開始いたしました。開館当初、児童館の西側は

閑静な田んぼに囲まれ 60名程度だった学童保育。2021年度

には 260名へ増加しました。富沢西地区の開発が進み、戸建住

宅の急激な増加で今では住宅に囲まれた児童館です。待機児

童ゼロの目指す仙台市は、サテライト室の整備を始めまし

た。南大野田民賃事務所を 2部屋借用し、広さが自慢の児童館駐車場も今では 2階建てのプレハブサテライト建設が着工

しました。今年度 9月からは、児童館本館・南大野田サテライト・プレハブサテライトと現在は 3か所に分かれての児童

クラブを運営することになりました。地域開発がまだ続く中、児童館に求められていることは変容するかもしれません。

「仙台 YMCAの児童館」として子どもたちの生きる力を育てる児童館づくりは、ずっと忘れずに運営してまいりたいと思

います。

( 第 1 面の続き )

YMCA南大野田保育園

　保育園では普段から、子どもたちが主体的に遊び込めるように環境を整え、どんなことを不思議に思い、知りたい、

やってみたいと思っているのか、興味関心に寄り添いながら遊びを発展させています。

　今年、南大野田では、8月の“キャンプ”を経験した年長さんが、園庭で自分たちのキャンプ場を作る事に夢中になりま

した。また、3，4歳児は“十五夜”という季節の行事を通して月や星、惑星に興味を持ち始め、空を見上げながらあれこれ

調べる姿が増えました。園内にある様々な素材を使って友だちとアイディアを出し合いながら組み合わせて遊びを作

っていくなど、子どもたちの姿はとてもいきいきとしていました。その姿をぜひ保護者の方にも伝えたい！と思い、今

年度のわくわくふれあいあそびは、キャンプと宇宙をテーマに子どもたちと話し合いを進めていきました。子どもを

中心に一緒に準備を進めていくことで、年長さんは「みんなが持って帰れるように 100個は作ろう」と折り紙で虫作り

を行ったり、「100個は難しいんじゃないか…」という声が聞こえてくると「やろうと思えばできるんだよ」と頼もしい

姿も見られました。他の子どもたちも、普段楽しんでいる遊びをお父さんお母さんとできると

いうことを楽しみにし、少しずつ期待が膨らんでいきました。また、保護者の方にも親子でど

んな遊びをしてみたいのか掲示板を作成し、アイディアを募りました。当日は、黒い画用紙に

穴を空けて作るプラネタリウムコーナーや虫取りや魚釣りができるキャンプコーナーが出来

上がりました。「ここは僕、私が作ったんだよ」「こうやってやるんだよ」という会話も聞こえて

くるなど、子どもたちが主体となって準備を進めてきたことで満足感や喜びが何倍にも膨ら

んだように思います。子どもたち、保護者の皆さん、保育士のアイデ

ィアが詰まったわくわく楽しい行事となりました。

　これからも私たち保育士が遊びの種を撒き、子どもたちの興味関

心に寄り添うことで、子どもたちが主体的に遊び込んだり、“わくわ

く”“ドキドキ”できるようにしていきます。

mini NEWS #1

( 報告 / 南大野田保育園　石川 麻衣 )

「富沢地区の変容」南大野田サテライト富沢児童館プレハブ

(富沢児童館 館長 / 郷古 祐子)



 社会福祉法人仙台YMCA福祉会において、この度、公益財団法人JKAの「2021年度競輪公益資金による体育事業その他
の公益増進を目的とする事業【緊急的な対応を必要とする事業（新型コロナウイルス感染症の拡大防止）】の補助を
受け、3保育園に新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として次亜塩素酸空気清浄機ジアイーノ7機を設置しまし
た。子どもたちの育つ環境と働く職員の職場環境の整備が更に進み、3密を避けての保育活動は続くものの、これまで
以上に子どもたちの元気な声、保護者、職員の笑顔と安心が広がることと思います。公益財団法人JKAには、法人、職
員一同、利用者共に心より感謝いたします。

社会福祉法人仙台YMCA福祉会mini NEWS #2

(社会福祉法人仙台YMCA福祉会 / 理事長 工藤 正剛)

2021年度競輪公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業
【緊急的な対応を必要とする事業(新型コロナウイルス感染症の拡大防止)】

事業名

内容 次亜塩素酸空気洗浄機ジアイーノ(7機)の整備

979,000円補助金額

設置場所

YMCA長町保育園（12畳用1機、24畳用1機）
YMCA加茂保育園（12畳用1機、24畳用3機）
YMCA南大野田保育園（12畳用1機）

『3保育園に次亜塩素酸空気清浄機7機設置』

Column 仙台YMCAクリスマス実行委員会

（仙台ワイズメンズクラブ）実行委員長：今澤 智代 さん

「The 50th Sendai YMCA Christmas ～仙台YMCAクリスマス実行委員会に参加して～」

　コロナ禍が蔓延する前のクリスマス会は毎年賑っていました。ワイズメンズクラブではメネットを中心に市民会館地
下の調理室でおにぎり、いなりずし、フルーツポンチ、とん汁、コーンスープ等をつくるのが例年の行事になっていまし
た。今年はコロナ禍が終息に至らず、チャリティーラン、街頭募金等が中止になる中、クリスマスの開催は無理かなぁと
思っていました。
　私が第 1回クリスマス実行委員会に出席したのは 9月末。「コロナ感染予防のため参加人数を 200名に制限して、規模を
縮小し、食べ物・飲み物なしで開催する」という事を前提で始まりました。えっ、それで皆に喜んでもらえるのか、楽しく
出来るのか、子供は喜ぶかナー。。。いろんな事が頭に浮かんできました。では、具体的にどんな形にしたら良いのか、委員
からは特に意見も出ず、1時間足らずで散会しました。第 2回のクリスマス委員会は 10月末。クリスマス当日は礼拝、留学
生との交流会でビンゴ、ワークショップ、onlineで子供達も参加できるようにするなどの意見も出されました。開催時間
もそれら合わせて 1時間以内での実施となります。保育園や児童館の子供
たちからのクリスマス飾りやカードで会場を彩りますので、それも楽しみ
にしていただければと思います。
　委員会では、コロナでアルバイトもすることができず食料の支援が必要
な留学生が多くいることを知り、参加してくださる留学生にクリスマスプ
レゼントとして、お米、パスタ、カップラーメン等を皆様にご支援をいただ
いて差し上げることといたしました。主旨にご賛同いただける方はぜひご
協力ください。直接持参してもかまいませんが、スマートフォンからの申
込みも出来ますので、ぜひ御協力お願いします。さて、当日はどんなクリス
マス会になるのでしょうか。ちょっとドキドキしています。

右端：今澤さん



一般会員・サポート会員を

お問い合わせ：本部事務局

随時募集中です

TEL：022-222-7634
FAX：022-222-2952

ぜひ会員として、
仙台YMCAの活動をお支えください

♦一般会員
　維持会員Ａ

（��月��日～��月��)

皆様のお支えに、心より感謝申し上げます
維持会費

松本京子さん河野正明さん
涌澤　博さん

丸進機械工業株式会社 様
法人会員Ａ

　

コロナ禍であったため遠方への移動自粛を守っていまし
たが、2年ぶりに仙台YMCAチャリティゴルフに参加しま
した。東日本大震災から11年。11月に行われる名古屋
YMCAチャリティゴルフは、支援の一つに「東日本大震災
を忘れない」を掲げており、相互訪問による交流と、賞
品とするための東北物産の購入が目的です。
　大会が終了し、帰りの飛行機に間に合うように、仙台
YMCAの友人がタクシーを手配してくださり、私に気づか
れないように、運転手さんに1,000円を渡し、「これで駅
までお願いします。おつりはいりません。」とお願いさ
れていました。その気遣いに感謝し、知らないふりをし
て乗車しましたが、駅までの道が思いのほか混雑してお
り、駅に着いた時のメーターは1,080円。海外のタクシー
ぼったくり事件を数多く経験している私は、心の中で
「1,000円を預かったことを言わずに普通に1,080円請求さ
れたら面倒くさいなぁ」と要らぬ心配。ところが運転手
さんは「1,000円預かりましたので、メーターは1,080円で

すがお金はいりません。」と想像を超える対応をしてく
ださいました。運転手さんの、来客のためにお金を先払
いした友人への配慮と遠方からの客に対する心遣いに心
が温かくなりました。そして、震災を経験された東日本
の人びとは、多くの支援を頂いた遠方のからの来客に丁
寧に接してくださることで、あの時の感謝の意を表現さ
れているのだと感じました。ほんの小さな出来事です
が、仙台を訪れたからこそ感じることができた経験。人
と人が出会い体験するすべての事柄には多くの学びと成
長の機会があることを実感いたしました。
　素敵な運転手さんを疑った自分自身の心の貧しさを反
省しつつ、降車する時に100円を支払い『おつりはいりま
せん』と言った『せこい』行いを重ねて反省します。

Special Column 名古屋YMCA

「第50回仙台YMCAクリスマス」の開催が決定いたしました。2021
年12月3日(金)の18時から19時まで、トークネットホール仙台（仙
台市民会館展示室）で行います。コロナ禍のイベントですので、3
密を避け、参加人数を200名に限定し、時間を短縮し、飲食もしな
い、ということになってはしまいますが、留学生と一緒にクリスマ
スを祝うことができます。プログラムとしては1時間の中で礼拝と
交流会をします。礼拝では寸劇・音楽等で楽しくクリスマスの話を
観賞し、交流会では、留学生と一緒にジェスチャーゲームをしま
す。皆さんと楽しく交流できます。
 また、参加した留学生には食料支援をします。支援に参加したい！
という方はYMCAにお持ちいただくか、または「アマゾンみんなで
応援プログラム」からご支援いただくか、2通りの方法がありま
す。少しの支援だとしても、留学生にとっては大切な食料支援です
ので、皆様のご協力をお待ちしております。例年通りの仙台YMCA
クリスマスとは少し異なりますが、『クリスマスのこころ』、つま
り、『一緒にクリスマスを楽しむ』ことができますので、皆さんの
ご参加をお待ちしております！

仙台YMCAクリスマス実行委員： イシドロ アビゲイル

  ����年��月�日(金) / ��:��～��:��
Dec �rd, ����  /  ��:��～��:��

 トークネットホール仙台
      (仙台市民会館展示室)

Talk Net Hall Exhibition Room

留学生  無料

小学生以上の参加者  ���円
Students from overseas are free of charge

第��回
仙台YMCAクリスマス

「 杜の都 仙台 ～�,���円物語～」
名古屋YMCA / 中村 隆  総主事 

★ ★★★ ★

※こちらのエッセイは、名古屋YMCAの
「名古屋青年」11月号の総主事コラムに掲
載されたものです。いつも仙台青年をご覧
いただいている皆様にもぜひ読んでいただ
けたらと思い、今回、掲載させていただく
運びとなりました。掲載をご了承ください
ました中村総主事に感謝申し上げます。
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