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特定非営利活動法人 せんだい杜の子ども劇場 

平成 25 年度（第 8 年度） 事業報告 

（平成 24 年 11 月 1 日〜平成 25 年 10 月 31 日） 

 

≪平成 25 年度事業の基本方針に寄せて≫ 

 東日本大震災より１年７ヵ月が過ぎ、当法人は２５年度を迎えました。 

本年も被災した子どもたちとその家族が心を癒し、少しでも前を向いて進めるよう各

事業を行ってきました。福祉医療機構より 2 年継続で助成を受け実施できた「みんなつ

ながれ！杜の子まつり」、被災地支援で来仙したアーティストによる子育て支援コンサ

ート、榴岡および新田児童館での日常を通した子どもと親支援、ママパパライン、杜の

子サロンそして和太鼓ワークショップ等々を通して、せん杜は大震災後の支援を続ける

ことが出来ました。 

本年の活動から、私たちは社会より大切な気付きを教えて頂きました。それは、「つ

ながろう」「つながる」「つなげる」こと、そして思いを共有して事に当るということで

す。杜の子まつりを共に推進してくれた７ＮＰＯに、そのつながりから新たな出会いが

生まれ、「あそびのひろばｉｎ石巻」では全国各地の企業で組織する（特活）キッズデ

ザイン協議会による子どもの体験ブースが加わりました。仙台と石巻地区のジュニアリ

ーダーの交流に神戸の高校生・大学生による被災地支援がつながり、杜の子まつりでは

三者交流しながら子どもたちのサポートにあたりました。本年 10 月には 3 回目のプレ

企画を実施しました。ジュニアリーダー研修・交流とパフォーマンスそして「かえっこ

バザール」を初めて開催しましたが、乳幼児から小学生までが家族と一緒に楽しんでく

れました。 

大震災時、障害を持った子どもたちとその家族が避難所で安心して過ごすことが出来

なかったということがありましたが、「え・が・おｉｎ東中田」では、障害の有無に関

らず子どもたちが地域で安心して過ごすことができるようにと、子どものバリアフリー

を目指しました。障害を持った子どもの参加が兄弟や親の参画へとつながりました。 

ひとつのきっかけが新たな出会いを生み、賛同者や協力者の輪が広がっていき、更に

深く共感できたことを肌身で感じた一年でした。「子どもたちのために」という共通の

思いをもった市民にたくさん出会ったことで、被災した子どもたちに思いを形にして集

う場所を作ることが出来たと思います。 

一方で、沢山の事業が年間を通して行われましたので、事務局や担当理事が多忙を極

めたことも事実です。会員拡大を達成できなかったこと、2～3 年先を見据えての理事

会が開けなかったことは大きな反省点です。これまで拘ってきた芸術鑑賞の存続のため

にどうするのかも掛け声だけに終わってしまいました。課題を受け止め分析し、次年度

は具体的なアクションを興すことが求められます。「何のためにするのか」という原点

に戻り、決して自己満足に陥らないよう、 

何を優先するのかを常に意識して、自己向上に努めていきたいと思います。 

 

代表理事 齋藤純子 
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≪平成 25 年度事業報告≫ 

【１】基盤事業の実施 

 

①芸術文化体験事業 

芸術鑑賞は年間 6 回７作品を実施しました。平成２４年度「みんなつながれ！杜の子

まつり」での芸術体験として「ジンマサフスキーのサイレント・コメディ・マジック」

（石巻市）、「びりとさくちゃんのクラウンショー」（太白区東中田地区）、「アンディ先

生のマジックショー」「ミュージカル すてきなさんにんぐみ」（仙台市）でした。7 月

の子育ち応援フェスティバルは、オープンした宮城野文化センターを会場に劇団うりん

こによる「ぼくってヒーロー？」を実施しました。また、２４年度に引き続き「みんな

つながれ！杜の子まつり」事業が福祉医療機構より助成を頂き、８月「びり＆ブッチー

のクラウンショー」（東松島市小野駅前仮設住宅）、１０月に３回目のプレ企画となった

「阿部清人 防サイエンスショー」を石巻市で実施しました。 

大震災後からは参加費徴収をせず、一人でも多くの被災した子どもの心を癒すことを

最優先に行ってきましたが、参加した親子には概ね好評であり、感想等から体験の意義

を理解していることが覗えました。ただ、鑑賞事業を継続していくための資金調達力は

未熟であると認識しなければなりません。助成金に頼らないマネジメントを考え実行し

ていくことが中長期の課題です。 

 

②子どもの体験事業 

 子どもたちによる人形劇サークル「ちょこタイム」の活動が年間を通してありました。 

仙台市男女共同参画フォーラムや学コミ「あそびの天国」への参加も恒例となってきま

した。学業が忙しく中高生はなかなか参加できない状況もありますが、子どもたちによ

る計画・制作・実行が受け継がれており、子どもの社会参画意欲は持続しています。 

杜の子まつりはプレ企画を含めて 4 か所で行いましたが、子どもの体験コーナーは諸

団体および企業の協力を得て実施することが出来ました。本年 10 月には石巻地区で「か

えっこバザール」も実施、初めてにも拘らず大勢の家族が参加してくれました。 

 ファミリー和太鼓ワークショップは昨年に引き続き秋保のほうねん座稽古場で子ど

もと大人が同じ量の稽古をし、ぶち合わせ太鼓が出来るまでとなりました。本年もみや

ぎのまつりの第 2 会場（榴ヶ岡市民センター）で成果を発表しましたが、榴岡児童館児

童クラブ保護者有志と子どもたちによるダンスパフォーマンスも加わり、子ども同士が

お互いの成果を認め合い共有できた機会となりました。 

 子どもＮＰＯとの交流は出来ませんでした。 

 

③子育て支援事業 

 ママパパライン仙台の常設は年間を通して実施できました。仙台市共同募金会・泉区

社会福祉協議会より助成を受け、ママパパラインカードを仙台市内によりきめ細かく配

布することが出来ました。本年も名義後援を宮城県・仙台市・宮城県社会福祉協議会・

仙台市社会福祉協議会・宮城県ＰＴＡ連合会・仙台市ＰＴＡ協議会・宮城県私立幼稚園

連合会・河北新報より頂き、周知活動は沿岸部を中心に県内へ広がってきました。 
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電話内容は、子どもの成長や自身の悩み等から震災後の生活状況や放射能の影響に対

する電話が多くなっており、電話がかかってこない日は殆どありませんでした。受け手

の研修は月 1 回、受け手全員がスーパーアドバイザーと共有し振り返りをしました。受

け手のスキルアップ講座は助成金や子どもＮＰＯ・子ども劇場全国センターとの共催等

で実施しました。受け手スタッフのローテションが些かきつくなっており、新規受け手

募集は引き続き行い、資金調達とリスクマネジメントも考えなければいけないと感じま

した。 

 杜の子サロンを利用する親子が増え、リピーターが定着してきました。「ゆったり、

ほっとできる場所」への利用者の信頼度は高く、これまで丁寧に寄り添ってきた所以と

いえます。一方で、サロンを支えるスタッフや協力者が不足する状況が出てきました。

協力者の輪を広げていくため、サロンの利用者が地域で安心して暮らしていくためにも、

泉中央地域内および学コミ等のネットワークを活用し地域で子育て支援をする基盤づ

くりにつなげていく視点が必要となってきました。 

 泉区子育て交流会「いずみん」、みやぎの区協議会子育て支援部会への参画は、両区

の現状を捉えニーズに合った支援を行っていく上で貴重な場所になっています。各区内

の子育て支援団体が一緒に取り組むことによって、区内の課題解決に貢献できることは

非常にありがたく、児童館業務やママパパラインを含んだせん杜の子育て支援全体につ

なげ活かしていきたいと思います。 

 子育て支援に関っているスタッフ、理事、児童館職員が一緒に受ける研修や現場をつ

くることで、「寄り添う、一人ひとりを大切に」を共有する必要があると感じた一年で

した。 

 

④指定管理事業 

榴岡児童館は開館 7 年目、新田児童館は 4 年目の業務に入りました。小学校の規模の

違いはありますが、両館とも子育て中の世帯が多いこともあり年間利用者は増加してい

ます。児童館まつり等へ地域の方々が参加するケースが非常に多く、スタッフやボラン

ティア協力もあり、地域内世代間交流の場になってきました。 

震災後の事情として、心に不安を感じている利用者や沿岸部より避難生活をしている

方も潜在的に多く、日常的に来館者の気持ちが安定する雰囲気づくりに心がけ、被災地

支援として立ち寄るアーティストや日常の中にアート表現を取り入れ、子どもから大人

までの心のケアに努めました。 

本年の特徴として、子どもが自ら考え計画し実行する場面が増えてきたことがありま

す。やってもらう側からやってみる側へ、児童館まつりや子どもまつりでのスタッフや

実行委員会の存在は、子どもたちの持っている力が引き出され、子どもの社会参画の場

になってきました。 

両児童館とも子どもの安全を確保するため、学校・地域と共に行動しました。新田は

仮校舎からの登館に 30 分強かかるため小学校まで職員が迎えに、榴岡は北側道路受水

槽工事の進捗状況により通館路の変更をしてきました。小学校や地域と共有して対応す

ることは子どもの安全を優先する上で不可欠であり、日頃から「顔が見える関係」があ

るからこそ安全確保が出来ているといえます。両地域とも常に学校と児童館を一緒に考

えており大変ありがたく思います。 
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児童クラブ登録者数は榴岡 104 名、新田 155 名でスタートし大規模化の傾向は続い

ていますが、有料化後は経済的理由で退会する世帯も出てきました。大規模化の傾向は

当面続くと予想され、登録児童の受入数について仙台市と引き続き協議する必要があり

ます。 

仙台市が開催する児童館管理運営団体会議や仙台市内児童館連絡協議会では、有料化

の検証や今後について引き続き話し合いがもたれていますが、新たな動きとして、来年

6 月に全指定管理者が協働し「仙台市まるごと児童館 2014」を開催する予定であり、

現在、各指定管理団体の児童館職員で実行委員会を発足し内容の検討に入っています。 

仙台市による行政評価は、両児童館ともＳ評価でした。日常を丁寧に、一人ひとりを

尊重し寄り添うこと、この積み重ねが現在に至っていると思います。 

 

⑤ネットワーク事業 

 被災地支援事業の「みんなつながれ！杜の子まつり」は 3 年目に入り、推進委員会は

１０団体となり、プレ企画を実施する現地から団体が参加するケースが出てきました。 

また、昨年 11 月の石巻でのプレ企画では、（特活）キッズデサイン協議会という企業の

集合体と一緒にひろばを開催することが出来ました。行政や企業との連携・協働に手応

えを感じましたが、更なる行動が必要であり、臆せず自らの一歩を踏み出すことが肝心

であると思いました。 

杜の子まつり、子育ち応援フェスへの参加団体および中高大学生ボランティアの増加

等々、つながることで子どもたちを支える輪が広がっていくことを実感しています。泉

区や宮城野区の子ども体験活動、区民まつりや子育て支援に団体として関ることで、思

いでつながるネットワークが広がりました。つながることから「つなげる」側にもなる

ことが今後の役割の一つになると思います。 

 

 

【２】東日本大震災後の被災地支援 

 

＊「みんなつながれ！杜の子まつり」 

 福祉医療機構（H24 ,25年度）より助成を受け、継続事業として取り組んできました。 

沿岸部を含む 3被災地でプレ企画を実施し、仙台での本まつり、総括としてフォーラ 

ムディスカッションを行いました。３被災地のニーズはそれぞれ違っていましたが、現

地のニーズに沿ったプログラム実施に拘り、打ち合わせを丁寧に行いました。その中で、

現地が抱えている不安や課題が被災者より出てきたこと、共に話をすることで信頼関係

が深まったことも、継続して支援をしなければならいという私たちの思いを強く推し進

めました。 

激甚被災地である石巻地区での実施は、石巻地区と仙台市内のジュニアリーダーの思

いである子どもたちのあそびのサポートと研修を軸に検討していきましたが、国内の企

業で構成する（特活）キッズデザイン協議会の協力のもと、子どもの体験ブースが専門

家による本物体験の場となり、会場が石巻市立大街道小学校体育館となったことも企業

と学校現場がつながったからこそと思います。 

東松島市小野駅前仮設住宅群では、子どもたちの体験に世代間交流を含めて実施する
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ことで、子どもたちの笑顔が仮設で暮らす大人たちの大きな癒しとなってきたことが覗

えました。また同地区にある子育て支援センターと共有もでき、子育て支援の一環をセ

ンター内で行うことが出来ました。 

東四郎丸地区では、障害のある子もそうでない子も共に参加できる輪を広げていくこ

とを今年度のテーマとしました。昨年度に比べ、障害のある子の参加が増えただけでな

く、本人やその兄弟が参加から参画することへ変わっていきました。大人側の参画意識

も高まり、地域内での「顔が見える関係」が更に深まったことを実感できました。 

2 月に行われた仙台での本まつりには、約 1000 名の子どもと大人の参加がありまし

た。推進団体の他、市内諸団体の協力のもと、子どもたちに様々な体験ブースが出来ま

した。 

石巻地区と仙台のジュニアリーダー同士の交流は昨年度に引き続き行いました。石巻

のプレ企画に仙台ジュニアリーダーが参画し、仙台での本まつりに石巻よりジュニアリ

ーダーが来仙しました。チャーターバスによる相互往来が出来たことで、ジュニアリー

ダー同士の交流と現場での実践が自己肯定感を高めたようでした。神戸より支援に来仙

した高大学生も本まつりに合流し、3 者が共に子どもたちの遊びを支えました。本まつ

り前日には、仙台と神戸の若者同士がディスカッションする機会が持てたことも、仙台

中央市民センターの協力で出来ました。 

25 年度事業も継続中で、新たに（特活）せんだい・みやぎ冒険あそび場ネットワー

クが推進団体として加わりました。概に、8 月小野仮設住宅でプレ企画を行い、ミニ縁

日と「びりとブッチィー」による全員参加のワークショップを行いました。「仮設住宅

内に引きこもりがちな方がどうしたら外に出てくるのか」と思案する自治会長の言葉に

は、被災地の現状がありました。10 月には石巻で 3 回目のプレ企画を実施しました。

初めて「かえっこバザール」を実施、200 名の参加がありました。現地検討会には 5 団

体が参加、今後連携していく旨が出されました。体験ブースへの協力、ジュニアリーダ

ー同士の交流と研修、ボランティアスタッフ等々、支援の輪が広がりつながっているこ

とを実感、せん杜にとってこの 3 年間で培ったネットワークに改めて感謝したいと思い

ます。 

 

＊被災したママパパを受け止める傾聴電話事業「ママパパライン」 

会津と岩手が新たに参画し、仙台を含め 3 県にラインが出来ました。本年 1 月 28 日

から 2 月 2 日まで被災地 3 県と全国６ラインがキャンペーンを行いました。子どもの

発達やしつけ、教育などこれまでにかかってきた傾向の他に、大震災後に体や精神の不

調を訴える、放射能の心配、仕事の不安定さ、避難先での苦労等々が被災地から聴こえ

てきました。キャンペーン後、会津は「ママパパラインふくしま」と新名称になり、岩

手は７月より「ママパパラインいわて」として常設となりました。９月には全国センタ

ー主催の研修が東京で開催され、受け手のスキルアップと全国の現状を共有できる情報

交換ができました。 
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【３】子どものための舞台鑑賞を社会に支えて貰う取り組み 

 

＊鑑賞を一人でも多くの子どもたちに届けるための支援金を募る 

 ファミリー和太鼓ワークショップに向けて、企業や個人に寄付を募ることとしました

が、寄付は 1 件のみで組織的な行動に繋がることが出来ませんでした。鑑賞準備金が実

質的になくなり民間助成も厳しさを増している状況を鑑みると、自分たちの事業実績を

社会へ伝え賛同者を募っていかなければ鑑賞事業は先細りの一途となります。子ども劇

場が拘ってきた鑑賞事業を絶やさず継続していくために、組織全体で社会へ協力を呼び

掛ける努力を怠ってはいけないと思いました。次年度は、なぜ途中で途絶えてしまった

のかを検証し行動につなげていくことが重要課題です。 

 

  

【４】会員拡大 

 

＊個人正会員 60 名、個人支援会員（特別会員を含む）100 名をめざす 

 2013 年 10 月末現在で個人正会員 37 名、個人支援会員 55 名であり、目標を達成で

きませんでした。支援金を募ることと同様に、組織で行動に移すことが出来なかったこ

とに責任を感じます。法人を維持するために、危機感を持って考えていかなければなら

ない重要課題です。 

 

 

【５】理事会の強化 

 

＊理事研修・・・中超期計画をつくる 

 理事会は 2 か月に 1 回開催してきたものの理事研修は出来ませんでした。複数の事業

が同時進行している状況であり、目の前にある事案を協議することで時間超過となって

しまう理事会が続きました。中長期戦略をじっくり練る理事合宿を開きたいと思います。 

 

 

【６】指定管理の検討 

 

＊新規児童館等の指定管理の検討 

 新規指定管理の検討はなされませんでした。 

   


