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仙台市公民館運営審議会議事録 

（令和３年３月定例会） 

〇 日 時 

令和３年３月 18 日（木）午前 10 時 00 分～11 時 30 分 

 

〇 会 場 

仙台市生涯学習支援センター 5 階 第 1 セミナー室 

 

〇 出席者 

〔委員］相澤雅子委員、安藤歩美委員、大内幸子委員、幾世橋広子委員、後藤武俊委員、 

齋藤和平委員、佐々木稔委員、佐藤正実委員、髙橋卓誠委員、牧靖子委員、 

松田道雄委員、八十川淳委員 

 

［事務局］生涯学習支援センター：センター長 佐藤、センター次長 千葉、事業係長 福本 

青葉区中央市民センター：センター長 小嶋 

宮城野区中央市民センター：センター長 大石 

若林区中央市民センター：センター長 湯村 

太白区中央市民センター：センター長 渡部 

泉区中央市民センター：センター長 内海 

協働まちづくり推進部長 高橋 

生涯学習課長 田中 

公益財団法人仙台ひと・まち交流財団：市民センター課長 古城 

鶴ケ谷市民センター：館長 前田 

 

〔傍聴人］  なし 

 

〇 資 料 

   次第  

   資料１ ：仙台市市民センター事業の調査研究について２（案） 

   資料１-2：子ども参画型社会創造支援事業一覧 

   資料１-3：仙台市公民館運営審議会による外部評価／事業評価報告書概要 

   資料２ ：仙台市市民センター事業の調査研究について３（案） 

   資料２-2、２-3：事業評価シート 

   資料３：市民センター事業説明書「つるっこ画樹園～実れ！鶴心（ﾂﾙｺｺ）！！」 

   

参考資料１：仙台市市民センター事業の調査研究について 

参考資料２：事業評価シート（平成 30 年度記入例） 

 

１ 開 会 

（資料の確認） 
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事務局： 本日は、12 名の委員の皆様にご出席いただいております。仙台市市民センター条例施行規則第

10 条第 3 項の規定により委員の過半数である 8 名以上の出席を満たしておりますので、有効な会議

として成立しておりますことをご報告申し上げます。 

 

２ 挨 拶 

（センター長挨拶） 

 

事務局：ここからの進行は会長にお願いいたします。 

 

副会長：この審議会は原則公開になっておりますが、傍聴の希望はございませんか。 

 

事務局：本日はございません。 

 

副会長：次に議事録の署名委員です。名簿順で、前回は齋藤委員でしたので、今回は佐々木委員にお願い

いたします。よろしくお願いいたします。 

 

３ 協 議 

（１） 仙台市市民センター事業の調査研究について 

・事務局から、資料１、１-2、１-3 により、「子ども参画型社会創造支援事業」のこれまでの経過、

同事業に係る公民館運営審議会の前回評価（平成 25年度）について、資料２により、今回の調査研

究における評価テーマ・視点について、評価を記載する事業評価シートとして、資料２-2（区拠点館

用）、２-3（地区館用）について説明があり、事務局からの提案通りに調査研究を進めることが了承

された。 

 

（２） 令和２年度子ども参画型社会創造支援事業について 

会長：今年度の宮城野区の実施事業について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局： 

（宮城野区中央市民センター長と鶴ケ谷市民センター館長から、資料３により「つるっこ画樹園～実

れ！鶴心（ﾂﾙｺｺ）！！」について説明） 

 

会長：委員の皆様、先ほど了解いただいた、事業評価シートでの 5 つの評価の視点なども念頭に置きな

がら、ご質問などありますか。はい、お願いします。 

 

委員：2 つほどあります。一つは、鶴ケ谷市民センターの皆さんのご努力に本当に感謝したいということ

です。鶴ケ谷という地域は、様々な意味で色々な方達が住んでいて一つの町の縮図のようになって

いる。例えば、アパートも民間、市営、公団と様々で、ある面、大変難しい部分があるのです。私

が中学校の PTA 会長をしていた昭和 62、63 年頃には学校が成り立たないような状態で、おやじが

出ていくしかないとの思いで親の会を立ち上げました。それから 30 年経って、今はすばらしいです

けれど、基本的な部分はそう変わっていないはずなので、ここで成功すれば、他の地域では楽に実
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行できると思います。今日改めて見させていただいて、すばらしい活動だと感じましたので、これ

からも、親の会、PTA の OB 会といった人達と連携し力を借りながら、市民センターを中心にぜひ

頑張って活動していっていただければありがたいと思います。 

   もう一つは、鶴ケ谷の件とは離れて申し訳ありませんが、評価シートについてです。私は、箇条書

きで記入するというのはベストでないと思います。委員の皆さんの評価を、それぞれの考え方で箇

条書きにしたり自由記述にしてしまうと、後から集約しようとした時にきちんとしたデータが取れ

ないと思うのです。時間もない訳ですから、「平成 30 年度記入例」の様式の右側に設けてある達成

度の 1～5 のように、事務局であらかじめ項目を設けていただいて、チェックしていく形にならない

か。最後に「その他」として、それではどうしても言い表せないものを自由記述できる欄も一つ作

るという形にすれば、後から集約して見る際大変楽なのではないかと思いますので、事業評価シー

トについてこの辺りを少し考えていただけると本当はありがたい。このままで実施するというので

あればそれで構わないのですが、今後は少し工夫すべきではないかと思いました。 

 

会長：前半は、委員ならではの地域性についてのお話で、改めまして我々も勉強になりました。ありがと

うございます。後半の事業評価シートについてのご意見ですが、先ほど皆さんにご了解いただいては

いるのですが、いかがでしょうか。ただ今のご意見のように、さらにコンパクトにして、視点に対し

てそれぞれ 1 から 5 まで段階付けし印を付けて達成度を評価する。また、例えば、現在「上記に該

当しない事項について」と様式の下部に設けている欄を自由記述欄として、全体的にざっくり記述い

ただく等、シートの記述の仕方について何かご意見がありましたらお願いします。 

 

委員：評価シートの件からお話しさせていただきます。評価ということになっていますが、点数を付けて

しまうと違う方向にいってしまうと思うのです。点数ではなくご意見という形で集約していければ、

今後の活動にプラスになる方向性等が見えてくるのではないかと思います。箇条書きで記述したも

のをまとめて、平成 23 年度から実施してきた「子ども参画型社会創造支援事業」についての集大成

といった形にしていくという方向で進めていけば良いのではないかと思います。1 から 5 までの何

点と評価して、良かった、悪かったではなく、もう一歩進んだ意見が欲しいということなのではない

かと私は考えていますので、それぞれの気持ちをまとめるには、事業評価シートはこのような形で良

いのではないかと思います。色々な事業を視察しましたが、形として何もまだできていなかったの

で、事業評価シートが提示されて良かったと思ったところです。視察で感じたことをシートに箇条書

きで記述したものを事務局がまとめて、今年の審議のまとめになっていくのだろうと考えています。 

鶴ケ谷の「つるっこ画樹園」の視察には、私も行かせていただきました。中学生が今できること、

地域のために何をしたらよいのかを一生懸命に考えて、地域の人たちを呼んで楽しいことをしよう、

まとまってやっていこうという気持ちが非常に表れていました。市民センターの事業として、協働と

いう形となれば良いし、今後も継続していけばさらに大きいものになっていくと思います。最初は参

加者が全く集まらないところから始まったそうですが、あれほど多くの人が集まって楽しんでいく

顔を見ていたら、これからもずっと続いていくに違いありませんし、応援させていただきたいと思い

ます。 

 

会長：お二人の委員から評価シートも含めてご意見をいただいて、改めて我々の取り組みについて意識化

できたのではないかと思います。確認しますが、最終目標としては、「資料１-3」の平成 26年度の報
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告書のような形で、最後に「5まとめ」ということで総括して仕上げる。そこに向けては、委員の皆

様の間で練っていただいたものを基に事務局にたたき台を作っていただいて、それについてさらに

我々が検討するということになるかと思います。今後の計画案が「資料２」の裏面にあって、次回 5

月 13日は「意見交換」と設定されています。この意見交換について、副会長、事務局と今相談して

いることがあります。昨年 8 月の定例会でコロナとの共生時代における市民センター事業をテーマ

として小グループに分かれてのワークショップを行いました。いつものようなコの字型の会場設定

ではなく、あの時のような形で小グループに分かれた意見交換を行って意見を深め練り上げていっ

てはどうかと思うのですが、いかがでしょうか。皆様が事業視察などを行って作成した事業評価シー

トを基に次回小グループで深め合うということになりますので、その時に議論がしやすい表記の仕

方で良いのではないかと思います。先ほど、もっと見やすく数値化した方が良いとのご意見がありま

したが、例えば“5”となった数値の背景には、協働のあり方、地域性がすばらしいといった色々な

思いがある訳です。その辺は、やはり言葉で表現してあった方が、小グループでの意見交換の際、議

論を深めやすいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。ただ、文章ばかり多すぎるとこれ

もまた一目で良いのか悪いのかが分からず、どちらも一長一短がありますので、基本的には文章で表

しながらも、ここは達成度“5”に相当する位大変良いのではないか、いやここは改善が必要だ、な

ど端的な言葉で示す部分があっても良いかもしれません。事業評価シートの書き方としては、5月定

例会で我々が議論を進めるにあたって、話し合いを深めやすい表記の仕方ということでよろしいで

しょうか。 

 

委員：事業評価シートの評価の視点を基に意見交換をするという会長のお話を聞いて、事業を実際に担当

した人から、各事業の実績やプロセス、成果についてヒアリングした上で意見交換すれば、事業評価

のレベルが上がるのではないかと思いました。 

 

会長：この件は最後にもう一回確認することとして、先に進ませていただきます。 

委員の皆様はそれぞれ各事業の視察に参加されていますので、次の（３）「その他」では、南光台

に視察に行かれた委員の方々から感想やご意見をいただきたいと思います。お互いのご意見等を聞

いて、このような点が評価できるのか、良い点なのかと気付き事業評価シートの内容も深めていける

のではないかと思います。 

先ほどの「つるっこ画樹園」についてご意見等いただいた皆様、改めてどうもありがとうございま 

した。 

南光台市民センターの「巨大かるた大会」には 9名の委員が視察に行かれましたが、それについて

のご意見いただく前に、このイベントを運営した中学生が終了後に振り返りの会を行った際の動画

を用意していただきましたので、そちらを見たいと思います。 

 

 （『南光台をもっと元気に委員会２』に企画委員として参加した中学生たちが、振り返りの会の中で事

業に参加して良かった点や反省点、今後やってみたいこと等を発表する動画をプロジェクターで投影） 

 

会長：今の子ども達が運営したイベントに視察に行っていただいた委員の皆様から、ご意見や感想などい

ただきたいと思います。 
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委員：南光台市民センターの「南光台巨大かるた大会」の感想を述べさせていただきます。寒い中、小学

生から大人の方、先ほどお話に出てきた「おやじの会」の方など 50人近くの多くの人達が参加して

くれていました。今、振り返りの言葉を聞いても、子ども達にとって、とても楽しく、自分達でやり

遂げたという達成感を得ることができたイベントになったのではないかと思いました。ジュニアリ

ーダーでもある子が半分以上を占めていたのですが、このジュニアリーダーという存在がとても大

切だと感じる場面がたくさんありました。少し時間が空いた時に、ゲームをしたりなぞなぞを出して

場を盛り上げてみたりということをきちんとする子ども達だったので非常に感心させられました。

企画から全て自分達で行ったのだという自負といったもの、ジュニアリーダーとして活動している

こともあってできたことだと思いますが、周りの大人たちが支えてくれる安心感もあったのではな

いか。学校ではない場所である市民センターを軸にして、先生方も参加者の立場で一緒に活動してく

れる安心感、「おやじの会」や保護者の皆さんも地域の人達であり、周りにいつもいてくれる人達で

あるという安心感の中で自分達がやりたいと思うことを活動できることが、とても良いことだと感

じました。また、ルールをきちんと決めて、そのルールに乗っ取ってしっかりと運営していたのが印

象的でした。小学生に対して中学生が、間違ったことをしてはいけないときちんと教えて、その小学

生が「はい」と素直に言うことを聞くというやりとりがとても良いと感じました。コロナ禍の中、市

民センターの活動としては大変だったでしょうが、とても良いイベントだったのではないかと思い

ます。 

 

会長：ありがとうございます。ではお願いいたします。 

 

委員：概要については、今お話があったとおりですので、私からは感想をお話しします。現地で伺ったと

ころ、14 回ほどミーティングを重ねて企画を練り上げていったということで、当日もその様子が見

えました。仕掛けをされたのが館長さんだそうで、やはりそのようなキーマンとなる方がいるという

ことが大切だと思いました。広い会場に小さく集まって微笑ましく、初めは少し寒く感じられていた

のが徐々に熱を帯びてきて、最後の方につなぎで行っていたクイズ大会も意外に盛り上がって、面白

く見ました。先ほどの「つるっこ画樹園」とも通じますが、小さな地域での小規模な企画だからこそ、

集まり話し合って実施できる。大規模になると、このコロナ禍の中ではなかなかできない。小さいか

らこそ、対策もしっかりしながら実施していくということで、ある意味でこの状況の中でのモデルと

言いますか、子ども達が元気になっていく一つの形を見たような気がしました。 

 

会長：ありがとうございます。お願いいたします。 

 

委員：私は、鶴ケ谷も南光台も開発当時から関わっておりまして、大変ありがたく思っています。南光台

のかるた大会を見せていただきとても良かったと思ったのが、地元の人間でないと分からないこと

がたくさんかるたの内容に盛り込まれていたことです。「南光台にはなぜ焼き肉屋が多いのか」など

というのもあり、これにはそれなりの理由があるのですが、とてもうれしく思いました。かるたをこ

れからどのように活用するのか、作る苦労はどうだったのか、お年寄りの方達や小学校などでも使っ

てもらうと良いのではないかなどと思いながら見ていました。今、録画で子ども達の意見をたくさん

聞けましたが、当日はなかなか聞けなかったので、視察の際は、できれば事業の後にでも話をゆっく

り聞ける時間があった方が良かったのではないかと思いました。あそこまでこぎつけるためには、 
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市民センターの方や学校関係者には大変なご苦労があったのではないかと思います。いずれにして

も、見て良かったというのが正直な気持ちで、これからもぜひ子ども達には市民センターを中心に地

域でがんばってもらえればありがたいと思っています。 

 

会長：ありがとうございます。お願いいたします。 

 

委員：私も、かるたの内容が地域のことをよく知らないと書けないものだろうと思って見ていました。

色々なところに足を運んで、地域の実情を把握してきたのだろう、そのようなプロセス自体も子ども

のためになるのではないかと思いました。これは「つるっこ画樹園」でも、地域の絵画を描く際は地

域のことをよく知らないと描けないという同様なスタンスがありました。ゲームの企画でも、かるた

のどのよう場合が OKあるいはだめなのかということを子ども達が色々と検討して、自主的にルール

作りをしていったのではないかと思います。振り返りのビデオで、主催した子ども達の感想が聞け

て、評価シートに書けそうだと思いました。本当は、「巨大かるた大会」に参加した人たちの感想や

企画した市民センターの担当者の方からのお話なども聞けたらもっと書きやすかったのではないか

と思いました。 

 

会長：ありがとうございました。お願いいたします。 

 

委員：中学生、子ども達が企画から当日の司会、運営まで全部行っており、先ほどの鶴ケ谷の方も同様な

ことをおっしゃっていましたが、決して近道ではなかったが、話し合いの時間をたっぷり持って子ど

も達に任せたと当日センターの方が話されていて、その任せ方がすばらしいと思いました。「南光台

をもっと元気に委員会２」の委員の子ども達 8人が 14回のミーティングを重ねた結果ということで

したが、委員のうち 6人が剣道部で、１年生の男子が 2年生の先輩たちを委員会に引っ張ってきて、

一緒にやろうと呼び掛け、あのように広がっていった。当日のかるた大会にはその剣道部の顧問の先

生を始めとした中学校の先生チームなど、地域ぐるみ、町ぐるみで取り組んでいて、昔の運動会を見

ているような感じがしてとても良いなと思いました。「仙台プラン」に書かれている、交流と地域づ

くりに着目した活動という、まさにそのことがこの「かるた大会」に現わされていると思いました。 

 「かるた大会」中、子ども達が自ら率先して活動しているのが見られた一方、館長さんの言葉で感

心したことがあります。例えば、ある子どもが寒いからとポケットに手を突っ込んでいると「格好よ

く見せろよ」、最後の点数発表の際バラバラになってしまっていたのも「格好よくしろ」と言って、

「格好よく」という一言が魔法の言葉のように、それを聞くと子ども達がシュッとするという瞬間を

何度も見ました。このように子ども達が大人の声を聞き、中学生が年下の子ども達に対して色々と教

えるという多世代交流がとてもよく現れたイベントだったと思いました。 

 

会長：副会長お願いします。 

 

副会長：当日は非常に寒い日でしたが、参加している皆さんは寒さを感じさせないくらい、心から楽しん

でいる様子でした。剣道部の生徒が顧問の先生を連れてきて、他の先生たちも加わってチームとして

参加したり、おやじの会の方も参加する。おやじの会と先生チームは、大人の部に参加し真剣に勝負

に挑んでいて、非常に楽しそうでした。中学生チームが 3つ位、小学生チームもたくさん参加してお
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り、小学生の子が取ったかるた札を私に見せて、地区には児童館が 3 ヶ所あって自分はこちらに通

っているなど色々と説明してくれました。地域のことがあまり分からない人達にとっても、現在だけ

ではなく昔の南光台についても知ることができる良い機会になったのではないかと思いました。ま

た、最後に賞状が出されたのですが、館長さんが一枚一枚手書きされており、少々時間が掛かってい

ました。その間、企画委員の子ども達がゲームを一生懸命考えてその場をつないでくれて、賞状を受

け取った際の子ども達がまたとてもうれしそうだったのが見ていて良かったと感じました。学校の

先生やおやじの会といった大人も参加し、近くの児童館も参加して、地域一体で参加しているのがと

てもほほえましく、企画委員が、今のコロナ禍の中でいかに安全で楽しく実施できるか考えたことを

感じることができた良いイベントだったと思います。 

 

会長：ありがとうございました。今日は残りの時間で、皆様全員のご意見をいただきたいと思います。ま

だご意見をいただいていない委員の皆様から、今日の全体を通して、あるいは次回に向けて短い時間

になりますがお願いしたいと思います。 

その前に、事務局から何か事業視察についての説明などがあればお願いいたします。 

 

事務局：1 月 26 日の「青陵インパクト」への視察については、お知らせのとおり中止とさせていただき

ましたが、事務局の手違いから会場に出向かれた委員がおられ、学校の了解の上に視察いただくこと

になりました。よろしければ、「青陵インパクト」についてご意見・ご感想など伺いたいと思います。 

 

会長：よろしくお願いいたします。 

 

委員：文章にまとめてきましたので、そちらを読み上げながらお話しさせていただきます。1 月 26 日に

「青陵インパクト」の視察で青陵中等教育学校へ行ってきました。「青陵インパクト」の内容につい

ては、前回の公運審で青葉区中央市民センターの担当の方に説明いただいたとおりで、簡単に言えば

町内会の活動を分かりやすいゲームに仕立てたものです。私は以前、他の研修でこのゲームを体験し

たことがあって、どのような過程でどのように考えて作られたのか非常に興味があったので今回視

察に参加させていただきました。子ども達だけでできたものではなく、青葉区中央市民センターの方

の指導によるところがかなり垣間見えました。中学校、高校の学年を越えて、自ら希望した生徒が 17

名で活動しており、視察当日は 12名が参加していました。この日の主な議題と活動は、すでに概ね

でき上がっているカードの見直しとイラストを描くことでした。例えば、「集会所」というキーワー

ドでは、安全な町、楽しい、きれいということを伝えたい、「夏祭り」というカードについては、夏

に限らず「祭り」という名前にしたらどうか、「スポーツの秋」では、スポーツをしようとか地域で

交流したいという内容を織り交ぜてはどうかなど。また、「地震」で「怖い」というキーワードを入

れるとやはり恐怖につながってしまうので、「もし来たらどうしよう」という言葉で広げていく。そ

の他、仙台ならではの「町内会で行う芋煮会」というキーワードには炊き出しの絵を描いて芋煮会に

交流のイメージをつけたらどうかなど、これら全てが子ども達の言葉で出てきたことです。イメージ

を膨らませて発言してゆく作業がテンポ良く進められていきました。 

その際、感心した点が三つありました。一番感心したのは、互いの発言を認め、否定しないこと。

否定する言葉は一つもありませんでした。二つ目が学年を越えて話し合えること。困ったときはお姉

さんに相談できるという経験は、人生の大きな財産になると思って見ていました。三つ目は真剣であ
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ることで、とても良いものでした。誰もふざけておらず、真剣にディベートを続けていました。青葉

区中央市民センターの担当の方の進行のテンポがとても良く、子ども達がまたそれについていく。お

互いに認め合い、自分達で考えながら決めていっていました。東日本大震災の時に幼稚園だった生徒

達がもう立派に育っていました。 

最後に、ある高校生が論文を書いてみたと数枚の紙を見せてくれまして、そのタイトルが「日本、

韓国、イギリスの町内会（自治組織の比較）」となっていました。青陵中等教育学校では高校 2年生

位で論文を書く授業があるそうですが、その中で彼女がこのテーマを選んだことは「青陵インパク

ト」との関係を見て取れました。高校生ならではの視点ではありましたが、公民教育というものにも

触れており、高校生がよくぞここに興味をもってくれたと感嘆しました。「青陵インパクト」は非常

に奥の深い学びになっていることを感じて帰ってきたところです。 

 

会長：視察の報告をどうもありがとうございました。我々も勉強になりました。では今日の審議会を総括

してのご意見をいただきたいと思います。お願いいたします。 

 

委員：ただ今の「青陵インパクト」についての報告の最後に、高校生が論文を書いたというお話がありま

したが、これは非常に大事なことだと思いました。 

「チャボ！」には視察に参加させていただきました。その際は小学生と中学生が参加していました

が、今日「南光台をもっと元気に委員会２」の振り返りのビデオを拝見して、ここでは全員中学生で

はありましたが、一人だけ青陵中等教育学校の子が混じっていたようでした。学校の垣根を越えるこ

との良さということが「南光台」の方にはあったのですが、「青陵インパクト」の場合は青陵中等教

育学校の校地の中で活動しているということで、どうしてもクローズな感じにならざるを得ないの

ではないかと思いながらお話を聞いていたところ、最後に一人の高校生が、今後専門教育、高等教育

を受ける直前という時期に世の中とのつながりへの関心を身近なところで求めつつあるような可能

性を感じました。各事業の中で、それぞれ良いところとさらに改善したら良いところについてお互い

に横に並べてみるとある程度見えてくるのではないかと思いました。 

 

会長：ありがとうございます。お願いいたします。 

 

委員：ご報告ありがとうございました。私は「つるっこ画樹園」には参加したのですが、「南光台」には

参加できなかったのでビデオがあったことで非常に評価もしやすくなり、ありがたい資料だと思い

ました。子ども達の表情や自分の言葉で語っているのを見ただけで、良い事業だったことがすぐに分

かって良かったです。特に良かったと思うのが、子ども達が今後やってみたいことを、例えばコロナ

が終息したらドッジボール大会を企画してみたい、遊んでみたいなど、色々と話していたことです。

自分がやりたいことを自分で企画するということをあの年齢で学んで、このようにすばらしいこと

ができるという体験ができるということは大きな価値になりますから、そのような機会をできるだ

け多くの子ども達が受けられるようにできたら良いと個人的に思っています。特定の部活動や特定

の学校等に活動の拠点が固まってしまうと、その機会を受けられる子どもと受けられない子どもの

格差が生まれてしまうので、できるだけ門戸を開いて色々な子ども達に呼びかけて参加してもらえ

るようにできれば良いのではないかと思います。 

 



  9/9 

会長：ありがとうございました。お願いいたします。 

 

委員：私は「青陵インパクト」の視察に行けず残念だったのですが、先ほどとても分かりやすく説明して

いただいて、自分が行ったかのようで本当にありがとうございます。色々な場所で子ども達が頑張っ

ていることを感じています。先ほど見せていただいたビデオでは、「南光台巨大かるた大会」に関わ

った子ども達が、「おやじの会」の人達の顔が見えたのが良かったとか、これからは直接地域の福祉

活動もしていきたいなど、かるた大会を通じて今後のことまで考えていて非常に感心しました。ま

た、メンバーの半分がジュニアリーダーだということで、そのこともどんどん育っていけている理由

なのかと感じました。 

私は、11月 22日には鶴ケ谷に行ってきました。以前も皆様に感銘を受けたことをお話ししました

が、今改めて子ども達が準備する様子を見、館長さんのお話を聞いて、ワークショップを重ねて念入

りな準備を行ったからこその成功だったのだと強く感じたところです。支え合いのまちづくりを目

指す中で中学生が地域の一員として役割を持ち自己肯定感を生み出しているのは、最初からうまく

はいかなかったそうですが、市民センターと学校、学校支援地域本部といった皆さんが助け合いコミ

ュニケーションを取りながら取り組んできた努力の結果だったのだろうと改めて感銘を受けていま

す。子ども達は、新型コロナはまだ続いているだろうが、来年もまたお客さんに楽しんでもらえるよ

うに頑張るとのこと。1年間で終わらず、今年も全く終わりそうもないこのコロナ禍の中で、子ども

達から希望の光をもらえたと感じています。20 日には「チャボ！」の視察にも行く予定で、とても

楽しみにしています。 

 

会長：ありがとうございました。次回 5月の定例会では、こういったお話を小グループに分かれてさらに

深めていく。深めるにあたっては、「仙台市市民センターの施設理念と運営方針」や「仙台プラン」

などに基づいて、具体的な姿がどうだったかということを評価しますので、そういった意味での視点

はありますが、事業評価シートについては、あまりそれに縛られずに話し合いが深めやすいように記

載いただくということでよろしいでしょうか。では事務局にお返しします。 

 

以上 
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