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認定特定非営利活動法人冒険あそび場

だからこそ遊びの大切さ、とりわけ外遊びの重要性を伝える実践・発信が
必要です。折しも、仙台市も「子どもの遊び環境の充実」の施策をスタート

長く子どもの遊び場・遊び環境づくりに取り組んできた実績も活かしながら、
しっかりと役割を果たしていきたいと考えています。
そして、海岸公園冒険広場を拠点とし、他団体とも連携しながら沿岸の震

−

の持つ魅力に気づき、活かす取組みを続けていきたいと思います。

2020年度も、多くの個人・団体の皆様からの寄付により活動を続けることができました。
この場を借りてお礼申し上げます。会員についても募集中です。引き続きのご支援・応援よろしくお願いいたします。
※当会は税制優遇の対象として宮城県の認定を受けている認定NPO法人です。確定申告をすることで、寄付金の最大約半分が戻ります。

2020年度の助成金・補助金・受託事業等
東京コミュニティー財団「ファンドクリエーション基金」
河北新報社・宮城県・地域創造基金さなぶり「こどものたより場応援プロジェクト」
宮城県「みやぎ地域復興支援助成金」
宮城県「宮城県被災者支援総合交付金事業」
杜の都の市民環境教育・学習推進会議（FEEL Sendai）「 Web 環境学習コンテンツ用素材作成業務」
仙台市「令和2年度仙台市遊びの環境に関する調査・研究業務」
仙台市「海岸公園の一部（冒険広場及びキャンプ場を含む）指定管理業務」(冒険あそび場せんだいみやぎネットワーク・東洋緑化共同企業体)
仙台市「仙台市子育てふれあいプラザ若林指定管理業務」（せんだいファミリーサポートネットワーク・冒険あそび場せんだいみやぎネットワークグループ）

発行・編集

認定特定非営利活動法人 冒険あそび場-せんだい・みやぎネットワーク
〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-8-17日東ハイツ405
jimukyoku@bouken-asobiba-net.com

発行 2021年7月

せんだい・みやぎネットワーク ２０２０活動報告

災被災地域周辺での活動も続けます。遊ぶ、楽しむ、という視点から地域

10

年を迎えた地域で

させ、みどりの基本計画には「プレーパークの拡充」も位置づけられる今、

❶ コロナ禍のなか︑遊べる環境をいかにつくれるのか？

昨年度は遊び場活動の多くが中止・休止となりましたが、本来は、こんな時

特集

そび場だ
よ
り
険あ
冒

2021年度も、新型コロナウイルス感染症拡大の影響は収まっていません。

2020

❷ 震災

２０２１年 度に向けて

2020

コロナ禍のなか、遊べる環境を
ひろびろとした環境の中での

ジレンマもあるなか、工夫して

街中での活動は、全面中止に…。

屋外で思い切り遊んでほしい！…でも、

｢ 東六郷であそぼう！｣ のみ実施。

一か所に集まり過ぎては、
リスクは高まる。

活動のみ実施した、
巡回型の遊び場

2020年度は、あらゆる場面で新型コロナウイルス感染症拡大の影響を大きく受けました。
初めての経験でわからないことだらけのなか、誰もが納得する「正解」を見出せない状況のなか、
あらためて子どもが遊ぶ環境のおかれた状況について気づかされ、考えさせられた1年でした。

開園した 海岸公園冒険広場

「遊びにいくなら屋内よりも屋外を選ぶ」…全世帯配布マ

指定管理者として運営する海岸公園冒険広場は、デイキャ

スクにも同封されたていた「新しい生活様式の実践例」で

ンプ場のみ4/11〜5/31の間休止となったものの、一年を通

は、こううたわれていました。危機的な状況下でこそ遊びが

して開園していました。
「こんな時だからこそ外で遊ばせた

必要と言われるなか、私たちも「こんな時だからこそ、外の

いが、まわり人の目が気になって近所の公園には出かけら

遊び場をひろげられないか？」と検討しましたが、
「この状

れない。冒険広場には、開いていてもらわないと困る」と

況下、様々な人の交流を生み出すことをねらいにした遊び

いった悲痛な声が寄せられるような状況下、緊急事態宣言

場活動を、わざわざ街の中に出向いて行うことが受け入れ

が明けると、例年よりも多くの方が遊びに来るようになりま

られるだろうか？」と考え、見送らざるをえませんでした。

した。
「リスクの低い外で遊ぼう」という思いはしっかりと

以前から取り組んでいた巡回型遊び場で、年度内に唯一

受け止めたいものの、一方で、広範囲から多くの人が集ま

再開できたのは、
「ひろびろとした環境」を活かして実施す

り過ぎれば「外だから安心」とは言えなくなってくるため、

る、海岸公園冒険広場近くでの「東六郷であそぼう！」で

遊具・道具の利用制限、駐車場台数制限などもしながら

した。海岸公園と連携しながら、身近な自然や地域で遊ぶ

の慎重な開園を続けました。

NPO法人せんだいファミリーサポート・ネットワークと共

ことを再認識してもらう提案につながる遊び場活動を行な

そんななか大事にしていたのは、単に「管理を強める」ので

に指定管理者として運営している仙台市子育てふれあい

いました（下の写真）。

はないアプローチを心がけること。園内をひろびろと遊べ

プラザ「のびすく若林」も、コロナ禍への対応に追われ

るように、密集しがちな幼児遊具広場横のバス駐車場を

た一年となりました。屋内施設のため一時は全面休館に

遊び場として積極的に開放したり、遊具以外の四季それぞ

追い込まれた他、再開後も事前申込・定員制での開館と

れの魅力の発信・遊ぶきっかけづくりをしたり…さまざまな

なるなど、大きな制約を受けました。そんななか、隣接す

工夫を行ないました。

る若林区ふるさと広場を活用した外遊びの機会づくりを

︿氷で遊んでみよう﹀ かつて︑
近所の子たちが手作
りのスケートで滑って遊んでいたという水路の跡に
水を張ってみると …
︒工夫すれば︑今でもできるこ
とはたくさんあると︑
実感しました︒

︿園内をひろびろと遊ぼう﹀
←﹁虫とり網まつり﹂と銘打ち︑
たくさんの網を用意
↙ 園内くまなく︑
またまわりに足を運ぶ人も増えました

〈手作りの竹竿で釣りをしてみよう〉 かつて子どもたちは、
「どこで遊べるか」
「どこに遊びの素材が
あるのか」よく知っていました。
「釣り竿なら、
あそこの竹林だよ」
と切り出した竹竿で釣りをしました。

〈バス駐車場の遊び場としての開放〉 ↑夏は、
灌水用ホースで水遊びも…
→広いアスファルト舗装面が、
大きなキャンバスに！

制限のある開館のなか、
あらためて
「屋外」
も注目された、
のびすく若林

継続してきた強みを生かしながら、その回数を月3回から
増やしました。プレーリーダーがいる週3日は毎日のよう
に外に出て、
「屋内が難しいならば屋外で遊ぼう」とい
う発想の転換を促した年でした。
〈のびすく若林は、
イベントでなくてもふるさと広場に出て行くように〉
…乳幼児だから感じられる、
お外の魅力もあります。

いかにつくれるのか？

特集 ❶

Column
コロナ禍であらためて見えた
遊び環境の現状
感染リスクが高まるのは、密集・密閉・密接。このうち「密
接」については、子どもが遊ぶ上では避けられない部分が
大きいですが、
「密閉」＝屋内化や、広域から不特定多数
の人が集まる「密集」については、この何十年かのうちに、
子どもの遊びの世界で急速にひろまったものではないで
しょうか。それぞれが、身近にある遊び環境を知り、遊べ
る状況があれば、コロナ禍のような時も、これほどの影響
を受けなかったかもしれません。そもそも遊べる場所がな
くなったからなのか、経験がなくどう遊んでよいかわからな
くなったからなのか、…なども、気になるところです。
地域で遊ぶことについて、
「他の人の目が気になって…」と
いう声が聞かれました。これも、コロナ前から進んでいた
子ども・保護者を取り巻く環境の変化と言えます。物理的
な環境もさることながら、保護者同士、また保護者と地域
の人が出会い、コミュニケーションをとる機会が以前より
減ったことで、よけいに「他の人の目」が気になり、匿名性
のある空間に行かないと安心できないような状況が生まれ
ているのではと、危惧されます。

特集 ❷

震災10年を迎えた地域で

2021年3月で、東日本大震災発生から10年となりました。海岸公園冒険広場周辺地域でも、
ハード面の「復興事業」は一通り終わりましたが、人口も大きく減少するなかでコミュニティを
いかに維持するかなど、地域にとっては「これから先こそ重要」という状況があるのが実情です。
そんな中、地域の思い出をつなぐこと、地域の魅力を伝えることを大切に、活動を続けました。

「六郷東部の原風景」
ヒアリング
子どもの頃に遊んだ記憶から、
地域の思い出や魅力を探り、伝える
海岸公園冒険広場のある六郷東部地域で、子ども時代をこの地で過ご
した多くのみなさんから地域で遊んだ思い出を聞かせていただいてい
ます。たくさんのお話を聞いて、私たちの暮らしの「すぐそこ」にある地
域に、遊びを豊かにする自然環境・暮らしがひろがっていたことを再認
識させられました。ただ、それらは単に「過去の思い出」とするにはもっ
たいないものばかり。
「今でもできることを探しやってみよう」と、
「東六
郷で遊ぼう！」での実践（p2）につなげたところ、今もたくさんの魅力が
詰まっている地域だということを、再認識させられました。
今年度は、5年近く続けてきたヒアリングや遊び場活動について、
『六
郷東部の原風景』という冊子にまとめました。
なかなか記録には残らな
い子どもたちの暮らしの様子の一端を掘り起こし伝えたいと始めた聞
き取りでしたが、聞けば聞くほど、
かつての子どもたちの経験は、今・将
来の子どもたちの育ちの環境づくりに活かすことのできる貴重な財産だ

ひがろく桜プロジェクト

ということを実感します。
2015年4月の桜の木。
この頃はまだきれいに咲きそろっていました。

旧東六郷小校庭の思い出をつなぐ
…津波に耐えた桜を、再び地域へ

冊子「六郷東部の原風景〜子どもが遊んできた記憶を、
未来へ」
より

パネル展「六郷東部地区と冒険広場の10年」
樹勢が落ちてきたため、
針生園芸さんに協力いただ
き接ぎ木用に枝を採取しました

2018年の海岸公園冒険広場再開以来、
「公園のことだけでなく地

大津波にも耐えて生き残っていた旧東六郷

2020年3月、
寒さに慣れるため仙台に。
（農業園
芸センターさんに仮植えさせていただきました。
）

小校庭（仙台市若林区）の桜の木。
その後

域のことを知ってもらいたい」と来園者への周辺地域の紹介、行事で
の連携など積極的にしてきましたが、この1年は行事なども多くが中

樹勢が落ちてきたことを受け、
その命をつな

止になりました。そこで、2月から3月にかけ、地域と冒険広場の10年

ごうと専門家の皆さんの尽力のもと接ぎ木で

の歩みを伝えるパネル展を実施しました。この10年、地域の皆さん

育てられてきました。
そしてこの2021年2月、

は、厳しい状況のなかにありつつも「これから」のことを話し合い、

コミュニティ広場として再オープンを控えた

市とも協議を重ね、
「地域」を再生する歩みを少しずつ進めてきまし

埼玉の植木生産者新井さんが接ぎ木・
育成してくださいました。
（2018年2月）

東六郷小跡にようやく里帰りを果たしました。

た。紹介しているのは、そのほんの一端ではありますが、海岸公園冒
険広場に遊びに来る皆さんが地域に興味を持つきっかけにしていた

2021年2月27日 河北新報記事

育てられた苗木は20本余り。
六郷東部各町内会と六郷中・六郷小にも植樹していただくことになりました。

旧東六郷小の統合先の、
六郷小学校への植樹

震災以降、
旧東六郷小の移転先にも
なっていた、
六郷中学校への植樹

2月26日の植樹式

だけたのではないかと思います。

●2020年度 トピック
他団体への協力等

メディア等での紹介

遊び場活動・地域行事協力等

新聞

●田子西こだま町内会

●「
〈NPOの杜〉コロナ禍でも子どもに遊びを

●荒井東町内会

北新報̲4/20） ●「TOUHOKUデザイン：海岸公園冒険広場デイキャンプ場

●大和町教育委員会

（河北新報̲9/27） ●「〈志民の輪〉
広がる未来 同心円の丘」
わたしの視点か

●わたしのふるさとプロジェクト

ら『身近な自然で遊んで学ぶ』」寄稿（河北新報̲11/2）●「日差し暖か穏やか

●みやぎ生協

（河北新
な立冬に」（河北新報̲11/ 7） ●「簡易テント設営 親子で防災学ぶ」

●柴田町太陽の村

報̲11/ 24）

講師派遣・授業協力

雑誌・広報誌等

仙台市の「遊びの環境の充実」施策の最初の取組みとして実施

●みやぎ連携復興センター

●
（関塾̲8/1）●「『地域支え合い
「教育情報誌関塾タイムス2020年8月号」

される調査・研究業務を、NPO法人都市デザインワークスと共

●南光台東子ども会育成会

情報』8月末号 市民リレー東北の元気83『外遊びの魅力と子どもの育ちを発

同で受託・実施しました。
「まずはハード・ソフト両面から全体像

●七郷小学校6年総合学習

（全国コミュニティライフサポートセンター（CLC)̲8/20） ●
信』」
「子育て情報誌まみ

を押さえる」
という趣旨の基礎的な調査でしたが、遊びは子ども

「われらはPioneer〜未来のまちづくり〜」

（仙台ぱど̲8/21）●
たん9月号 特集『おすすめ公園＆よりみちCAFE』」
「S-style

親子で園内を散策しました

●
乳幼児の遊びの広場「ちびひろ」
海岸公園冒険広場をフィールドに、乳幼児親
子を対象にした五感で自然を感じるプログラ
ム「ちびひろ」がスタートしました。

●
仙台市遊びの環境に関する調査・研究

の自然な欲求に基づく自発的な行為と確認しつつ、発達段階と

研修・インターン等受入

みると公園・児童館等の施設数は一定の水準にあると評価され

●NPO法人こども∞感ぱにー

（若林区まちづく
̲2月） ●
「はいらいん若林Vol．
24『東日本大震災から10年』」

るものの、
インタビュー・アンケートでは改善すべき点もさまざま指

●宮城学院女子大学プレーリーダー演習

り協議会̲3/1） ●「みやぎ子ども・子育てREPORT

復旧工事による土地改変も進んだ2016
年以降の様子を中心にまとめました。

（プレスアート̲9/11）●
「七郷タウン情報誌teku×teku

（七郷市民センター
第4号」

子どもに関わる大人の想

（プレーワーカーズ̲3月）
い」

視察・見学等受入
﹁プレーパークの拡充﹂も位置づくみどりの基本計画

海岸公園冒険広場周辺の環境について、

Kappo特別編集 『編集部が本気で選んだ宮城を楽しむおでかけ＆宿』」

利用頻度を軸に遊びの環境を整理しました。他都市との比較で

摘され、
より詳細なニーズ把握と検証が求められます。

●
生き物調査報告書 Vol.3発行

（河
公園や事業所対応模索」

●
パブリックコメント等での施策提言
昨年度策定の「すこやか子育てプラン」で、
「遊びの
環境の充実」が位置づけられる中、2020年度にパブ
リックコメントに付された「みどりの基本計画」でも、
市作成中間案の時点で「プレーパークの拡充」の記
述が入りました。望ましい方向性が示される中、内容の
充実のための意見を提出し、多くが反映されました。

●NPO法人記録と表現とメディアのための組織remo（大阪市）

テレビ

●若林区中央市民センター

●ジェイコムニュース
（ジェイコム̲9/18）

●若林区役所
「WAK事業

社会教育実習生

東日本大震災から学ぶ

〜職員としての若林区施設巡り〜」

●サタデーウォッチン芋煮会スポット中継（東北放送̲10/24）
●
（仙台放送̲11/21）
「親子で防災を学ぶ『親子防災ワークショップ』」

●せんだい3.11メモリアル交流館
「海辺のサイクリングツアー」

●ガヤガヤ
（東日本放送̲12/21）

●山形市・山形市議会

●
（フジテレビ̲3/11）
「情報プレゼンターとくダネ！」

●鳴門教育大学大学院

防災教育研修視察

●震災10年関連報道（テレビ高知̲3/11）

●東北福祉大学社会福祉学科
●東京医療保健大学

ラジオ

●全国都市緑化仙台フェア基本計画委員

●
「Flow

（FM仙台̲5/23）
Life Radio（フロー・ライフ・レディオ)」

●まなびデザイン
（札幌市）

※地域行事の多くは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止になりま
した。
また、仙台市による外国メディア向けプレスツアー等、
震災10年に合わせ
計画されたものの中止となった視察・取材等も多数ありました。

その他
● 仙台市東日本大震災10年特設サイ
ト
「つなぐ

おもい つながる」キーパー

（仙台
ソンインタビュー｢未来につながる本当の『遊び場』を取り戻したい。」
（若林区中央
市̲10/27） ●仙台市市政だより若林区版11月号「若林の点描」
市民センター取材）
（仙台市̲11/1） ●石巻南浜津波復興祈念公園内展示「とも

につくる復興」

