
児童館 で働こうと考えている皆さんへ

先輩たちからのメッセージ

①活動内容

②利用対象

③開館日及び利用時間

１.児童クラブ

2.児童健全育成

3.子育て家庭支援

４.地域交流推進

①児童館で働こうと思ったきっかけは？

②仕事の内容は？

③仕事のやりがいは？

児童館は、健全な遊びを通して子どもの健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とし
た児童厚生施設又はそれに準じた施設で、次の機能を持っています。

自由来館児童への遊び場の提供に加え、遊びの指導や各種行事等を通して児童の健全
育成を図ります。

親子を対象とした行事や幼児クラブの開設、子育て相談、子育てサークル等の育成な
どにより、子育て家庭の支援を行います。

地域との連携事業の実施や交流活動を通して地域コミュニティの活性化を図るとともに、
子育て支援クラブや子ども会などの児童館を拠点に活動する、児童の健全育成を図る団体
の育成支援を行います。

昼間保護者が就労等により家庭にいない小学生の児童を対象に、放課後の遊びや生活
の場を提供し、その健全育成を図ります。 児童（0～18歳未満）は誰でも利用可能です（未就学児童は保護者同伴での利用となります）。

平日：午前9時～午後6時 土曜：午前9時～午後5時

日祝・年末年始（12月29日から1月3日）は休館

※児童クラブの開設日及び開設時間は

平日：放課後～午後6時（延長利用の場合は午後7時15分）

土曜：午前9時～午後5時

長期休業日：午前8時～午後6時（延長利用の場合は午後7時15分）

学生時代に教員免許を取得しましたが、決まった就職先は福祉に関わ
る仕事でした。ですが子どもに関わる仕事に携わりたい思いがずっと
あり、児童館で働けることになったときには本当にうれしかったこと
を覚えております。

午前中は乳幼児親子の皆さんと触れ合い、午後は児童クラブの小学
生と一緒にたくさん遊びます。イベントを企画・準備し、運営も行
います。年代に合わせ、参加する方々が楽しめる企画を考えること
がとても楽しく、参加してくださった方々の笑顔が活力となります。
また、地域連携にも力を入れており、地域とともに企画するイベン
トも行い、地域の方々とともに子どもたちの育ちを見守っています。

「あそび」を通して繋がれることがとても楽
しいです。こどもたちの思いもよらない発想
や発見、驚き、必死さ。いつでも全力の彼ら
と触れ合えることは、一番の楽しさであり、
やりがいでもあります。こどもたちの眩しい
表情を間近に感じ、私たち職員も一緒に成長
させてもらいながらワクワクドキドキの毎日
を過ごしています！

午前中は来館された乳幼児親子さんへの対応や児童館事業に関わる事務の
仕事、様々な企画行事の準備等を行っています。午後からは、放課後に小
学校から帰ってくる児童クラブの子どもたちへの対応が中心となります。
楽しく安全に過ごすためには、遊具やおもちゃの点検等も欠かせません。
子どもたちと過ごす中では、遊びの中心に入って様々な遊びをコーディ
ネートしたり、トラブルが起きていないか注意して見守ることに気を付け
ています。

学校や家庭ではない、「児童館」という場所だからこそ見せてくれる子ど
もたちの姿や成長に携われることが大きなやりがいであり、楽しさだと感
じています。苦手だった遊びができるようになったり、上級生として下の
学年の子に優しく接してあげていたり、お話を聞く姿勢がどんどん立派に
なっていたりと、どんな小さなことでも日々子どもたちは成長しています。
一人一人の子どもに関わっていき、その変化を感じることが出来たときは
大きな喜びがあります。

大学在学中に教育課程を履修し、複数の教員免許を取得しました。中でも
小学生と関わる進路を希望しておりましたが、中々見つからずにいたとこ
ろ、求人で児童館職員の募集を見つけ応募しました。「遊び」を通して子
どもの成長に携われることに大きな魅力を感じました。

①児童館で働こうと思ったきっかけは？

②仕事の内容は？

③仕事のやりがいは？

＊プロフィール＊

蒲町児童館
佐藤 壮一郎 さん

勤務歴６年目

＊プロフィール＊

鶴ケ谷東マイス
クール児童館

八巻 真裕美 さん
勤務歴1５年目

児童館ってどんなところ？

先輩たちからのメッセージ



仙台市内には公設の児童館が112館あり、NPO法人等１2団体が運営しています。採用方法や勤務条件は、下記電話番号へ直接お問い合わせください。

仙台市内の児童館

児童館名 所在地 児童館名 所在地 児童館名 所在地

 公益財団法人仙台ひと・まち交流財団 ☎022-268-5079 長町南児童館 太白区長町南1-6-15  特定非営利活動法人みやぎ・せんだい子どもの丘 ☎022-343-8880

片平児童館 青葉区米ケ袋1-1-35 向山児童館 太白区向山3-19-5 岩切児童館 宮城野区岩切字今市東91-1

水の森児童館 青葉区水の森4-1-1 郡山児童館 太白区郡山字行新田9-5 通町児童館 青葉区通町1-1-1

八幡児童館 青葉区八幡2-9-1 八木山南児童館 太白区鈎取3-13-1 鶴巻児童館 宮城野区鶴巻1-15-32

貝ケ森児童館 青葉区貝ケ森1-4-6 八木山児童館 太白区八木山本町1-40-1 八本松児童館 太白区八本松2-4-20

中山児童館 青葉区中山3-13-1 中田児童館 太白区中田4-1-2 荒巻ﾏｲｽｸ-ﾙ児童館 青葉区荒巻神明町21-1(荒巻小学校内)

折立児童館 青葉区折立3-20-1 西中田児童館 太白区西中田7-23-35 立町ﾏｲｽｸ-ﾙ児童館 青葉区立町8-1（立町小学校内）

上杉児童館 青葉区上杉4-1-45 上野山児童館 太白区上野山1-11-1 芦の口児童館 太白区西の平2-36-10

東六番丁児童館 青葉区宮町1-2-2 湯元児童館 太白区秋保町湯向24-21 錦ケ丘児童館 青葉区錦ケ丘7-2-3

台原児童館 青葉区台原5-2-5 人来田ﾏｲｽｸ-ﾙ児童館 太白区人来田1-1-1(人来田小学校内)

木町通児童館 青葉区木町通1-7-36 太白ﾏｲｽｸ-ﾙ児童館 太白区太白1-5-1(太白小学校内)  特定非営利活動法人せんだい杜の子ども劇場 ☎022-375-3548

栗生児童館 青葉区栗生6-5-19 黒松児童館 泉区黒松1-15-4 榴岡児童館 宮城野区榴ケ岡103-2

南吉成児童館 青葉区南吉成5-18-1 南光台児童館 泉区南光台7-10-40 新田児童館 宮城野区新田2-22-38

川前児童館 青葉区芋沢字赤坂32-19 根白石児童館 泉区根白石字町西上12

大沢児童館 青葉区芋沢字要害65 将監児童館 泉区将監8-9-1  社会福祉法人宮城厚生福祉会 ☎022-388-9968

吉成児童館 青葉区国見ケ丘2-2-1 八乙女児童館 泉区松森字不動148 宮城野児童館 宮城野区東宮城野2-40

愛子児童館 青葉区上愛子字新宮前1 向陽台児童館 泉区向陽台5-19-14

桜ケ丘ﾏｲｽｸ-ﾙ児童館 青葉区桜ヶ丘8-1-1(桜丘小学校内) 将監西児童館 泉区将監10-19-1  袋原コミュニティ児童館運営委員会 ☎022-241-8701

川平ﾏｲｽｸ-ﾙ児童館 青葉区川平3-36-1(川平小学校内) 泉ケ丘児童ｾﾝﾀ- 泉区泉ケ丘4-11-29 袋原ｺﾐｭﾆﾃｨ児童館 太白区中田町字法地南4-2

広瀬ﾏｲｽｸ-ﾙ児童館 青葉区下愛子字二本松40(広瀬小学校内) 南光台東児童ｾﾝﾀ- 泉区南光台東1-49-22

東部児童館 宮城野区平成1-3-27 鶴が丘児童ｾﾝﾀ- 泉区鶴が丘3-17-20  北六番丁コミュニティ児童館運営委員会 ☎022-714-1021

幸町児童館 宮城野区幸町3-13-13 長命ケ丘児童ｾﾝﾀ- 泉区長命ケ丘6-10-12 北六番丁ｺﾐｭﾆﾃｨ児童館 青葉区宮町4-4-12

高砂児童館 宮城野区高砂1-24-9 将監児童ｾﾝﾀ- 泉区将監8-1-18

鶴ケ谷西児童館 宮城野区鶴ケ谷3-17 高森児童ｾﾝﾀ- 泉区高森3-4-346  特定非営利活動法人ワーカーズコープ ☎022-398-4975

田子児童館 宮城野区田子2-4-25 加茂児童ｾﾝﾀ- 泉区加茂3-5-1 連坊小路ﾏｲｽｸ-ﾙ児童館 若林区連坊1-7-27(連坊小路小学校内)

枡江児童館 宮城野区安養寺2-2-1 寺岡児童ｾﾝﾀ- 泉区寺岡3-1-3 荒町児童館 若林区荒町86-2

中野栄児童館 宮城野区栄3-11-11 南中山児童ｾﾝﾀ- 泉区南中山4-18-1 国見児童館 青葉区国見2-16-48

福室児童館 宮城野区福室5-9-36 虹の丘児童ｾﾝﾀ- 泉区虹の丘1-9-5 大野田児童館 太白区大野田5-23-5

岡田児童館 宮城野区岡田字北在家65-1 七北田児童ｾﾝﾀ- 泉区泉中央3-33-5 金剛沢児童館 太白区金剛沢1-27-1

燕沢児童館 宮城野区燕沢東3-6-1 館児童ｾﾝﾀ- 泉区館7-1-11 東長町児童館 太白区郡山6-5-2

南小泉児童館 若林区保春院前丁3-1 松陵児童ｾﾝﾀ- 泉区松陵3-28-2 鶴ケ谷東ﾏｲｽｸｰﾙ児童館 宮城野区鶴ケ谷6-2（鶴谷東小学校内）

六郷児童館 若林区今泉1-3-19 住吉台児童ｾﾝﾀ- 泉区住吉台西4-2-3 東宮城野ﾏｲｽｸｰﾙ児童館 宮城野区東宮城野5-1（東宮城野小学校内）

沖野児童館 若林区沖野7-34-43 高森東児童ｾﾝﾀ- 泉区高森7-1-3

若林児童館 若林区若林3-15-20 北中山児童ｾﾝﾀ- 泉区北中山2-16-1  特定非営利活動法人仙台YMCAファミリーセンター ☎022-222-7533

遠見塚児童館 若林区遠見塚1-14-20 桂児童センター 泉区桂3-19-1 旭ケ丘児童館 青葉区旭ケ丘3-27-1

古城児童館 若林区古城1-1-15 富沢児童館 太白区富沢西4丁目12-1

大和児童館 若林区中倉2-19-25  特定非営利活動法人MIYAGI子どもネットワーク ☎022-738-8150 西山児童館 宮城野区安養寺3-15-10

七郷児童館 若林区荒井3-7-2 小松島児童館 青葉区小松島2-１-8

南材木町児童館 若林区南小泉字八軒小路5-1 鹿野児童館 太白区鹿野2-9-2  特定非営利活動法人虹の架け橋 ☎022-738-8836

蒲町児童館 若林区蒲町41-3 幸町南児童館 宮城野区大梶10-27 東二番丁ﾏｲｽｸ-ﾙ児童館

沖野ﾏｲｽｸ-ﾙ児童館 若林区沖野3-20-1(沖野小学校内) 市名坂児童館 泉区市名坂字明神31-2

長町児童館 太白区長町5-3-2 原町児童館 宮城野区五輪2-12-70  特定非営利活動法人アスイク ☎022-781-5576

東中田児童館 太白区四郎丸字吹上51 荒井児童館

茂庭台児童館 太白区茂庭台4-1-10  特定非営利活動法人FORYOUにこにこの家 ☎022-241-0858

西多賀児童館 太白区西多賀3-6-8 東四郎丸児童館 太白区四郎丸字大宮26-10

柳生児童館 太白区柳生7-20-7

若林区伊在3-2-1

青葉区一番町2-1-4（東二番丁小学校内）


