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～事業所一覧～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

養護老人ホーム 仙台長生園     定員 150 名 

生活管理指導短期宿泊事業      定員  4 名 

特別養護老人ホーム仙台楽生園         

長期定員 90 名  短期定員 20 名 

長生園介護センター             葉山地域交流プラザ             

葉山デイサービスセンター      定員 25 名 楽園デイサービスセンターいこい    定員 10 名 

沖野老人福祉センター    利用者数 1 日約 110 名 楽園デイサービスセンターなごみ    定員 12 名 

沖野デイサービスセンター      定員 25 名 ケアハウス創快館           定員 10 名 

沖野居宅介護支援センター          グループホーム楽庵          定員  9 名 

仙台保育園             定員 60 名 葉山地域包括支援センター          

柏木保育園             定員 120 名 葉山ケアプランセンター           

富沢わかば保育園          定員 60 名 葉山ヘルパーセンター            

母子生活支援施設仙台つばさ荘    定員 20 世帯 葉山訪問看護センター            

母子生活支援施設仙台むつみ荘    定員 20 世帯 仙台市中山保育所準備室 

仙台理容美容専門学校 理容科 40 名 美容科 160 名 柏木フレンドリー駐車場      利用台数 72 台 

法人機関紙   編集発行：平成 24 年 11月 15日  仙台市社会事業協会 広報委員会  

   



３．１１を忘れない！！ 

 

社会福祉法人仙台市社会事業協会 理事 佐々木薫 

 

東日本大震災から早いもので１年８か月が経ちました。仙台市や宮城県内陸部では、

何事もなかったかのように普通の生活が営まれ、ライフラインの寸断で生活に困窮した

時が、遠い昔のように感じられる今日この頃です。 

昨年に比較しますと、今年は明るいニュースも沢山ありました。夏のロンドンオリン

ピックでは、日本史上最多の３８個のメダルを獲得し、最近では、京都大学の山中教授

が iPS 細胞でノーベル医学賞を受賞しました。私達はもちろんのこと、被災地の皆様に

も、多大な勇気と感動を与えて頂いたのではないかと思います。 

しかし、様々なリスクが高まっている現実もあります。近頃はとくに、観測史上最大

とか最長とか言われる大規模な異常が続いております。大型台風や豪雨による洪水、土

砂災害、猛暑や渇水、竜巻被害、落雷での事故もありました。さらには、南海トラフで

の３連動地震や首都直下型地震、富士山など火山の噴火も取り沙汰されるなど、日本は、

何時、大災害が起きてもおかしくない世界一の災害国家でもあります。その上、政府の

迷走や政局の混乱からなる政治的なリスクも大きくなってきており、益々、被災地の復

興が遅れるのではないかと心配しているところです。 

昔から私たち日本人は、この過酷な環境下で共に協力し何度も大災害から立ち直って

きました。今回も、全国から暖かな支援が数多く寄せられました。しかし、瓦礫の広域

処理を巡っては、一部の地域住民の反対で中々、処理が進まない現実もありました。利

己主義的な考え方や、根拠よりも感情論が前面に出た姿は、とても残念でした。 

当施設でも、職員の意識や倫理観の違いが見られました。人道的配慮と社会貢献の観

点から、できるだけ被災者を受け入れるように話したのですが、職員の中には、今いる

利用者の生活維持を最優先に考え、受け入れに消極的な姿勢も散見されました。そこで、

ボランティア等を手配し職員の負担軽減を図ると同時に、被災地支援に同行させたり支

援の一部を担わせたりすることで、意識の変化を促してきました。今後も、被災地支援

を継続し、本当に困っている人を助けることが、福祉を行う者の使命であることを、職

員と共に考えていきたいと思います。 
震災後、当法人では「災害対策ネットワーク委員会」を設け、①事業所対策としてのＢ

ＣＰ（事業継続計画）策定、②法人内の災害支援連携システム構築と人材育成、③近隣地

域や法人外機関との災害時相互支援ネットワーク構築の３つの対策を推進しています。    
被災地施設の職員から「普段できていないことは、緊急時にもできない」との話をよく

聞きます。普段の生活支援が緊急時の対応とリンクしており、この点を踏まえた人材育成

が大切です。３．１１を忘れず、後世に伝え、備えていくことが私達の課題でもあります。 
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❤特別養護老人ホーム  仙台楽生園  長期入所（本館１階）❤ 
『1 階 オシャレな女性利用者さんベスト３』今回、独断と偏見によりオシャレな女性利用者さんを３名選ばせていた

だきました。順位は厳選なる審査の結果、３名が同率１位ということになりましたので、ご了承ください。            

志野 サダコ様             神 澄子様            阿部 みよ子様 
                            
 
 
 

笑顔が素敵な志野さんです！      花柄の服がとてもお似合いです♪    皆さんから愛されるキュー 

                       歌がとても好きな方です           トな方です！ 

❤特別養護老人ホーム  仙台楽生園  長期入所（本館２階）❤ 
『２階 写真写りベスト３』写真写りの優れている方…いいえ、素敵な表情をされている方の多い２階の利用者様の中

から選りすぐりの３名では足りず特別賞を設け、４名を悩みながら選ばせて頂きました。私達は写真では撮り切れない

利用者様の一瞬一瞬を大切に過ごしてまいりたいと日々を送っております。 

① 郡山幸子様      ② 薄井政子様      ③ 加藤淑男様   ☆特別賞 高橋多喜子様 
②  
 
 
 
❤特別養護老人ホーム  仙台楽生園  長期入所（ユニット館４階）❤ 
『４階 笑顔の素敵な利用者さんベスト３』 
① 『今年の夏祭り』        ②『今年の誕生日』       ③『赤鬼さんに変身』 

二人仲良く手をつないでいい笑顔！    皆に祝ってもらっていい笑顔！     にっこり素敵ないい笑顔！ 

 

 
 
            
 

（香高たみ様）  （堀田清隆様）      （横山みち様）            （飯倉しめ様） 
❤特別養護老人ホーム  仙台楽生園  長期入所（ユニット館５階）❤ 

『５階なんでもベスト３』 ５Ｆの癒し系アイドルです！イチオシ理由：綺麗なお魚たちを見れば疲れも吹っ飛ぶ！？ 
１、金魚            ２、熱帯魚（水槽１）        ３、熱帯魚（水槽２） 

 
 

仙台楽生園ユニットケア施設群 
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❤特別養護老人ホーム  仙台楽生園  短期入所（ユニット館３階）❤ 

『３階ショートステイ夏祭りベストショット』 平成２４年の仙台楽生園夏祭りでのベストショットです！どれも甲乙

つけ難い写真だったので、ベスト３ではなく、それぞれに表彰したいと思います★ 

★素晴らしい踊りで賞                ★お揃いで賞                ★とっても仲良しで賞 

（中村 ミエ様）          （古谷きく様、杉田介護士）     （冨崎とみ子様、鈴木さた様） 

                   

 
 
 

お囃子に合わせて楽しそうに     お揃いのはっぴを着て、美味しい     年に１度の夏祭りを２人 

盆踊りを踊られていました。     食べ物をたくさん食べました。      仲良く楽しみました。 

❤楽園デイサービスセンター いこい・なごみ❤『みんなで作った料理会のメニューベスト３』  

楽園デイでは月に１回、利用者の皆様と一緒にお昼の食事を手作りしています！ 

1 位『肉じゃが』         2 位 『焼きそば』         3 位 『のり巻き』 

「あたたかい家庭の味が評判」   「皆でわいわいホットプレート        「皆さんの食卓が華やかに」 

で炒めました」 
 

 

 

 

 

 
❤グループホーム 楽庵❤『楽庵の皆が好きな食べ物ベスト３』  
１位 『とうもろこし』（無言で食べます） 

２位 『すいか』（本気で割ります） 

３位 『落花生』（１日で１袋たいらげます） 

 
❤ケアハウス 創快館❤ 
『ケアハウスなんでもベスト３』利用者様が家族として和みながら毎日をお過ごしいただく事をモッ

トーに職員はお手伝いをしております。又同じフロアーの展望風呂もお楽しみをいただいております。 

 

 

 

 

 

『楽しい夏祭り！！』     「懐かしいわ、綿菓子よ～」     『みんなでお寿司を！！』 
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❤葉山ヘルパーセンター❤      『利用者さん宅でのリクエスト BEST３！！』 
家事援助の中のひとつに調理。洋食の希望もありますが・・・やっぱり和食！そのお宅によって、切り方、入れるもの、

味付けなど様々です。その利用者さんの味や作り方を聞きながら、一緒に味見して『うまいなぁ～』と言ってもらえる

と本当にうれしいです。そんな利用者さんとの関わりがヘルパーにとっての喜びや、やりがいになっています。 

BEST１・・・『肉じゃが』      BEST２・・・『かぼちゃ煮』      BEST３・・・『きゅうりの酢の物』 

 

 

 

 

☆エピソード☆『ブリ大根を作ってほしい』と依頼あり、『は～い！』と振り返ると、なんとそこには大きな丸ごとのブ

リが１匹！ヘルパーはブリと格闘し、３枚おろしにし、無事おいしいブリ大根を完成させました。ヘルパーってなんで

もできなくちゃ！エライ!!（自画自賛） 

❤葉山訪問看護センター❤   『得意芸ランキング１位言って聞かせます！！』 
★得意技ランキング１位        ★得意技ランキング２位       ★得意技ランキング３位    

『よーく看ますよ。』       『浣腸』  早業ですネ。    『お注射』 痛みを感じませんヨ。 

 
 
 

 
❤葉山ケアプランセンター❤   『２０１２夏の出来事ランキング BEST３！！』 
BEST １：脱原発のためでしょうか？クーラーの排水が天井からやってきた件。穴が開いて涼しー！             

BEST２：スーパー事務員はＰＣ１台じゃあ物足りませんの件。でたぁマトリックス打ち。ゴゴゴゴォ。  BEST３ 

BEST３：かべから何度も落っこちるホワイトボード。ついにあきらめた件。 

 
 
 
   BEST1                     BEST２                                                            

❤葉山地域包括支援センター❤    
『地域を駆け巡る包括スタッフ一同が厳選！！葉山圏域内のス・テ・キなお寺 BEST３！！』 
1 位 『資福寺』           2 位 『輪王寺』         ３位 『光明寺』  お仕事も一生懸命してますよ 

「別名アジサイ寺で～す(*^▽^*)！」  「庭園がすご～く立派(^◇^)ｂ！」  「支倉常長のお墓があります(^o^)／！」 
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　10月6日(土)新園舎が出来てから初めての運動会が開かれました。子供たちの人数も増え
今年から3歳以上児のみの参加となりましたが、親子で身体を動かしスポーツの秋を満喫しました。
　その中で特に輝いていたのが年長児ひまわり組によるエンディングでした。バルーンとポンポンを
使った演技は本当に見応えがあり、最後に登場したひまわりの旗はとても力強く子供たちの未来を
象徴しているようでした。やり終えた子供たちの表情も最後まで力を出し切ったという満足感でいっぱいでした。
　これからの未来が明るく輝かしいものでありますように…。

　7月21日(土)夏祭りがありました。昨年度復活したこの夏祭りですが今年は増員し新園舎が完成してから
初めてという事もあり会場の広さや参加人数など予測出来ない点もあり、準備は職員たちの試行錯誤の中で進められました。
　当日は開始直前まで雨が降っていたものの、次第に止んで予定通り行うことが出来ました。その中でﾌｨﾅｰﾚを飾ったのが
保護者の皆さんによる柏木太鼓でした。忙しい中、休日返上で練習に励みとてもいい仕上がりとなりました、この太鼓で
元気をもらい会場にいる皆さんがひとつになれたような気がしました。本当にお疲れ様でした。

　毎年保育園の畑で夏野菜を栽培していますが、今年はゴーヤ，オクラ，キュウリ，ナス，トマト，枝豆等が
たくさん収穫できました、この夏は記録的な猛暑で水やりにとても神経を使いこまめに行ってきました。
収穫した野菜は子供たちの給食となり、採れたての新鮮な野菜を食べることが出来ました。
　自然の恵みに感謝したいと思います。

なんでも　ベストスリー

第１位 【 ひまわりぐみのひまわり輝いていたで賞 】

第３位

第２位 【 柏木太鼓のお父さんお母さん　とてもかっこ良かったで賞 】

【 やっぱり今年も豊作で賞 】

 
力強い演奏 
とてもステキでした。 

  
おいしそう ♡ 
はやく 
 たべたいな 

 

りっぱな 
 キュウリでしょ 
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　　　今年2月から工事が始まり、6月に新園舎が完成しました。定員数も90名から120名と増員され
　　職員の数も35名と大所帯となり益々にぎやかになりました。玄関部分やﾃﾗｽ等、一部完成していない所も
　　ありますが新園舎には毎日子どもたちの元気な声が響きわたっています。

　　・3，4，5歳児さくらぐみとひまわりぐみの保育室です。 　　・風通しもよく、とても広々とした快適空間です。
　ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝをうまく利用してｸﾗｽごとの活動をしたり、 　4ｸﾗｽが集まって一緒に遊んだり天気のいい日には
　誕生会や発表会などﾎｰﾙとして活用したりしています。 　ﾃｰﾌﾞﾙと椅子を運んでｶﾌｪﾃﾘｱ風に食事をしたり、

　夏場のお昼寝も涼しくて良く眠れそうです。
　【試した人はいませんが…笑】

　・さくらぐみとひまわりぐみは毎日ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ形式の給食
　です。
　自分の食べられる量がわかり適量を取り分けている
　ので残食はほとんどありません。苦手な食材も少しず

　　・明るく使いやすくﾃﾞｻﾞｲﾝもとてもかわいらしいﾄｲﾚです。 　つ食べられるようになり、子どもたちの好き嫌いも減
　子どもたちも喜んで使っています。 　ってきました。

　毎日給食の時間をとても楽しみにしています。
 

 ・身障者用ﾄｲﾚも設置しています。

新園舎が完成しました

柏木保育園

 保育室 

 トイレ 

 ウッドテラス 

 給 食 
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仙 台 保 育 園   

なんでもベスト３  
子どもたちが毎日元気に遊ぶ園庭にありました！！春にはちゅうりっぷやパンジーなどのかわいらしい

花が咲き、夏にはプランターにトマトやたくさんの野菜が実り、四季の移り変わりが身近に感じられま

す。そんな園庭のなかに、ひときわ存在感のある三本の木があります。 

ＮＯ３ 柿の木 ！！ 
子どもたちと収穫した柿は、渋抜きをしたり、                                

干し柿になる予定です。 

        

ＮＯ２ 大きな楓の木！！ 

きっと何十年も仙台保育園を見守ってきた木です。園舎建て替えのとき

も、切られることなく立っていた木、これからも、ここでずっと仙台保

育園と子どもたちを見続けていくことでしょう。 

 

 

☆ＮＯ１ 柚子の木！！  
 

今年もたくさんの実をつけています。近づ

くと柚子のいい香りがします。 

黄色に色づいたら、子どもたちにプレゼン

ト。早く黄色にならないかと子どもも大人

も密かに楽しみにしているようです。  
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わかば保育園には自慢できるようないいところが沢山ありますが、今回はその中から職員が 

選んだベスト３をご紹介します(*^_^*) 

 

 
 

富沢わかば保育園 

ベスト 3 

金 
銀 銅 

  

１位は、日本ならではの四季を感じられる自慢の園庭！！！ 

＆ 

家庭的で穏やかな雰囲気！！！ 

 保育園の園庭は日本古来の桜や桐の大きな木々があったり、季節折々の花が咲いて、 

とても自然豊かな環境です。私達職員も子どもたちと一緒に見たりして季節の移り変わり

を感じ、日々楽しんでいます。子どもたちは、ダンゴ虫やカマキリ、アリ、蝶々、とんぼ

など…を探すのも楽しみの一つのようです。今年は毛虫も大量に発生して、大騒ぎしまし

たが(>_<;)それも自然が豊かな証なのかな。。。 

保育園の環境や雰囲気もですが、子どもたちや保護者も穏やかで温かいですよ。 

２位は、なんと行っても 

職員の明るさ＆団結力！！ 

明るく笑顔が素敵な職員が揃って

います。また、裁縫や料理が得意、植

栽や生け花ができる、整理整頓が上手

い、絵や歌が上手い、スポーツやダン

スが得意など…多趣味で個性豊かな

職員が多く、お互いに良い刺激を与え

合ったり、得意なところを日々の仕事

にも活かし、より良い保育をみんなで 

目指しています。 

３位は、楽しい行事が盛り沢山！ 

雛祭りお茶会では年長の女の子が着物を着て

お抹茶を振る舞ったり、豆まき会では年長の男

の子が裃を着て豆まきをしたりもします。毎年、

「お兄さん、お姉さんになったらやりたい」と

小さい子どもたちの憧れでもあります。 

その他に、クッキングも楽しみの一つです。

みんなで育てた野菜を使ったり、季節の行事食

や子どもたちが作ってみたいと興味を持ってい

るものなど…リクエストを取り入れ、様々な 

メニューに挑戦しています。 



     

仙台         荘 
 

 

 

   １ お母さんたちの団結力、協力体制がすごい !!! 

   仙台つばさ荘では、伝統を受け継ぎ、お母さん方の自治会「母の会」がこの時代でもしっ

かりと根付いていて、話し合いや当番事など、主体となって行われています。また、施設

内で行事がある度に、「手伝う事ある？」「他に何かする？」「私たちでやるから大丈夫！」

とお母さん方から頼りになる言葉や行動に度々助けられており、つばさ荘を支えてくれて

います。クリスマス会では毎回手の込んだエンターテイメント性のある出し物を披露して

もらい、いつもみんなで楽しみにしています。 

しかも、母の会が主催となる行事もあり、 

この秋には活気あふれる芋煮会が開かれました。 

これからも古き良き伝統が続いていくと信じてます。 

 
 

 

 ２ 創意工夫にあふれた行事の数々 !! 

 子どもも大人も楽しめる行事が盛りだくさん。しかも手作り感たっぷりで、工夫や熱意に

溢れたものばかり。例えば、夕涼み会では限られた短い準備期間にも関わらず、毎年決ま

ったテーマに沿ったテーマパークを展開し、参加者を笑いの渦へ巻き込みます。  

また、学童にとっても楽しさだけではなく、震災ボランティア体験や盲導犬訓練所の見学

など大事なことを学べ、心に響く体験も、企画や行事として行っています。 

 

 
 
 
 

 

３ 子ども達の可愛い笑顔いっぱい！ 

 いつもつばさ荘には元気な声が響き、お母さんや子ども達が落ち着いて安心した生活を送

れます。取り巻く環境は、保育園・小学校・病院・お店等が周りにいくつもあり、 

利便性に優れ、生活するには恵まれた場所です。 

この明るい笑顔がいつまでも続くことを願う、職員一同でした♪ 

 

なんでもベスト３ 
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①サマーキャンプ 

②クリスマス会 

③秋のスポーツ大会 

①東公園 

②三丁目公園 

③桜ヶ丘公園 

①さつまいも／じゃがいも 

②大根 

③きゅうり／トマト 

①名探偵コナン（単行本） 

②ねずみくんシリーズ（絵本） 

③小学生の図鑑 

1 位は今年の 2泊 3日という内容が印象的だ

った様子で、ダントツ人気のサマーキャンプ！ 

2 位は全体行事のクリスマス会。会場は狭いけ

ど手作り感あふれる雰囲気が良いそうです。 

3 位は今年の 10 月に初めて市民センター体育

館を使用した秋のスポーツ大会でした。 

1 位は近場で唯一ボールを使える東公園。

サッカー、ドッヂボール、野球等に最適です。

冬にはそり遊びも可能です。2 位は三丁目公

園。やっぱり距離が近いのが一番ですね。3 位

は職員が引率して行くことが多い桜ヶ丘公園。

散策やどんぐり拾い、遊び方は無限です。 

 

 今年は畑のスーパーバイザーを近所の大竹

氏が無償で引き受けて下さいました。時々早番

の職員よりも早く出勤していることも！（笑）。根

菜類の人気が高いのは、土から顔を出した時

の感動があるからですね。「子ども達の情操に

役立てば…。（大竹氏談）」 

 東日本大震災の支援の一環で本を多数寄贈

していただいたことをきっかけに、本の貸し出し

を利用する子が増えました。中でも「名探偵コナ

ン」は小学生に人気が高く、繰り返し読む子もい

ます。絵本は幼児さんが選ぶのに悩んでしまう

ので、職員が季節や状態に応じて棚に置く数を

管理しています。 

 人気行事のランク外には、動物ふれあい教室や流しそうめん、雪上レクリ

エーション（スケート等）等々もあり、リピートを求める声も多数聞かれました。

どんな内容の行事がどのように子ども達の情操に影響を与えることが出来る

のか、職員の参考にもなった今回の記事でした。企画・実行に携わった職

員として1位がサマーキャンプだったことに、あの時の苦労が報われました。

尚、仙台むつみ荘のホームページも時々閲覧していただければ幸いです。 
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長生園 なんでもベストサークル 

  

  

 

 

 

 

  

長生園には入居者の方が自主的に参加できるクラブ・サー

クルがあります。クラブは講師の先生をお招きし、サークル

では職員が一緒に参加して各々月 2 回活動しています。 

健康サークルは月曜日～金曜日毎朝集会室で行われ、ゲー

トボールサークルは自主的に練習をして技術を磨き、対外試

合にも参加する等、楽しみながら日々健康づくりに励んでお

られます。 

各クラブ・サークルとも、参加人数に多い少ないは有りま

すが、皆さん自ら楽しみを見出しているベストサークルです。 

【生花クラブ】 【書道クラブ】 【手芸クラブ】 

【焼き物クラブ】 【民謡クラブ】 

【舞踊クラブ】 

【ゲートボールクラブ】 

【カラオケサークル】 【健康サークル】 

 

【ばんげの会】 
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                               美味しい昼食 
                          

                葉山デイサービスの昼食は長生園の 

              厨房で作って頂いています。 

           主菜を選ぶことができるので、肉や魚など好き 

       な方を食べることができます。 

    利用者様からは『味もしっかり付いていてとても美味しい』と 

 大変好評です。お昼がとても楽しみです！！ 

  利用者様同士の会話 

 

一週間ぶりにお会いする方々や同じテーブルの方々との 

世間話や昔の事などお話をすることを楽しみに 

されている方々が多いようです。 

行  事 
 

ボランティアさんによる演芸が楽しみな敬老会や、利用者様の皆さんの歌や、 

かくし芸で楽しむクリスマス忘年会など、四季折々の行事を楽しんで頂いて 

おります。なかでも春と秋に実施している買い物ツアーは、少人数で職員と 

近くの大型店で買い物や喫茶を楽しみます。利用者様から『買い物いつから 

行くの？』と問い合わせも多く楽しみにしている方が多いです。 
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①100歳以上3名が
　　　　　　全て女性
②男性長寿は94歳

③最高年齢は103歳

平均寿命は、男性よりも女性の方が長いと

よく知られていますが、この居宅介護支援

センターの『ご長寿ベスト３』を見ても

100歳以上が全て女性の方と、男性よりも

女性のほうが長生きのようです。しかし男

性長寿も94歳と女性に負けておりません。

①いも煮会 

 
②冬至かぼちゃ

 

 

①毎月行われる季節に合っ      

    た多彩な行事 
②トゴール石を使用した準天然温泉 

     
（寒い冬でもポッカポカ) 

沖野老人福祉センターで

は、様々な食べ物を楽し

める行事を行っています。

作る楽しさ、食べる楽し

さを、利用者様、職員み

んなで味わっています。
③もちつき大会

③65型の大画面テレビでのカラオケ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2001 年 12 月より 10 年間に渡り、本校校長を務めてこられた鈴木泰子校長の跡を引き

継ぎ、2012 年 4 月 1 日より、小野寺光弘副校長が仙台理容美容専門学校 第 7 代校長に就

任しました。温和でミステリアス（笑）な小野寺「新」校長を、皆様どうぞよろしくお願い

いたします。<(_ _)> 
 

 8 月 9 日、仙台サンプラザホールで開催された『理美容学生フェスタ 2012 第 4 回 全

国理容美容学生技術大会 東北地区大会』。東北地区の理美容専門学校 22 校から 310 名の

学生が出場。熱い技術バトルを繰り広げました。優秀賞 52 名（理容部門 16 名，美容部門

36 名）中、本校の学生 12 名（理容部門 4 名，美容部門 8 名）が見事入賞！ 東北地区の理

美容専門学校の中では最多の入賞者数となりました！ 優秀賞受賞者は、11 月 18 日、千葉

ポートアリーナで開催される全国大会に出場します。全国大会の結果に乞うご期待！！ 

 

 

 

 

 

 

 産業や教育など 10 分野で県勢発展に尽力した個人や団体に贈られる「文化の日表彰」に

おいて、鈴木泰子 前校長（現 学校代表理事）が、「2012 年度 教育文化功労受賞者」に選

ばれました。41 年の永きに亘り、理容師・美容師の教育、養成に尽力してきた鈴木前校長

の功績が宮城県からも認められたことは、我々職員にとっても大きな喜びとなりました。 

 

─　　─15



─　　─16

 

Ｈ２５年度４月の中山保育所開所に向けて、１０月１日より開

設準備室がスタート。所長就任予定の高野誠と主任就任予定の

石道久子が、10月 19日現在、仙台市立中山保育所で引継ぎの

6回目を終了しております。 

今回は、引継ぎ内容や準備室の様子、子どもたちとのエピソードを皆様にお伝えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

10 月より始まった引継ぎ合同保育。現在の引継ぎ内容は、仙台市の公立保育所としての様々な保育に関するマニュア

ルや今までの中山保育所での行事、入所されている各家庭の状況、子どもたちの生活の様子を丁寧に現在の所長や主任

からお聞きしているところです。合同引継ぎ保育の一番の目的は、子どもたちや保護者の皆様が不安を抱えることなく新年

度のスタートを切る事ですので、机上の引継ぎだけでなく積極的に保育にも参加させていただいています。今後は、引継ぎ

内容をまとめたり新たな購入物を検討したりしながら 1 月から加わる保育士７名や栄養士が安心して合同引継ぎ保育に携

われるように主任の石道と準備していきたいと考えております。 

「担任？？」 

４～５歳児きりん組のお当番さん２人が 

事務室に人数報告にやって来た時のこと… 

子：「今日のお休みは○○くんです」 

保：「もう１人、子どもじゃない人でお休みは

いませんか？(担任の１人が休みだった)」 

２人がひそひそ相談をして出た答えは… 

子：「あ～っ！！ 誠先生！！」 

 

確かにこの日は引継ぎの日ではありません

でしたが、担任よりも先に名前が出るとは… 

早くもすっかり馴染んでいますね 

  「２人はどんな関係？？」 

４歳児うさぎ組の女子との会話 

子：「ねぇ、誠先生は久子先生のお父さん？」 

久：「え～ 違うよ！」 

子：「じゃあ、やっぱりおじいちゃんなんだ！」 

久：「いやいや、おじいちゃんでもないよ」 

子：「じゃあ、２人は何なの？！」 

久：「新しい中山保育所で一緒に先生になる人」 

子：「あぁ～。久子先生が所長先生で、誠先生

が美穂先生(現主任)みたいな人？」 

久：「誠先生が所長先生だよ」 

子：「ええええ―――――――っ！！！！！」   

 

 

現在の仮設中山保育所(貝ヶ森小学校の隣)の近くに準備室として借りたアパートの２部屋。１つは

男子部屋、１つは女子部屋という事で１人暮らし気分を満喫出来ると甘い考えを持っていた私。そして、週２回の引

継ぎ日以外は、仙台保育園に引継ぎと称して行ったら、子どもたちと遊べるだろうと気楽に考えていたものの、引き

継いだ内容を記録にまとめ、仙台市へ提出する書類を作る作業、新園舎での開所に向けて購入物の整理や確認

など忙しい毎日。ノートパソコンを事務局から借り、各保育園からはコピー用紙等の事務用品や食器用洗剤やトイ

レットペーパー等の生活必需品、ファイル等を収納する棚を借りたりと、協力を得ながら仕事をしています。いまだ、

自分が仙台保育園から持ってきた荷物は片付いておらず、いつもキレイな女子部屋でお仕事をさせていただいて

いるのが現状です。がんばって片付けなくっちゃ！ 

 

誠の部屋 

相変わらず、美味しくお酒を飲む為と健康の為に自転車通勤をしている私、高野。 

異動前の仙台保育園への通勤は片道 45分位でしたが、中山保育所開設準備室へは片道 1時間 10分位はかか

る。しかも細い道で車やバスの乗客の視線を感じつつキツイ上り坂を息を切らしながら重いペダルを踏み続けな

ければならず… まさに体力との勝負！準備室に着いた頃には、汗だくの日々で既に一仕事終えた感がありま

す。(引継ぎどころじゃないのが現状 (^_^;) ) 

 

通勤は大変だぁ

 


