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2012 年 5 月 5 日（土曜日・こどもの日）曇り一時小雨	 のち晴れ時々曇り	 

	 

【だがしや楽校	 ＠	 米沢市児童会館こどもの日	 by	 しゃぼん玉クラブ】	 

	 今年も“こどもの日”がやってきました。	 

	 “こどもの日”と言えば、米沢市では毎年、米沢市児童会館にて“児童会館『こどもの日』”が開

かれて、大勢の子どもたちで大にぎわいです。その“児童会館『こどもの日』”では、３年前より	 

“だがしや楽校”を開くようになり、私（山口）にとって、大切な活動のひとつになりました。	 

	 

	 それでは、はじめに、米沢市児童会館と“児童会館『こどもの日』”で“だがしや楽校”が開かれ

るようになった経緯を、１年前の“だがしや楽校ひとりごとダイアリー”でご紹介したものを引用

しながら、あらためてご紹介します。	 

	 

	 米沢市児童会館は、山形県米沢市が昭和 58 年（1983 年）、児童が日常生活の中で社会性、自主性

及び創造性をはぐくみ、主体的な自己開発の実現に資するため、米沢市のメイン観光地である松岬

公園・米沢城址の南側お堀端（丸の内１丁目）に開設したもので、乳幼児から中学 3年生までのお

子さんとその保護者が自由に来館して遊んだり学んだりすることができます。	 

	 各種クラブや講座も開催しており、平日の日中でも、多くの親子連れが訪れています。静かな松

岬公園に、子どもたちの歓声が響き渡ります。	 

	 米沢市児童会館では、年間を通して、様々なイベントや行事を行っていますが、春シーズン最大

のイベントは、５月５日の“児童会館『こどもの日』”です。	 

	 

	 さて、“米沢市児童会館・こどもの日”では、３年前より“だがしや楽校”を開いています。	 

	 米沢市児童会館の館長Ｋさんが“だがしや楽校”に関心を持たれたのは 2007 年。すぐにＫさんは

「米沢市児童会館でも“だがしや楽校”をやってみよう」と決意します。	 

	 Ｋさんは私（山口）に相談されます。私は片桐さん（東北芸術工科大学）へ協力をお願いします。	 

	 こうして、2008 年 10 月、米沢市児童会館では初めての“だがしや楽校”が“米沢市児童会館祭

り”の中で開かれます。この日は、東北芸術工科大学の学生さんに２つの屋台を出していただきま

した。結果は大盛況。子どもたちにとっても、そのおとうさん・おかあさんにとっても、学生さん

にとっても、そして米沢市児童会館にとっても、遊びの空間と、交流・コミュニケーション空間を

再現することができました。	 

	 



	 この結果を踏まえて、Ｋさんは、こどもの日にも“だがしや楽校”を開くことにしました。	 

	 これについて私が「地元の人でおみせを出すことができれば良いですね。学童保育所しゃぼん玉

クラブで“だがしや楽校”を開いたことがあります」とＫさんに助言したところ、Ｋさんが学童保

育所しゃぼん玉クラブをご存じであったこともあり、2009 年の“米沢市児童会館・こどもの日”よ

り、学童保育所しゃぼん玉クラブによる“だがしや楽校”が開かれることになったのです。	 

	 

	 １年前は、東日本大震災の発生により、一時は開催が危ぶまれましたが、「子どもたちの楽しみま

で奪って良いのか」という私の思いが通じたのかはさておき、無事に開かれたのであります。	 

	 そして、今年も“児童会館『こどもの日』”がやってきました。	 

	 

	 ところで、学童保育所しゃぼん玉クラブが“児童会館こどもの日”にて“だがしや楽校”を開く

ことについてはきちんとした趣旨があります。これについても、１年前の“だがしや楽校ひとりご

とダイアリー”でもご紹介していますが、あらためてお伝えしておきます。	 

	 米沢では小学校の学区毎に学童保育所が設けられています。ですから、原則的にそれぞれの学童

保育所は学区の小学生を対象にしています。	 

	 最近は米沢でも学童保育所を利用する小学生が増えています。しかし、すべての小学生が利用し

ているわけではありません。つまり、学童保育所と地域とのつながりは限定的になりがちです。	 

	 ＮＰＯ法人として活動している学童保育所しゃぼん玉クラブは、利用者という枠を越え、学区と

いう枠を越え、広く地域とのつながりを持ち、地域に貢献することを意識しています。そういう意

味で、学童保育所しゃぼん玉クラブにとって“だがしや楽校”との出会いは運命的だったと言えま

す。	 

	 “だがしや楽校”を地域に開かれた学童保育所を目指すためのものと明確に位置付けし、しゃぼ

ん玉クラブにて“だがしや楽校”を開く時には、保護者・家族だけでなく、地域の人たちにも参加

してもらいました。	 

	 学童保育所しゃぼん玉クラブにとって、米沢市児童会館で“だがしや楽校”を開くことは、地域

とのつながりを深める絶好の機会です。加えて、学童保育所での毎日の遊び、つまり日々の活動を、

地域の人たちに紹介するという意味もあります。しゃぼん玉クラブにとっての「自分みせ」の場で

もあるのです。	 

	 

	 それでは、この日の“だがしや楽校＠米沢市児童会館こどもの日	 by	 しゃぼん玉クラブ”の模様

を写真でご紹介しましょう。今回は、４つのおみせを出しました。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



	 

▼紙とんぼ	 

	 	 	 

	 竹とんぼならぬ紙とんぼです。竹は準備するのが大変ですし、作るのも大変。そこで生み出され

たのが紙とんぼです。各地の“だがしや楽校”でも最近見られるようになりました。	 

	 	 	 

	 

	 

	 

▼びっくりカード	 

	 	 	 

	 ゴムの力で、ビヨーン！と跳びはねるカードです。シールを貼ったり、絵を描いたりして、自分

だけのカードを作ります。	 

	 	 	 



▼プラバンアクセサリー	 

	 	 	 

	 お馴染みプラバン・コーナーには特に大勢の子どもたちが集いました。自分だけのアクセサリー

を作ります。	 

	 	 	 

	 

	 

	 

▼輪なげ	 

	 	 	 

	 年齢や学年で距離を違わせ、いろんな年齢の子どもたちが興じていました。終わる頃には、ご褒

美のアメ玉がほとんど無くなる盛況ぶりでした。理事長の０さん自らおみせ番です。	 

	 	 	 

	 



	 ここまでが、学童保育所しゃぼん玉クラブによる“だがしや楽校”のおみせです。	 

	 しゃぼん玉クラブの“だがしや楽校”を拝見して、いつも感心するのは、指導員の人たちが、子

ども目線で子どもたちと接していることです。だから、子どもたちも安心して遊びます。	 

	 

	 学童保育所しゃぼん玉クラブ以外の団体による出店も、一部ですがご紹介します。	 

	 

	 

	 

	 	 	 

	 	 	 	 	 ↑保育士のグループ“グループ(大)小梅”による『作って遊ぼう』	 

	 	 	 	 	 	 身体を動かしたあと、“もこもコップ”などを作りました。	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 

	 	 ↑バルーンアート	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ↑大型遊具フワフワアニマルランド	 

	 

	 

	 

	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ↑南部子どもを守る会による折り紙	 

	 



	 

	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 ↑ミニＳＬに乗ろう	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ↑模擬店	 

	 	 	 山形県立米沢工業高等学校機械生産類工業クラブ	 	 	 	 	 	 	 	 スマイル会	 

	 

	 

	 このほか、米沢市立南部小学校吹奏楽部による吹奏楽演奏会、山形県立置賜農業高等学校演劇部

による食育子どもミュージカルも披露されました。	 

	 

	 

	 女のお子さんとご主人といっしょに“児童会館『こどもの日』”へ遊びに来られた米沢に住む福島

のおかあさんが私に「米沢には小さな子どもが気軽に遊ぶことができる場所がたくさんあって良い

ですね。福島にも遊ぶところはありますが、駐車場代がかかってしまい、気軽に遊ぶことができま

せん」と話してくださいました。	 

	 ここ米沢市児童会館も駐車は無料です。周囲の駐車場も無料です。	 

	 上杉まつりは５月３日で終わったものの、さすがにきょうは大勢の観光客が、上杉神社などがあ

る松岬公園一帯に来られましたので、周囲の駐車場は満車になってしまいましたが、普段なら駐車

場の心配はありません。	 

	 加えて、福島の方が指摘していたのは、米沢市すこやかセンターや各地のコミュニティセンター

にも子どもの遊び場が備えられていることです。福島の公民館にはないそうです。	 

	 大変な思いをしながら米沢で暮らす人たちのことを思うと、少しはホットする話をお聞きするこ

とができました。	 

	 

	 

	 今年も子どもたちの歓声が響き渡った“児童会館『こどもの日』”。	 

	 心配された天気でしたが、朝方は小雨が降ったものの、その後回復し、好天に誘われて、たくさ

んの子どもたちが思いっきり遊んでいました。	 
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