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Piccoliせんだいって？

「Piccoli」とは、イタリア語で「ミニ」の意味。

こどもがつくるまち「Piccoliせんだい」（略してピコせん）は、

子どもがつくる、子どもだけの「ミニ・せんだい」の中で、

働いたり、生活したりすることで、子どもたちに

「人の役に立つ喜び」を感じてもらうイベントです。

ピコせんの流れ

まずは受付だよ。

パスポートを受けとろう！

市役所で住民とうろくをしよう！

これで正式にPiccoliせんだいの

ピコみんになったよ。

ハローワークで仕事をさがそう！

好きな仕事をえらんではたらくよ。

★ やりたい仕事がなかったら

思いきってきぎょうしてみるのもアリ！

お店でオーナー(サポーター)から

仕事のせつめいを聞くよ。

店長と副店長を決めて

じゅうぎょういんの仕事のたんとうも

それぞれ話し合って決めよう。

さっそくお仕事スタート！！

お店作りや商品作り、はんばいなど全て

子どもだけでお店をうんえいしていくよ。

みんなできょうりょくしてはたらこう！

★ 1日にはたらけるのは１人４時間まで。

かならず１時間はきゅうけいしてね。

お店のシフトを守ってはたらこう。

□パスポート
まちのパスポートです。これを
持っていないとピコせんのまち
で暮らすことはできません。
みんな首から下げています。

□ピコ
ピコせんのまちの紙幣「ピコ」
です。ピコでお給料をもらい、
買い物をしたり遊んだりする
ことができます。デザインはピ
コせんキッズとピコみんが考
えました。

□Workin（ワーキン）
まちのお仕事が全て載って
いて、これを見てお仕事を
探します。ピコせんだけの
特別なWorkinです。

ま ち に 必 要 な も の
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こどもがつくるまち「Piccoliせんだい」（ピコせん）は、ドイツで行われている「ミニ・ミュンヘン」を参考に企

画されたイベントです。子どもたちが、子どもだけの仮想都市の中でまちづくり・職業体験・生活体験をし

ます。まちには、実際のまちのように市役所や警察などの公共施設、様々な商品を製作する会社や食

事を提供するお店、余暇を楽しむための娯楽施設など、子どもたちの考えた多様なお仕事が用意され

ています。子どもたちはハローワークで仕事を探し、お給料をもらい、そのお金で好きなものを買ったり

遊んだりすることができます。子どもがつくる子どもだけのまちに参加することによって、働く喜びやお金

や物の大切さ、社会の仕組みを学びます。

●日程：2018年2月10日（土）～1２日（月）

●時間：10:00～16:00（3日目は積雪の為～15：00）

●会場：仙台市宮城野区中央市民センター 3階

●参加費：3日間1500円、2日間1200円、

1日のみ800円

●店舗数

35店舗

●参加人数(延べ)
子ども：228名
サポーター：68名
演劇関係者：3名
観光客：22名（低学年）

41名（保護者）

「Piccoliせんだい」2017テーマ

「みんなが主役のピコランド－助け合える笑顔のまち－」

２

開 催 概 要

人の役に

立つ喜びを

実感する

失敗を恐れず

チャレンジする

成功体験から

自己肯定感を育む
自分で考えて

行動する力を

身につける

社会のしくみを学び

働く喜びを実感する

さまざまな人と関わり

コミュニケーション能力

を養う

Piccoliせんだいでは、子どもたちに「人の役に立つ喜び」を感じてもらうことを大きな目的とし、

活動に取り組んでいます。

Piccoliせんだいが目指すもの

「Piccoliせんだい」2017データ



参加者データ

Piccoliせんだい ピコみん9０人（うちピコせんキッズ１９人）

学校別参加者

低 学 年 観 光 客 ア ン ケ ー ト の 結 果

学校名 人数

丸森町立大内小学校 1

宮城教育大学附属小学校 1

宮城野小学校 10

原町小学校 5

幸町小学校 3

高砂小学校 7

国見小学校 2

鹿野小学校 5

小松島小学校 2

新田小学校 2

３

学校名 人数

西多賀小学校 1

泉松陵小学校 3

中山小学校 1

中田小学校 1

中野栄小学校 4

長町南小学校 3

鶴谷東小学校 1

田子小学校 8

東宮城野小学校 4

東仙台小学校 8

学校名 人数

東長町小学校 2

東六番丁小学校 1

八本松小学校 2

不二が丘小学校 1

福室小学校 2

柳生小学校 2

利府第二小学校 2

榴岡小学校 6

合計 90名

41%

15%

23%

21%

学年別参加割合

3年生 4年生 5年生 6年生

68%

18%

14%

日数別参加割合

3日間 2日間 1日間

今年度はPiccoliせんだいにお客さんとして遊びに来てくれる
低学年のおともだちも募集しました！（回収 10/22人）

46%

18%

9%

9%

9%

9%

今日は１番何が楽しかった？

おばけやしき

つくる・たべる・

お買いもの
チョコバナナ

ボーリング

くじびき

病院

「どんなお仕事をしてみたい？」という問
いには食べ物屋さん、占い、劇団、銀行、
お化けやしき、つくること、デザイン、
お花屋さん(2名）、ボーリング等が挙が
りました。みんなの夢がいっぱい！
まちを賑やかにしてくれてありがとう☆

買ったお花は
お母さんへのプレゼント♪ →



参加者アンケートの結果

４

「Piccoliせんだい」に参加してくれた子どもたちに聞きました。
「今年度のテーマは『みんなが主役のピコランド－助け合える笑顔
のまち－』でしたが、主役と思えた場面はどんなときでしたか？ま
た助け合えて笑顔になったことを教えてね。」



◆報告
どんなまちにしたいか、今年度のテーマを話し合い決めました。

★サポーターの感想
グループでの話し合いを行い活発な意見交換を行うことができ
ました。

●子どもたちの感想
景観決めのための絵をかくのが楽しかった。
まちのテーマを決めることが大変だった。

第２回 まちのテーマを決めよう！

１１月５日 ４８名

◆報告
実際に働くお店の発表を行い、お店ごとにお店の名前
や仕事内容の話し合いを行いました。

★サポーターの感想
お互いの意見を聞きあい協力して話し合いを行うことが
できました。

●子どもたちの感想
野々下さん（２３頁参照）と劇をするのが楽しみ。
たいへんなことが多かった。

第３回 おしごと発表！

１２月１７日 ４１名

「Piccoliせんだい」2017の開催にあたり、実際に必要な仕事やテーマの話し合い

を子どもたち全員で話し合いました。

みんなでかたるっちゃ!!の様子

開催場所： ＩＮＴＩＬＡＱ東北イノベーションセンター

卸町にある「起業家育成・支援」のための施設です。
小学生向けの起業体験等も開催しています。

◆報告
今年度初めて子どもたちとサポーターが集まりました。

★サポーターの感想
多くの人が緊張気味でしたがお互いのことを知る第１歩
となりました。

●子どもたちの感想
みんなで楽しく話せた。お店を考えるのが大変だった。

第１回 仲間について知ろう！

（開催日）９月２４日 （参加人数）４６名

５



「Piccoliせんだい」2017の開催にあたり、「ピコせんキッズ」と呼ばれる子ども実行委員

を募集しました。ピコせんキッズには19名の小学生が集まり、みんなでかたるっちゃ!!で浮

上した議題や新たな議題の話し合いを行いました。

キッズでかたるっちゃ!!の様子

◆報告
ピコせんキッズの集まりが今年度初めて行われました！
まちに必要なお店とまちで使用する通貨である「ピコ」のデザインを話し合いました。

★サポーターの感想
少人数の集まりで緊張している子もいましたが、レクリエーションゲームを通して仲を深
めていました。

●子どもたちの感想
お仕事を決めるのが大変だった。みんなと仲良くなれた。

第１回 まちのお店を考えよう！

１０月１５日 １４名

◆報告
まちのルール決めや本番で使うパスポートのデザインの決定を行いました。

★サポーターの感想
２回目ということで緊張も和らいできたためか革新的なアイデアを出す子や意見をまとめ
る子など子ども達一人一人の個性が出てきました。

第2回 まちに必要なことを決めよう！

１１月２３日 １４名

６



◆報告
本番に向けて担当ごとに最終仕上げを行いました。また会議の後半には今回の会議の活動内
容を共有しあいました。

★サポーターの感想
一人一人が本番に向けて真剣に話し合いどうしたらより良くなるかを考えました。

●子どもたちの感想
ポスターを作るのが大変だったけど楽しかった。
まちに飾る看板を作ったことが楽しかった。

第３回 最終仕上げをしよう！

１２月１０日 １２名

◆報告
今年度のピコせんを振り返るとともに、キッズのアルバムづくりを行いました。

★サポーターの感想
ピコせんで感じた、良かった点、悪かった点について熱心に話し合ってくれました。
（24頁に「キッズの声」として掲載）

第４回 ピコせんを振り返ろう！

３月１１日 ９名

７



今年のテーマは「みんなが主役のピコランド―助け合える笑顔のまち―」！テーマ
をもとに虹や風船、気球などが取り入れられた景観が、まちをにぎやかにしたよ！

８

当日の様子

景観・看板
づくりのようす



９



商品を作ったり商品を売る仕事

今年も、バラエティに富んだお仕事がピコせんのまちに登場しました。当日は、

働く楽しさや大変さを感じながら一生懸命お仕事をしていました。お店ごとに、

そこで働いた子どもたちの感想、写真、そしてサポーターから集めたお店のエ

ピソードを紹介していきます。

子どもたちが工夫をこらした商品がお店に並びました！お客さんに喜
んでもらえるように、売り方や値引きなどを工夫し、元気よく売って
いました！

「ピコ♡ピコざっか」

「シャイニングフラワー」

• お客さんが来るように「来てください」
と大声を出すのをがんばった

• みんながほしいと思うものを仕入れる
のをがんばった

• お花をつつんだり、りぼんむすびを
がんばりました

• さいごの時何人もきてすごく大へん
だった

１０

お店紹介



「ピコブック」

「楽しいピコ服屋」

「ピッコリ文具」

• 本の値段を決めるときに
助け合った

• 税金などを計算するのが
少し大変だった

• 服を安くしてうったらえがおになってくれた
• しょう品の値段ぎめをがんばった
• あそんでいるじゅうぎょういんにちゅうい
すればよかった

商品を作ったり商品を売る仕事

• 来てくれたお客さんに、
優しく対応するのを頑張った

• お客さんにお店に来てもらうのが
むずかしかった

１１



人に伝える仕事

役に立つ情報を、まちのみんなにお届けします。放送局やテレビ局は
映像を使って、ラジオ局は放送を繰り返して伝えました！カメラマン
はたくさんのひとの写真を取ってくれました！

「わくわくラジオ局」

「ピッコリスマイルレンズ」

• しゃっきんの計算をがんばった！

• お店のせっきゃくをがんばった
• 自分からみんなに笑顔が伝わっていく
のがうれしかった！

たくさん写真を撮りました！

１２



「Piccoli放送局」

「スマイル放送局」

• しゃっ金の返済をがんばった
• 放送局だと仕事のバリエーション
がなかった

・ ２人だと経営が意外と大変
・ もっとせん伝！
・ 大きい声でせんでんをがんばった

人に伝える仕事

１３



新しいことにチャレンジする仕事

今までにないようなお店や会社にチャレンジするおしごと！
今年のピコせんにも、いつもと違う、ユニークなサービスを提供する
お店がまちを盛り上げてくれました！

「ピコ・コーラ」

「ピッコリ大工」

• わごむでっぽうをつくるのを
がんばった

・ 仕事（借金へんさい！）を
がんばった

・ ずっと笑顔だった！

大工さん作『ちいさな家』

１４



新しいことにチャレンジする仕事

「Piccoliデザイン」

「ハローハローおしごと」

• せんでんをがんばった
• しょうひんをつくることを
がんばった

• ねだんをもう少し安くすれば
よかった

• お店の商品を作ることが大変
だったけど、がんばった！

商品開発中…！

１５



まちを支える仕事

「みんなが主役のピコランド」を陰から支えるお仕事！まちを支える仕
事のおかげで、みんなは思いっきりまちを楽しむことができました！

「piccoliサービス」

「紅もも図書館」

• ぜいきんのかいしゅうをがんばった
• みちあんないがたいへんだった
• お金を数えるとき、間違えた時に
お互いにフォローできた

• 宣伝、バッグ作りをがんばった
• 自分が選んだ本をみんなみてくれた
• お客さんがこなくてたいへんだった

税金計算＆回収中！

１６

図書館作の
バッグ♪



まちを支える仕事

「みんなを守るヒーロー」

「ピッコリ銀行」

・ ピコを数えることがたいへん
だったけどがんばった

・ みまわりをがんばった

「警察手帳」用に
写真を撮って

もらっていました！

１７

正確に
数えないと…！



食べ物を作って売る仕事

いろいろな食べものを作って、まちのみんなのお腹を満たしてくれる
お仕事！お店ごとに特徴のあるメニューが並び、どれも美味しそう！

「夢のレストラン＆カフェ」

「ニッコリ☆スイーツ店inピコせん」

• パフェ作りをがんばった
• せっきゃくをがんばった
• 新メニューをつくったときに
褒めてくれた

• 呼び込みがたいへんだった

• 料理づくりをがんばった
• 話し合いをがんばった
• 料理を助け合って作って美味しくできて
笑顔になった

実際の
商品

１８



食べ物を作って売る仕事

「ニコパクアイス」

「ピッコリクレープ」

• アイスをたくさん売ることを
がんばった

• 売った個数をカウントすることが
とても大変だった

• ２人しか店員がいなかったが、
２人で協力してはたらけた

• みんなで協力してクレープを作るのを
がんばった

• 材料を最初に使いすぎてしまった
• クレープをはやく作るのがたいへん
だった

アイスはいろんなところで
大人気でした！

１９



けがをしたり具合の悪い人など、困っている人たちを助けてくれるお仕
事。みんなが安心してまちを楽しむために、頑張ってくれました！

困った人を助ける仕事

「にこにこチョコバナナ」

「遊び病院」＆「ピッコリ薬局」

・ チョコバナナをどうすればいっぱいかって
くれるかを考えるのをがんばった

・ ねだんをもうちょっとちょうせつすればよかった

• せんでんがたいへんだった
• ねだんを決めたことをがんばった
• 商品をどうするか、どうやってつくるか
を考えるのにがんばった

看護師ボランティア 佐藤一恵さんのコメント

「ぼくはこのお店はきっと上手くいくと思う。
サポーターさんもいっしょだからね」

私自身、この言葉にすっと背筋が伸びる感じがしました。子どもたち
は、見方によってはかよわい、守られた中にいる人たち、ととらえられ
がちですが、とてもポジティブで、希望を持って生きている。
「きっと上手くいくと思う」
という言葉からは、私たち大人こそ忘れている希望を感じました。

２０



人を楽しませる仕事

ピコせんのまちを盛り上げるお仕事！ゲームだけじゃなく、カラオケやおば
けやしき、うらないしなど、バラエティに富んだ“遊び”がここに集結！

「ゲームどころピコセンター」

「船岡ワン」

• レジやお金の管理をがんばった
• おばけやしきで人がたりないときに
てつだって笑顔になった

• あそびにきた人などをせっきゃく
するのがむずかしかったです

• 名前をかえればよかった
• ぜんぶのばめんで笑顔になれた

お店の表示
遊び方などが
書いてあります

２１



この他に『Piccoli「お古」』『ハピネスシャッター』
『爆笑ピッコリげーのーじむしょ（BPG）』というお
店を子どもたちは考えてくれました。
なお、『ピコモデル』と『♡ピッコリ女ゆう』は劇場
と併せて仕事をしました。

「ピッコリおばけやしき」

「ピッコリうらない」

• おきゃくさんに「すごいね」と
言われてうれしかった

• メイクやおばけやくや売り物を
うるのをがんばった

• 人をおどろかせるのを
がんばった

• おばけやくがたいへんだと
おもいました

２２



仙台シアターラボとは 子供から大人までいろんな人に演劇を届ける劇団
HP：http://s-theatrelabo.jimdo.com/

『思い出』

仙台シアターラボ こどもがつくるまち 「Piccoliせんだい」2017参加者向け公演

『第４会議室を劇場にしよう！』

作 中村大地

構成・演出・出演 野々下孝

劇場の様子

２月１０日（土）・１１日(日)に公演に向けての準備・稽古
を行い１２日(月・祝)に公演を行いました。女優・モデル・
劇場の子どもたちが力を合わせ、各々の実体験に基づく思い
出をもとに作成された物語を通し「思い出」とは何かをテー
マに演じました。

公演を終えて…

演劇には、自分の内面と向き合う効用があります。子どもたちが自分の内面と
向き合い、お互いの内面を尊重することは、相手を思いやる気持ちを育む行為です。
目に見えないものを想像し、敬意を払う子どもたちに拍手を送りたいと思います。

野々下孝

２3



２４

キッズの声

ピコせんだより

「ピコせんだより」とは・・・？

子どもたちが本番のために準備を
する「キッズでかたるっちゃ!!」
と「みんなでかたるっちゃ!!」。
そこで行われた活動内容を、保護
者の方へ伝えるお便りのことです。
事務局員が活動終了後に作成しま
した。
今年度はみんなでかたるっちゃ!!
で2回、キッズでかたるっちゃ!!で
3回の計5回発行しました。

本番後のキッズでかたるっちゃ!!では、キッズのみんなにピコせんについてのアンケートに
答えてもらいました。その一部を紹介します。

Ｑ１たのしかったことは何ですか？
Ａどんなまちにするか考えたこと。借金を全額返済したこと！

Ｑ２しっぱいしたことやだめだったことはありますか？
Ａ劇場のチケットを高く売ってしまったこと。売上管理表をしっかり書けなかったこと。

Ｑ３サポーターと楽しかったことはありますか？
Ａ税金の計算を一緒に考えたこと。一緒に遊んだこと。いつも優しくしてくれたこと。

Ｑ４ピコせんのイベントで、もっとこうなってほしいと思ったことはありますか？
Ａもっと広い場所でやりたかった。細かいピコがあったほうが良かった。



保護者の方にアンケートをとり、家でお子さんと話したことや、ピコせん当日の保護者見学で感

じたことなどについてお話をいただきました。保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。

「良かった点」

・今年で３回目の参加で、楽しんでいます。

・子どもが初店長、張り切っていました。

・子どもたちだけで、頑張っている感じで良

かった。

・みんなが楽しそうに活動していて平和で

明るいまちに感じた。

・サポーターが、声をかけたりとよく見てく

れて、親としては安心できた。

・子どもがたくさん買い物ができてとても楽

しかったようです。また来たいそうです。

「改善点」

・遊ぶ人が少ないと感じた。外部からの観光

や別ルートでもう少し人を入れると活気が出

ると思う。

・お店の場所とメニューや値段、食事する場所

などの大看板があると良かった。

・１階のイベントと間違えたので案内表示があ

るとうれしい。

・太白区から来たので少し遠いと感じた。

「全体を通して」

・今まで、子供が参加しているのを見たことがなかったので、お友達と力を合わせて頑

張っている姿を見られてうれしかった。

・子どもが帰ってくると話が止まらないくらい、お店のこと、買い物したこと、食べたこと

を話してくれる。

・積極的に売り込んで声を出している子どももいれば、作るのに夢中の子どももいたり

で、まるで本当のまちの縮図のようでした。

・まちを作り上げたプロセス（経験)が子どもたちの今後の宝物になると信じています。

・物が売れるかどうか前日から心配していた。そんな姿にも成長を感じた。

・子供が年齢に関係なく集まる活動が出来る所はないので、とてもありがたい。これか

らも応援しています。

２５

保護者の声



今年度は中学生を対象としたサポーター説明会を行ったり、前年度に引き続き宮
城野区中央市民センターまつり「Mフェス」に出店部門として参加しました。ま
た、INTILAQにて起業体験のサポーターをさせていただきました。地域の方々
や子どもたちと交流することで人と人との繋がりを実感し、Piccoliせんだいでの
活動をより豊かなものとしています。

♢中学生サポーターの声
初めてのピコせんのボラン
ティアに参加したけど、とて
も楽しくできたし、何より子
どもが楽しそうにやってい
たのでうれしかった。

☆中学生サポーター説明会☆

☆Mフェス☆

２６

地域交流

♢サポーターの声
当日は強風の中で一時
はどうなるかと思いました
が、みんな一生懸命に
コースター作りに取り組ん
でいました。また、親御さ
んにも人気があったようで、
親子で取り組む様子が
多々見られました。

☆INTILAQ起業体験☆

☆合同新歓☆

12/2・1/13
会場：鶴ケ谷東マイスクール児童館

11/11 会場：宮城野区中央市民センター

当日は１４個
完売致しました。

時間を忘れて
真剣に作成中。

♢サポーターの声
ピコせんのノウハウを生かしてイベントをサポート
しました。同時に、INTILAQ独自の質の高い体験
や実施の工夫、子どもたちの主体的な活動から
様々なことを学ばせてもらいました。

♢サポーターの声
仙台を中心に活動する
団体が、メンバー募集や
交流を目的に一堂に会
するイベント。ピコせんの
サポーターを募集するだ
けでなく、ピコせんの活
動や魅力を多くの人に伝
える事ができました。4/16 会場：AER

1/14 会場：宮城野区文化センター

仙台を中心に、東北のア
ツい学生団体や、学生が
主体的に活動している団
体と出会える場。

仮想の会社を設立し、商品企画や、事
業計画作成、生産、販売、決算までの
行程を体験することで、「働く」ということ
を肌で感じられるプログラムです。

7/16・9/18・1/21 会場：INTILAQ 東北イノベーションセンター

＜イベント内容＞



「Piccoliせんだい」2017を支援してくださった共催・後援・協力・協賛企業/団

体を紹介いたします。ご協力ありがとうございました。（敬称略、順不同）

アークホテル仙台青葉通り 株式会社ロッテアイス

えちご整骨院 カルビー株式会社

家庭教師のフィット 観光第一交通株式会社

株式会社いたがき 合資会社トランスポート仙台

株式会社ウジエスーパー 斎藤コロタイプ印刷株式会社

株式会社北日本ノバックス 常盤化工株式会社

株式会社金港堂 シーラックパル株式会社

株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク
北日本支社

服部コーヒーフーズ株式会社

株式会社仙台シティレッカー ハッピィネットワーク株式会社

株式会社フジヤ仙台支店 ファミリーマート新伝馬町通り店

株式会社ブレイン 有限会社NK運転代行

株式会社フレッシュおの 有限会社マーレ

株式会社マルタマ NPOピコせんサポーターOB・OG

株式会社宮城読売IS 他 12 社

合 計 39 社

２７

ご支援いただいた皆様

共催： 仙台市、INTILAQ東北イノベーションセンター

後援： 仙台市教育委員会

協力： 株式会社廣済堂、株式会社仙花、
仙台シアターラボ、株式会社日本オイラービルサービス

協賛： 下表



２８

サポーターの声

今回初めて参加し、本番に至るまでにたくさんの
準備を子どもたちと重ねてきました。サポーターと
して至らぬ点も多かったと思うが、子どもたちが楽
しんで活動している姿を見ていつも元気をもらい
ました。私たちサポーターから見た子どもたちはと
てもキラキラしていて、この歳から積極的に行動
したり判断する力を持っていることに驚かせられ
るばかりでした。子どもたちから学ばせられる点
が多々あるといつも感じています。

(東北学院大学猪又麗夏)

今回で3回目の参加になります。運営で毎回問題

になるのは「現実に近づけるか、楽しさを優先す
るか」ということ。借金表や売上管理表などの帳
票が煩雑になると苦痛になりますが、全く無いと
ただの遊びになります。私は煩雑になることを恐
れていましたが、実際にイベントでは帳票類をき
ちんと書いてお店を運営する子どもたちがたくさ
んいました。「お店の運営のためには何でもやる」、
そんな姿勢を見せつけられます。子どもたちは、
常に仕掛ける側の予想を遥かに超えてくるなぁと
いつもいつも感じます。

（東北大学 大沼竜也）

今年度初めての参加でした。このような大きなイ
ベントの企画から行うというのも初めての経験で
した。今回のイベントでは私自身大きな成長の場
になりました。それと同じくらい、それ以上に今回
のピコせんが子どもたちにとって今後生きていくう
えでの糧となってくれていればいいなと思います。
参加してくれた子どもたち、企画に携わってくれた
事務局の人たち、本番にサポーターとして参加し
てくれた方々、また様々な形でイベントを支えてく
れた方々。多くの想いが重なり合って今回のイベ
ントを開催することができました。みなさん本当に
ありがとうございました。

（宮城教育大学 田村亮）

“みんなで何か一つのものを作り上げること”は決
して簡単なことではありませんが、この｢Piccoliせ
んだい｣2017 を通して、一人ひとりのアイディアや

行動が成功の鍵となっていたことを感じます。私
自身サポーターとして関わる中で、ピコせんに参
加しなければ得ることの出来なかった充実感や
達成感がありました。また、何かに挑戦すること
の意味、そしてその中で起こる不安や葛藤と向き
合う大切さを知ることが出来ました。子どもと一緒
に何かに取り組むということは、やはり自分1人で

は考えつかない新しくユニークなものに出会うこと
が出来る素敵な機会であるので、この経験を忘
れずに私も精進していけたらと思っています。

（東北福祉大学 松縄真帆）

本番当日はお店が成り立つのかが心配でしたが、
始まってみると子供たちは真剣に看板づくりやお
店経営の仕方をみんなで話し合い考えていて、そ
の行動力や発想力に驚きました。この３日間は子
供たちにとってこれからの人生に必要なことが学
べたと思いますし、私自身も学ぶべきこともあり、
いい経験をさせてもらいました。

（東北工業大学 松田亮大）

いつもとは違う学年も学校も様々なお友だち。普
段では触れ合えなかった人や環境の中で子ども
たちは難しさと面白みを感じたのではないでしょう
か。ある材料の中で考える、無ければ自分達で
作ってみよう！事務局側で準備出来る環境は十
分ではないかもしれません。しかし無いからこそ
子どもたちは考え、補い始めるのかもしれません。
Piccoliせんだいのまち並みはいつも子どもたちの
創造力で埋められています。3日間でさえ感じる

子どもの成長。その大切な瞬間に立ち会えてるこ
と、とても幸せに思います。

（社会人 宮城真莉菜）

今年度も社会人や大学生など多数のサポーターが参加しました。子どもたちの発想力や試
行錯誤をしている姿から、サポーターは多くのことを学ばせてもらうことができました。
そんなサポーターからの感想を紹介します。



ＮＰＯピコせんサポーター代表 古川 春花

７年目、こどもがつくるまち「Piccoliせんだい」201７を開催できましたこと、ご支援・ご協力をいただきました関

係者の皆さまに心より感謝申し上げます。

今年度は、代表者の交代や大学生主体で活動をしたこと、開催月日の大幅な変更など、ピコせんにとって激

動の一年となりました。私自身も含め、皆学業やアルバイトとボランティアの両立、または仕事や家事とボラン

ティアの両立に苦戦し、正直なところなかなか思うように進まなかった時期、意見が合わず衝突してしまうよう

な時期もありました。しかし、新しく事務局員となったサポーターやアドバイザーはじめ、ピコせんに関わっていた

だきました、行政、企業の皆様、その他様々な面でご尽力をいただいたたくさんの方々のおかげで、無事イベン

トを終えることができました。当日の子どもたちは、多種多様なご協賛品のおかげで充実したお店づくり、まちづく

りを楽しんでおり、子どもたちの笑顔を見ると多くの方々に支えられ開催できていることを実感致しました。

ピコせんは、子どもたちの成長の場であるとともに、サポーターの成長の場でもあると考えております。私は大

学生の最初の２年間ピコせんを続けてきて、自分も成長したと感じる部分は数えきれない程あります。子どもと

の関わり方だけでなく、企業の方々や保護者の方々、施設の方々や地域の皆様などとの交流の中から学ぶこ

とは、本を読んだり講義を聞いたりする以上にかけがえのないものとなりました。何よりも、今まで協力してきた仲

間たちには、作業面や精神面などにおいてたくさん支えていただきました。老若男女問わず、意見を言い合え

る環境という私たちの魅力を活かし、一人ひとりが精一杯やりきった一年に心から拍手を送りたいと思います。

最後に、繰り返しにはなりますが、ピコせんに関わってくださったすべての方々に厚く御礼申し上げます。

古川 春花 Haruka Furukawa

志羽久 文香 Ayaka Shihaku

宮城 真莉菜 Marina Miyagi

西塚 孝平 Kohei Nishizuka

齋藤 まゆみ Mayumi Saito

青野 一眞 Kazuma Aono

伊藤 麗央 Reo Ito 

猪又 麗夏 Reika Inomata

小川 聖太 Shota Ogawa

大沼 竜也 Tatsuya Onuma

木立 芳行 Yoshiyuki Kidachi

田村 亮 Ryo Tamura

松縄 真帆 Maho Matsunawa

松田 亮大 Akihiro Matsuda

アドバイザー 齋藤まゆみより
ピコせん7回の開催は、東日本大震災と同じ年数になります。
初めての子ども会議が震災で中止になった時、子どもにはどんな時でも遊
び場と笑顔が必要だと思いました。行政、企業様を始め、多世代の方に支
えられてこれまで開催できたこと、心より感謝申し上げます。

サポーター打ち上げ

サポーターの
活動の様子

２９

主催者から

「Piccoliせんだい」2017事務局
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NPOピコせんサポーター事務局
〒983-0047
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TEL/FAX  022-257-4463

MOBILE 080-2823-0872
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皆様のご協力に感謝いたします。

ありがとう
ございました！


