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かけがえのない場所をみつけよう
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＜私＞という存在が別の＜私＞と深くつながっていく。
その前向きでポジティブな輪を、ＹＭＣＡはポジティブネットと呼んでいます。
従来のネットワークを超えたポジティブネット、
それは＜私＞を社会や世界へと強く結びつけるもの。
人と人とのつながりを尊重してきたＹＭＣＡだからこそ可能になる、
独自のネットワークを築こうと決意しています。

一人ひとりの＜私＞は孤立して存在できるものではありません。
＜私＞というものは、誰かとの関係性のなかで生まれるもの。
その関係性の可能性を拓き、＜私＞を＜私たち＞に
進化させていくために、ＹＭＣＡは様々な新しいコトに
トライし、チャレンジを繰り返していきます。
すべては、あなたという＜私＞の人生を有意義なものとするために。

ひとりが「よくなる」と、
その人と出会った誰かがうれしくなる。
そして、その「よくなる」の連鎖は、
やがて社会や世界を変えていくチカラとなる。
平和を形にしていく原動力となる。
その強い想いを胸に、ＹＭＣＡは
これからも人びとの目線に立ち、活動していきます。

みつかる。つながる。よくなっていく。

ひとりが「よくなる」と、社会や世界はきっと変わる。
みつかる。つながる。よくなっていく。

あなたが、したい何かを「みつける」ために。
あなたが、「つながりたい」誰かを探すために。
そして、あなた自身の人生というものがもっと「よくなる」ために。
ＹＭＣＡはいま、一人ひとりの＜私＞にとって、
かけがえのない場所になろうと、日々、試行を重ねています。



ＹＭＣＡとは

1844年、イギリスのロンドンで産業革命が起こり、劣悪な環境で労働を強いられていた若者たちが、より良い生き方を求め
て立ち上がったのがＹＭＣＡの始まりです。
現在は世界119の国と地域でおよそ5,800万人の会員が活動する世界最大級の国際団体です。
キリスト教の精神に基づき、ボランティアとスタッフが協働して幅広い活動を全国で展開しています。あらゆる年代・性別・
宗教・国籍の人々が互いを認め合い、高めあう「ポジティブネット」のある豊かな社会を創ることを目標にしています。
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仙台ＹＭＣＡにおいても、市民の知的、健
康的、技術的向上を目指し、健康、文化、野外、体育、語
学、進学、生涯、職業教育の機会を提供しつつ、人びと
が豊かに育つ環境の整備と指導者などの養成に努
め、家族、余暇、国際、文化、地域などの諸課題に取り
組んでいます。現在、公益財団法人仙台ＹＭＣＡ・学校
法人仙台ＹＭＣＡ学園・社会福祉法人仙台ＹＭＣＡ福
祉会・NPO法人仙台ＹＭＣＡファミリーセンターの4法
人(仙台市内7つと富谷市3つの拠点)で、地域のために
活動を行っています。
　

ＹＭＣＡとは 「Young  Men’s Christian  Association」 の略です。

仙台ＹＭＣＡの使命
本会は以下の使命の実現を目指した諸活動をおこなっています。

私たち仙台ＹＭＣＡは、イエス・キリストによって示された愛と奉仕の生き方に学びつつ、青少年の全人的成長
を願い、このわざを東北の地に拡げるための活動をおこないます。

喜びのある生き方をすすめます。　
私たちは、すべての人が、生涯にわたる学びと交わりをとおし、共に成長できる生き方をすすめます。

共に生きる社会をめざします。　
私たちは、すべての人が喜びと痛みを分かち合う、豊かな愛と希望に満ちた社会の実現に努めます。

ボランティアの働きを地域社会に拡げます。　　
私たちは、人と人とのかかわりを豊かに育み、隣人に仕えあう喜びの輪を拡げます。　

世界平和の実現に努めます。　
私たちは、歴史をふりかえり、一人ひとりの人権とすべてのいのちが尊ばれる世界の実現に努めます。

地球環境を大切にします。
私たちは、地球環境を守り、自然と人との共存をめざします。

子どもたちの生きる力を育てます。　　
私たちは、子どもたち一人ひとりの個性を尊重し、子どもたちが自発性に富み、自立心豊かで
たくましい人間に育つよう支援します。

学校法人
仙台ＹＭＣＡ学園

社会福祉法人
仙台ＹＭＣＡ福祉会

NPO法人
仙台ＹＭＣＡ
ファミリーセンター

公益財団法人
仙台ＹＭＣＡ

日本のＹＭＣＡ

アジアのＹＭＣＡ

世界のＹＭＣＡ

仙台ワイズメンズクラブ
仙台青葉城ワイズメンズクラブ
仙台広瀬川ワイズメンズクラブ
石巻広域ワイズメンズクラブ

仙台ＹＭＣＡ組織図(会員組織・任意団体)





授業や学校生活全般に関わることを一手に引き受けるの
が私たち教務課の仕事です。学生の担任として彼らの夢実
現を支援し、自分自身も共に成長していきます。入学相談
や広報活動などを行う入学相談室では、学校説明会の開
催やＳＮＳ等を利用した情報提供も行い、主に高校生への
対応が中心となる仕事です。

☆仕事の特徴

ジュニアクラブでは2歳から中学生を対象に子どもたち
の成長過程に応じて、体力や精神の向上を図ることを
目的に、スイミング、サッカー、体操、野外活動、キャンプ
等のプログラムを、ウエルネスクラブでは大人を対象に、
生き生きとした「ウエルネスライフ」をつくり出す事を
願って、スイミング、ジムマシーン、各種フロアープログラ
ムを幅広く運営しています。スタッフは一人ひとりの会員
様に寄り添いながらサポートしています。生涯教育セン
ターでは、ピアノ、油絵、英会話クラスの運営や学籍管
理、広報、国際理解プログラムの企画運営などを行いま
す。キラリと光る子どもたちの才能を引き出す手助けを
するとともに、世界に視野を広げるためのプログラムを
展開しています。

☆仕事の特徴

仙台ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校　　　　　 〒980-0822　仙台市青葉区立町9-7　電話　022-222-7645　URL   https://www.sendai-ymca.ac.jp/
ＹＭＣＡジュニアクラブ・ウエルネスクラブ　   〒980-0822　仙台市青葉区立町9-7　電話　022-222-7533　URL   https://www.sendaiymca.jp/
仙台ＹＭＣＡ生涯教育センター  〒980-0822　仙台市青葉区立町9-7　電話　022-222-7645　URL   https://www.sendaiymca.jp/ P6

仙台ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校
夢の実現を支援し、共に歩む

仕事の内容
授業（有資格者）、担任業務、広報、事務、
企画、運営など事業全般

仕事の内容

各プログラムの指導
アシスタント、
クラス運営、
プログラム企画

ＹＭＣＡジュニアクラブ・ウエルネスクラブ

一人ひとりに寄り添う指導
仙台ＹＭＣＡ生涯教育センター

VOICE

学生の頃から子どものために働くということが夢でした。その中で就職活
動をしている時に仙台YMCAと出会いました。見学に来た際には子ども
たちが元気に明るく体を動かしているのを見てパワーをもらったのを覚
えています。今、仙台YMCAの職員となり毎日子どもたちとプールや運動
遊びができることにやりがいを感じています。また、子どもたちから学ぶ
ことが多く、日々自分自身も成長することができています。子どものため
に働きたい方、子どもの笑顔が好きな方、ぜひ一緒に働きましょう！

学校法人三幸学園仙台リゾート＆スポーツ専門学校 2022年3月卒業 渡辺 智也



社会福祉法人仙台ＹＭＣＡ福祉会

☆仕事の特徴☆

子どもたちにとって安心できる場
所、かけがえのない場所になるよ
うに子どもたちによりそって保育を
していきます。チームで保育を行い
ますので初めての方でも安心して
働けます。子どもたちの命を守り、
発達を促し、生き抜く力を育ててい
く,かけがえのない仕事です。また
子どもの成長とともに保育者自身
も成長できる場所がＹＭＣＡには
あります。
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仙台ＹＭＣＡの保育園
かけがえのない場所、未来をつくる

定員 90名定員 120名

定員 90名 定員 90名



ＹＭＣＡ西中田保育園 〒981-1105　仙台市太白区西中田7-4-1           
ＹＭＣＡ南大野田保育園 〒982-0015　仙台市太白区南大野田9-1          
ＹＭＣＡ加茂保育園  〒981-3122　仙台市泉区加茂5丁目5-29           
ＹＭＣＡ長町保育園　　　   〒982-0011 仙台市太白区長町4丁目3-32      
本部事務局   〒980-0822　仙台市青葉区立町9-7                    P8

仕事の内容・職種
保育士職
保育業務全般。非常勤保育士職は
業務内容、就業時間の調整が可能です。

保育業務の補佐や施設整備・清掃など
を行います。

保育補助職

栄養士職
給食業務全般。子どもたちへの
食育活動なども行います。

調理員職
調理業務全般。食事の配膳や
下膳・食育活動なども行います。

事務職
保育園の労務・人事・経理・
給与管理を行います。

『いきいきとして意欲(やる気）があり、思いやりのある子ども』

① ともだちとすすんで遊ぶ子ども

⑤ いのちを大切にする子ども
③ いろいろなことがらに興味や関心を
　 持ち、意欲をもって取り組む子ども

6. 名前で呼び合える関係づくりを      
　目指しています

5. 特別支援保育を行っています
1. 一人ひとりを大切にする
　キリスト教保育を行っています

4. 環境にやさしい生活をしています

3. 絵本の読み聞かせを大切にして
　います

2. 和食を中心とした献立です

保育目標

保育園の特色

② 自分でできることは自分でする子ども

7. 異年齢保育を行っています

④ 感じたことや考えたことを
     のびのびと表現し、また、相手の
 　気持ちも分かる子ども

ある日の保育園（一日の仕事の流れ）

8：30 出勤
保育・子どもたちの受け入れ
午前のおやつ準備

9：00 子どものおやつ
その日の子どもたちの様子・過ごし方の確認

11：00 食事準備

11：30 子どもの食事
昼寝準備

昼食・休憩13：00

子どもたち昼寝12：30

自由遊び16：00

午後のおやつ準備
子どものおやつ

15：00

連絡帳記入・打合せ・園内研修14：00

退勤17：30

自由遊び
(子どもたちの「やりたい！」に合わせた遊びの展開)

保育士、調理、保育補助、事務職、それぞれの
職種は異なっていてもチームワークよく優しい
職場。20代～60代まで様々な年代の職員が
働いています。育児休暇、育児時短、介護休暇
など、働きやすく、継続しやすい職場です。

Point !

電話　022-306-0730　URL   https://sendaiymca-fukushikai.com/nishi
 電話　022-748-0130　URL   https://sendaiymca-fukushikai.com/minami
 電話    022-777-6776　URL   https://sendaiymca-fukushikai.com/kamo
電話    022-397-6842　URL   https://sendaiymca-fukushikai.com/nagamachi

 電話    022-222-7634　URL   https://www.sendai-ymca.org/

VOICE

保育・清掃・保育準備
迎えの保護者対応

子どもの成長に関わる仕事をしたい一心で保育士を目指し、ＹＭＣＡ
に出会いました。ＹＭＣＡの魅力は、子どもたち一人ひとりの個性を大
切にしながら側で見守り、子どもたちの気持ちを引き出しながら成長
のサポートをするところです。ＹＭＣＡで働かせていただく中で、人と人
との繋がりを日々感じています。職員の方々は親切でとても明るく、ま
た子どもたちの笑顔に囲まれ充実した日々を過ごすことができていま
す。子どもたちや一緒に働く先輩方から頼られるような存在になり、子
育てに奮闘する保護者の方々に寄り添っていけるような保育士になり
たいです。多くの方々と関われることに感謝しながら私自身も成長して
いけたらと思っています。

聖和学園短期大学卒業 　芳賀 洸祐







公益財団法人仙台ＹＭＣＡ

公益財団法人仙台ＹＭＣＡには職員
がいません。事業はボランティアに
よって支えられています。仙台ＹＭＣ
Ａの各法人に所属する職員は、ボラ
ンティアとして、この法人の事業を支
えています。ＹＭＣＡが地域に、世界
に奉仕する運動体としての働きを
担っています。
ＹＭＣＡの使命を果たす大切な法人
であり、職員一人ひとりがボランティ
アをする機会を得ることができます。
多くの活動は、ボランティアによる委
員会組織で行われ、職員だけでな
く、学生や子どもたち、地域のボラン
ティアと共に作り上げられています。
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ＹＭＣＡ全体で運営し
職員を配置していない法人です。

仙台ＹＭＣＡバザー

仙台ＹＭＣＡクリスマス

チャリティゴルフ

ピンクシャツデー

仙台ＹＭＣＡインターナショナル
チャリティーラン

仙台ＹＭＣＡは、一年を
通して多くのボランティ
アの皆さまとともに、さ
まざまな支援プログラ
ムを行っています。

SEPTEMBER

DECEMBER FEBRUARY

OCTOBERJUNE 6 9 10

12 2



仙台ＹＭＣＡの４つの法人の総務、人事、労務、経理、会計、会員
管理、渉外、役員会の召集の手続きなど、法人全体の運営や経営
に関わる事業部です。常にパソコンと向き合う仕事というイメージがありますが、職員の労働環境の改善やプライベートな
問題にも関わる、常に人と向き合う事業部でもあります。法令の改正や会計基準の変更にも対応できるよう常に専門性を
高め、コンプライアンスに基づいた法人運営と、職員が安心して働ける労働環境の整備に努めています。

公益財団法人仙台ＹＭＣＡ 〒980-0822　仙台市青葉区立町9-7　 電話　022-222-7634　URL   https://www.sendai-ymca.org/
本部事務局   〒980-0822　仙台市青葉区立町9-7　 電話　022-222-7634　URL   https://www.sendai-ymca.org/
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労務・経理等事務的な業務全般
給与計算、労務管理、各種事務手続き、伝票の管理と
会計ソフトへの入力作業など庶務全般

仕事の内容・職種

☆仕事の特徴

東日本大震災支援対策室

 「Positive Net (ポジティブネット)」 のある
                                        　豊かな社会を目指して

Positive Netとは互いの存在や個性を認め合い、高
め合うことのできる、善意や前向きな気持ちによっ
て繋がるネットワークのことです。課題の多い社会
の中で、それが生きるためのひとつの選択肢となっ
ていきます。私たち仙台ＹＭＣＡはネットワークを活
かしてPositive Netを広げ、希望ある・より豊かな社
会を創ることを皆さまと共に目指します。

タイ農村ワークキャンプ

国際・地域協力募金

本部事務局
全ての法人にまたがる仕事



大切な誰かとつながろう





社会福祉法人 仙台ＹＭＣＡ福祉会学校法人 仙台ＹＭＣＡ学園 /

公益財団法人 仙台ＹＭＣＡNPO法人 仙台ＹＭＣＡファミリーセンター /
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