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泉ケ岳悠・遊フェスティバル
　秋の祭典として定着してきた泉ケ岳悠・遊フェスティバルが、晴天を連れ立ち11回目の開催となりました。
当日は、会場が溢れるほど多くの方に足を運んでいただき、泉ケ岳が大いに活気づき賑わいの絶えない一日と
なりました。
　「泉ケ岳の新たな魅力とふれ合おう」をテーマに、好奇心が湧き立つイロトリドリの体験型イベント、ステージ
には収まりきれず観客席まで飛び出したダンスや演奏、個性あふれる作品や美しい風景に出会えた工作テント
とリフトの無料運行、来場者みんなで参加した大空からの贈り物、大抽選会の魅力あふれる景品など、思い思

いの時間を満喫していただけたと思います。
　今後も、区名の由来になっている泉ケ岳の自然豊かで素敵な一面
をお伝えしていきます。皆様のふれあいと憩いの場として、訪れてい
ただければ幸いです。

　厳しかった寒さも和らぎ、暖かな日差しは
泉ケ岳の雪を七北田川に注ぎ、川面を輝かせ
ながら春の訪れを知らせてくれています。
　平成29年度の当協議会の事業にも、多く
の地域団体の皆様、そして泉区のまちづくりの
頼もしいパートナーである地元6大学の学生
の皆様にご協力をいただき、心より感謝申し上
げます。
　泉区の誕生から30年となる今年は、当協
議会の各種事業にも節目を迎えるものがあり、
これまでの事業の振り返りとともに新たな事業

の取組みへ踏み出す1歩を記し、新しい泉区
の扉を開いていきたいと考えています。
　大きな足跡を記すためにも、地元6大学、
泉区役所そして当協議会による協働が重要に
なってくるものと考えておりますので、更なる皆
様のご協力を賜りますようによろしくお願いいた
します。
　最後になりましたが、平成30年度も各種事
業への多くの皆様のご支援、ご協力並びにご
参加をお願い申し上げ、発行にあたっての挨
拶とさせていただきます。

発刊にあたって

泉区まちづくり
推進協議会

会長　樋口 稔夫

泉区まちづくり活動表彰　
　平成29年度泉区まちづくり推進協議会総会の会場において、地域の特色
を生かした創造的なまちづくり活動や、青少年の健やかな育成を図る活動を
実践し、功績が顕著な個人と団体に対して、会長から表彰状が贈られました。

5月30日（火）

泉区まちづくり推進協議会

平成30年度活動予定
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七北田川クリーン運動

泉中央美化(緑化活動)

七北田川自然観察会

泉区写真コンクール作品募集（～9月末）

泉区民ふるさとまつりへの参加

少年の主張泉区大会

2018泉ケ岳悠・遊フェスティバル

泉中央美化（緑化活動）

地球のステージ公演会

泉区民デー

いずみのふるさと探訪会

泉区写真コンクール・青少年健全育成標語表彰式

泉区写真コンクール作品展示（～4月）

泉中央美化（秋の一斉清掃・緑化活動）

泉中央美化（春の一斉清掃）

仙台市泉区民憲章
　泉区は、秀峰泉ケ岳を仰ぎ、七北田川の清流にはぐ
くまれた、緑豊かなわたくしたちのふるさとです。
　わたくしたちは、泉区の区民であることに誇りをも
ち、健康で、文化の香り高い田園都市として発展する
ことを願い、この憲章を定めます。

１　わたくしたちは、互いに助け合い、あた
たかい心で交わり、住みよいまちをつく
りましょう。

１　わたくしたちは、自然を愛し、花と緑で
環境をつつみ、美しいまちをつくりま
しょう。

１　わたくしたちは、きまりを守り、よい風
習を育て、明るいまちをつくりましょう。

１　わたくしたちは、勤労のよろこびをわか
ちあい、はげましあって楽しい家庭と豊
かなまちをつくりましょう。

１　わたくしたちは、教養を高め、情操を豊
かにし、教育と文化のまちをつくりま
しょう。

泉区まちづくり推進協議会
　泉区にある貴重な自然を守り、青少年の健やかな育
成を図るとともに、泉区民憲章の理念に基づき、豊かで、
住みよい、やすらぎのある美しいまちをつくるため、
様々な活動を行っています。町内会、老人クラブ、小
中学校ＰＴＡ等、子ども会育成会等、様々な地域づく
り関連団体が会員となっており、泉区が運営を支援し
ています。

事務局　泉区まちづくり推進課内

〒981-3189
仙台市泉区泉中央２－１－１
電話022-372-3111
内線6136～9

http://www.izumi-machikyo.com/HPアドレス

※泉区の協力もいただき、泉区のフェイスブックでも活動の
一部を紹介しています。

ぜひ、ご覧ください。

9月24日（日）

2017

皆様のご参加お待ちしております！

個人の部

団体の部

敬称略（　　）内は推薦団体

敬称略（　　）内は所属団体

赤川　玲子（南光台ボランティア友の会）
安部　孝志（高森東連合町内会）
五百川　富（山の寺連合町内会）
小川　　登（泉地区防犯協会連合会）
倉橋　孝一（泉松陵連合町内会）
小林　眞勝（泉区まちづくり推進協議会）
後藤　義光（ボランティア泉連絡会）
榊原　清見（南光台東部連合町内会）
佐久間　裕（オオムラサキの舞うふる里を育てる会）
佐々木秀子（南光台婦人会）

●明石南悠和会　　　　　　　　　　　●市名坂東町内会
●向陽台四丁目町内会　　　　　　　　●松陵三丁目町内会
●仙台市泉地区婦人防火クラブ連絡協議会根白石支部
●仙台市シルバー人材センター地域班泉第4ブロック南光台班・黒松班
●高森ガーデンクラブ　　　　　　　　●虹の丘四丁目町内会

退任役員
曽根　正行（泉区マイタウンスポーツ協会）
時　　準雄（泉地区保護司会）
小坂　幸一（社会福祉法人　仙台市社会福祉協議会泉区事務所）
今野　　勇（仙台市泉区連合町内会長協議会）

感謝状贈呈団体 ●宮城テレビ放送24時間テレビチャリティ委員会
●（公社）仙台市公園緑地協会
●（一社）宮城県造園建設業協会仙台支部泉分会

佐藤　　治（みずほ台町内会）
庄司　宮子（黒松連合町内会）
田村　幸子（泉地区少年補導員協会）
豊島　幸雄（南光台地区連合町内会）
沼田　文彦（泉中央連合町内会）
早坂　　均（泉西部地区連合町内会）
八柳　徳朗（寺岡連合町内会）
若生　豊治（仙台市泉土地改良区）
渡辺美代子（将監小学校みどりの少年団）

泉区民憲章
キャラクター

「ケンケン」



七北田川クリーン運動

いずみのふるさと学

七北田川クリーン運動
　七北田川の清流を守る活動として、地域の皆様をはじめ、
各種団体等と手を携えながら実施しているクリーン運動も27
回目を数えました。今年度も、1,070名もの皆様にご参加を
いただき、約2,440kgのゴミを回収することができました。
　また、清掃後に、清流の象徴であるアユの稚魚約4,500
匹を放流しました。今後も、地元を流れる七北田川を守り続
けるためにも、多くの皆様のご協力の下、継続した活動に努
めたいと思います。

5月28日(日)

いずみのふるさと探訪会
　泉区内にはたくさんの歴史的財産があります。ふるさと泉区の歴史を広く知っていた
だくため「いずみのふるさと探訪会」を開催しています。
　6月は、「伊達政宗公生誕450年、伊達家ゆかりの地を巡る」をテーマに、永安寺、
白石城跡、満興寺などを訪れました。10月は、「七北田街道を歩いて巡る」をテーマに、
浄満寺、實相寺、二柱神社、善正寺などを訪れました。講師の方々やお寺のご住職
や神社の宮司さんから、普段はなかなか聞くことのできないお寺や神社の説明や歴史
上の人物との関わり、言い伝え等の貴重なお話を伺い、より一
層ふるさと泉区を知り、愛着を深めていただく機会になったと
思います。　

6月17日（土）・10月28日（土）

泉中央美化推進

七北田川自然観察会

　（一社）泉青年会議所と共催で七北田川自然観察会を行い
ました。雨の影響で一週間延期しましたが、当日は天候に恵
まれ、無事に開催することができました。
　午前は七北田川の治水と安全について勉強した後、水生
生物の観察を行いました。午後は、自分たちで組立てたイカ
ダで、長命橋から七北田公園まで川の様子などを観察しなが
ら下りました。七北田川について学ぶとともに、体感し、楽
しむことが出来た1日となったと思います。

8月5日(土)

一斉清掃 11月11日（土）・3月3日（土）

美化・緑化活動 6月3日（土）・6月12日（月）・7月25日（火）・10月4日（水）・10月14日（土）・11月12日（日）

区民意識普及啓発

　泉の夏の風物詩である
「泉区民ふるさとまつり」
へブースを出展しました。
　協議会の活動紹介をは
じめ、泉区民憲章の絵本
を読んでクイズに正解し
た方にバルーンアートを
プレゼントする企画や、
水ヨーヨー釣りの参加者に区民憲章カードを配布するな
ど、多くの方に楽しんでいただきながら、協議会の基本理
念である区民憲章の普及啓発に努めました。

8月26日（土）

青少年健全育成

　中学生が日頃考えている将来の夢、社会に対する希望
などを弁論発表する大会です。
　同世代の仲間にとっては発表者の意見を聞くことで自分
自身を見つめ直し、自身を成長させる契機であり、また、
区民や地域の方々にとっては、青少年への理解を深めて
いただく貴重な機会でもあります。
　第32回 となる
今回は根白石中学
校を会場に、泉区
内各中学校の代
表者16 名が集い、
熱い思いを自身の
言葉で発表しまし
た。

9月7日（木）

　「ごみの散乱のない快適なまちづくり推進地区」に指定されている泉中央地区では「自分た
ちが暮らす街をきれいにしよう」と、近隣の町内会や子ども会育成会、事業所のほか、中学生・
高校生などの参加を得て美化・緑化活動を行っています。

　春と秋に行う一斉清掃には、毎回900人を超える皆さ
んの参加があります。
　「七北田川堤防」には、春にはマリーゴールド、秋には
ビオラの植栽で「ヤサシイ心♡ツヨイキズナ！」の13の
花文字を描いています。
　また、「七北田川堤防」「通称ベガルタロード」や、「す
いせん通り」での美化・緑化活動でも、春と秋に花々を
植栽し沿道に彩りを添えています。

少年の主張泉区大会

　「地球のステージ」
とは、世界で起きて
いる様々な出来事を
映像と音楽で綴るコ
ンサート・ステージ
です。
　今 年 度 は、将 監
中学校を会場に開

催され、約550名が参加し、感動に包まれる中それぞれ
が自分を振り返る貴重な体験となりました。

10月13日（金）地球のステージ公演会　

泉区民ふるさとまつりへの出展

◆事務局（泉区まちづくり推進課内）では泉区の名所・旧跡
等を紹介している「いずみのふるさと総集編」の頒布や「続
み～つけた」の配布等も行っています。

　泉区に本拠地を置くベ
ガルタ仙台との交流イベ
ントとして「泉区民デー」
を開催しました。
　ベガルタグッズ等が当
たる空くじなしの大抽選
会や、ベガルタ仙台の試
合観戦チケットプレゼン
ト、泉区検定試験「ケンケンマイスター」を実施し、多く
の方にご参加いただきました。

11月18日（土）泉区民デー

　今年も「泉区の魅力あふれる風景」と「笑顔の写真、
笑顔につながる(笑える・和む)写真」を募集し、素晴ら
しい作品が多数寄せられました。2部門12点の入賞作品
は、表彰式の会場となった泉中央駅ビルスウィング２階イ
ベントスペースや、泉区内市民センター、泉区役所１階
ロビーで展示会を行いました。泉区ホームページにも掲
載しておりますので、ぜひご覧ください。

泉区写真コンクール

いずみの魅力部門
金賞

「暮色 （くれいろ）」

すまいる部門
泉区長賞

「つかまり立ち、 
　　　　見て！」

最優秀賞 「自分次第」
　館中学校（３年）　髙橋　あみさん

　区内の小中学生を対象に募集した平成29年度青少年
健全育成標語の表彰式を、泉中央駅ビルスウィング２階イ
ベントスペースを
会場に、泉区写真
コンクールと合同
で開催し、たくさ
んの方にご覧いた
だきました。

11月9日（木）青少年健全育成標語表彰式　

最優秀賞 小学生の部

「いじめ見て　見て見ぬふりも　いじめっ子」
市名坂小学校（6年）　立花 新之さん

「思いやる　心はきっと　届くはず」
加茂中学校（3年）　菊地 慶彦さん
最優秀賞 中学生の部

　少年の主張泉区大会において、会場の中学生をはじ
め来場者の方々に区民憲章について説明するとともに
泉区内の各中学校に設置されている区民憲章板につい
て紹介しました。


