
区民参画イベントの実施概要 

 

１ 趣旨 

新総合計画での区別計画策定に向け、区ごとに区民参画イベントを開催し、幅広

く意見を収集し意識醸成を図るとともに、今後の区別計画策定の参考とする。 

 

２ 各区のイベント概要 

（１）青葉区  青葉区の明日を考える「あおばトーーク」 

・日時・場所：平成31年3月3日（日）14：00～16：30 au SENDAI（一番町3丁目） 

・対 象 者：区民、区に通勤・通学している方（大学生以上）50名程度 

・ファシリテーター：株式会社河北アド・センター 平山 絵莉 

・内 容：「青葉区らしさ」をテーマとしたワールドカフェ 

 

（２）宮城野区  あなたもmiyaginoマイスター！～宮城野区魅力発見カフェ～ 

・日時・場所：平成31年2月17日（日）13：00～16：00 宮城野区中央市民センター 

・対 象 者：区民、区に通勤・通学している方（小学生以上）50名程度 

・ファシリテーター：アリティーヴィー株式会社 副社長 浜 知美 

・内 容：「宮城野カルタ」を通じた区の魅力や未来のまちづくりについてのテ

ーブルトーク 

 

（３）若林区   若林未来デザインカフェ～明日へKick off～ 

・日時・場所：平成31年3月3日（日）13：30～16：00 SENDAI GIGS（荒井東1丁目） 

・対 象 者：中高生をメインターゲット 101名 

・ファシリテーター：株式会社都市設計 岩間 友希 

・内 容：若い世代が思い描く区の将来像をテーマとしたワールドカフェ 

 

（４）太白区   太白みらいトーク 

・日時・場所：平成31年2月24日（日）13：30～16：30 太白区中央市民センター 

・対 象 者：区民、区に通勤・通学・活動している方（16歳以上）60名程度 

・ファシリテーター：せんだい・みやぎNPOセンター 常務理事兼事務局長 青木 ユカリ 

・内 容：区内で活躍する方の活動発表と、10年後の区を見据えて自分たちがで

きることをテーマとしたワールドカフェ 

 

（５）泉区    未来を語ろうワールドカフェinいずみ 

・日時・場所：平成31年2月24日（日）13：30～16：30 仙台ロイヤルパークホテル 

・対 象 者：区民、区に通勤・通学・活動している方（中学生以上）60名程度 

・ファシリテーター：株式会社ライフブリッジ 代表取締役 櫻井 亮太郎 

・内 容：区の良いところや将来の区の姿を実現するために必要なことをテーマ

としたワールドカフェ 
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宮城野区をテーマにした宮城野カルタで
遊んで、改めて区の魅力を知ろう

●宮城野区の魅力探し

お問い合わせ 宮城野区総務課 区政推進係 022-291-2111（内線 6113）

ファシリテータ
ー

宮城野区の好きなところや、自分の理想
のまちについておしゃべりしよう

●10年後の宮城野区を考える

宮城野区に関するクイズを出題
（正解者には景品あり！）

■駐車スペースが限られておりますので、公共交
通機関をご利用ください。

●宮城野区検定

お申込みは裏面をご覧ください

2/17
13:00～16:00（開場12:30）

定員 50名

浜 知美さん

宮城野区中央市民センター
2階第1会議室

（申込者多数の場合は抽選）

miyagino
日

アリティーヴィー株式会社
副社長 アナウンサー

託児あり

宮城野区魅力発見
カフェ

内　容

参加無料
飲み物
お菓子つき

至
苦
竹

至
仙
台
駅

至鶴ケ谷原町本通

至南小泉

 JR 仙石線 陸前原ノ町駅

国道 45号線 坂下交差点

宮城野区役所

宮城野区中央市民センター
2階 第1会議室

宮城野区役所
北側東駐車場
をご利用の場合は
駐車料金が無料と
なります。
（その他は有料）

仙台市役所は、これから10年先のまちづくりの

方向性を示す新しい「総合計画」を策定します。

　　　　　＊　　　　＊　　　　＊

『あなたもmiyaginoマイスター！』は、皆さん

と一緒に宮城野区の未来を考えるイベント。

宮城野区の魅力を再確認し、その魅力を高める

ために私たちができることは何か、楽しみなが

ら自由に話し合います。皆さんのアイディアは

これからのまちづくりの大切なヒントです。

ご一緒に考えましょう！ご参加お待ちしています！

元東日本放送アナウンサー。情報、報道番
組のキャスターを務め、現在はインターネッ
トテレビ局アリティーヴィーを運営。多言語
で東北の観光情報などを発信している。仙
台市総合計画審議会、仙台市協働まちづく
り推進委員でもある。



申込締め切り日  2/８㈮

「あなたもmiyaginoマイスター！」参加申込書

①下欄の申込書にご記入のうえ、FAX（022-291-2371）で送信
　または郵送（〒983-8601 宮城野区五輪2-12-35宮城野区総務課宛て）

①か②のいずれかでお申込みください。

②WEBページ

TEL
住所

氏名 Eメール

年齢 有・無
お子様のお名前

（郵送でお申込みの場合はココから切り取ってください）

〒

お子様の年齢

QRコードからも
お申込みいただけます

歳　　ヶ月歳
託児
希望

FAX

宮城野区総務課 区政推進係 TEL
FAX 

■小学生以上参加可能です。

■託児は６か月以上の未就学のお子様を対象としています（定員5名程度）。託児を希望された方へは、後日こ
ちらからお問い合わせさせていただきます。障害のあるお子さんや上のお子さんについてもご相談ください。

■手話通訳・点字資料等の配慮が必要な場合は、2/1㈮までご連絡ください。

■当日は仙台市の広報のために撮影を行います。報道機関による取材が入り、報道される場合もございますの
で、あらかじめご了承ください。

■お申込みの際にいただいた個人情報は、本イベントの事務連絡に利用します。また、仙台市から総合計画に
関するイベント等の情報をお送りする場合があります。

お申込み・お問い合わせ先

お申込み方法

022-291-2111（内線 6113）
022-291-2371

宮城野カルタ クイズ
に入る言葉は？

このチラシに答えを書いてイベントに
参加した人にはプレゼントがあるよ！

ひらがなだと3文字
（漢字で2文字）

（https://www.city.sendai.jp/miyagino-kuse/
 miyaginoku/shokai/sougoukeikaku.html）よりお申込み



若林未来デザインカフェ ～明日へKick off～
 

 

開催日時 2019年3月3日●日 13時30分 ～16時00分（開場：13時）
会　　場 SENDAI GIGS（地下鉄東西線 荒井駅そば）
内　　容 若林区の未来を描くワークショップ
 まちづくり活動事例発表／パネル展示／参加者のみなさんによる話し合い

対　　象 中学生・高校生を中心に概ね30代までの方〈事前申込制〉
主　　催 仙台市

え‐が・く【描く・画く】ヱ‥ 〔他五〕
①物の姿や形を絵にあらわす。
②文章や音楽などに表現する。描写する。
③姿やイメージを想像する。
広辞苑（岩波書店）より描く。



 

 

若林未来デザインカフェ
～明日へKick off～

ライブハウス×カフェ ×若者×未来

Facilitator

Access

これからまちづくりの主役となる若い世代が若林区の未来について考えるイベント、
それが若林未来デザインカフェです。
イベントのメインとなる話し合いは「ワールドカフェ」方式で行います。
「ワールドカフェ」とは、カフェのようにリラックスした雰囲気の中で
少人数のグループに分かれ自由に対話し、
話し合いを深めていく手法です。
初対面の人とも話しやすいよう、スタッフがサポートします。
いただいたご意見は仙台市の新しい総合計画における
区別計画策定の参考とさせていただきます。
地域が「こうあってほしい」という未来の姿を想像することで、
明日からの行動や考え方につながるヒントが見つかるかもしれません。
あなたも、同世代の仲間たちと若林区の未来を描いてみませんか。

株式会社都市設計 ディレクター／
LLPモダンタイムス

岩間 友希 さん
EKITUZI ／週末一軒家プロジェクト／ 
WEプロジェクト／せんだいリノベーション
まちづくり実行委員会 など
さまざまなまちづくりプロジェクトを企画運営

Entry
中学生や高校生を中心に、概ね30代までの、若林区内に在住・通勤・
通学している方をはじめ若林区の未来について考えたい方

WEBページから

Eメール／ FAX
宛先： keikaku-wak@city.sendai.jp　　022-282-1152
件名： 若林未来デザインカフェ参加申込み
本文： ①氏名（フリガナ）　②年齢　③学校名・学年（在学中の方のみ）
 ④電話番号　　⑤Eメールアドレス（お持ちの方）
 ⑥託児希望の有無（お子様のお名前・年齢※6か月以上のお子様が対象です）

あなたが描き、叶える未来

SENDAI GIGS

若林区総務課 022-282-1111 （内線6111／ 6114）お問合せ

会場には駐車場はございません。近隣のコイ
ンパーキングにも限りがございますので、ご
来場の際は公共交通機関をご利用ください。

●
地
下
鉄
車
両
基
地

荒井駅

徒歩2分

対　　象

お申込み

募集締切 2019年2月18日（月）

仙台市総合計画

審議会委員

101名

募集
参加
無料

500円分の

QUOカードを
プレゼント！
高校生以下限定

2019年

3月3日（日）
13時30分~　
　16時00分

まちづくり
活動事例
発表

パネル展示

参加者の
みなさんによる

話し合い

仙台市若林区荒井東1-4-1

若林未来デザインカフェ 検　索

※手話通訳・点字資料等の配慮が必要な場合は、申込み時にご連絡ください。
※当日は仙台市の広報のために撮影を行います。報道機関による取材が入る場合もあります。
ご了承ください。
※申込みの際いただいた個人情報は、本イベントの事務連絡に利用します。
※QUOカードは、交通費相当額として、高校生以下の参加者にお配りするものです。
※イベントの様子は観覧できます（申込み不要／年齢制限なし／観覧者へのQUOカード配布は
いたしません）。SENDAI GIGS



太白区中央
市民センター

地下鉄南北線

至仙台駅

至名取

JR
東
北
本
線

地
下
鉄
長
町
駅
奥
州
街
道

JR
長
町
駅

県
道
２
７
3
号
線

●締切：2月18日（月）
●対象：太白区にお住いの方、もしくは太白区内に　
　　　 通勤・通学・活動している16歳以上の方
●定員：約60名(応募多数の場合は抽選)
※託児希望の方は2月12日（火）までにお申込みください。

平成31年2月24日（日）13：30～16：30（開場13：00）
太白区中央市民センター3階大会議室 ※公共交通機関をご利用ください

日時

申込み

ファシリテーター・
パネリストの紹介

会場

13：30～14：30▶パネリストによるトークセション
14：30～16：30▶参加者のみなさんによる話し合い

▶ファシリテーター　青木 ユカリ　せんだい・みやぎNPOセンター  常務理事兼事務局長

▶パネリスト　　　   石橋 ひろみ　柳生放課後子ども教室「柳生子ども塾」  代表

　　　　　　   加藤 隆　長町・あすと長町活性化委員会 委員（ゼビオアリーナ仙台  マネージャー）

　　　　　　   小岩 孝子　NPO法人 FOR YOU にこにこの家  理事長　

主催：　 太白区役所

スケジュール

祭

私が住みたい10年後の太白区
～私たちが出来ること～



氏
名

年
齢

性
別

電
話
番
号

Ｆ
Ａ
Ｘ

託
児
希
望

住
所

Ｅ
メ
ー
ル

お子様の名前

ふりがな

〒

お子様の年齢

有・無

男・女歳

歳　　ヶ月

○申込み方法：電話またはFAX、Eメールにてお申し込みください。
○問い合わせ：仙台市太白区役所総務課　TEL：247-1111（内線6900）
　　　　　　　Eメール：tai015010@city.sendai.jp

　鹿島台町（現大崎市）出身。
柳生小学校PTA本部役員を務
めたことをきっかけに、学校・
地域・保護者と数多く関わる。
　平成25年度より現職に就任
し、平成30年度から学校地域
支援本部スーパーバイザーを
兼任。
　学校と地域の架け橋となっ
て、子どもたちの笑顔のための
安心・安全な居場所づくりに取
り組む。
　現在は、次代を担う子供たち
に地域の魅力等をどう伝える
べきかを日々問いながら、子ど
もたちを中心とした地域活性
化に向けた取組みにも力を注
いでいる。

　村田町出身。市民センターで
ボランティアの講座を受講した
ことをきっかけに、平成7年より
ボランティアグループFORYOU
を結成。その後活動を広げ平成
15年に、にこにこの家を開設。
にこにこの家では、誰にでも優
しいまちづくりを目指し、介護
予防や、児童館運営、地域交流
等幅広い事業を展開し、東日本
大震災後には防災・減災プログ
ラムの開発等、防災教育の一層
の普及にも尽力。
　平成30年度からは住民主体
による訪問型モデル事業「シニ
アがシニアを支えるまち」、子
ども食堂事業「にこ寺子屋」に
も新たに取り組むなど、その活
動は多岐にわたる。

 仙台市出身。地元企業へ就職
後、平成8年に市民活動支援シ
ステム研究会の調査をきっか
けに、平成10年から10年間ス
タッフとして従事。平成14年4
月から3年間、仙台市市民活動
サポートセンターセンター長
を務め、市民活動や団体の立ち
上げ、運営相談や市民参加型
事業のファシリテーションや
コーディネート等を担う。
 岩手・宮城内陸地震の支援活
動や東日本大震災後は被災地
の復興支援に関わるプロジェ
クトへ参画。
 平成28年7月より現職に就任
し、様々な市民の公益的社会的
活動の支え手として活動して
いる。

　仙台市出身。平成25年より現
職。ゼビオアリーナ仙台を核と
した地域活性化の実現に向け
て長 町 商 店 街 に入 会 。以 降 、
様々な地域活動の取り組みに
参加。
　平成26年より長町・あすと長
町活性化委員会のメンバーと
して、地域交流の活発化を目的
とした『長町秋のフェスティバ
ル』を企画・開催。
　平成30年度から大学生で構
成された「Nスコーレ」を発足さ
せ、地域の中高校生と連携しな
がら、活動の幅を広げている。
　現在、“学生が活躍できる街”
の実現を目標に、学生による地
域活動の基盤を整える取組み
に力を注いでいる。

せんだい・みやぎNPOセンター　
常務理事兼事務局長　 

青木 ユカリさん　

NPO法人 FORYOU にこにこの家
理事長 

小岩 孝子さん　

長町・あすと長町活性化委員会 委員
（ゼビオアリーナ仙台マネージャー）

加藤 隆さん　

柳生放課後子ども教室
「柳生子ども塾」  代表　 

石橋 ひろみさん　

ファシリテーター パネリスト

　仙台市では新しい総合計画の策定に向けた検討が始まりました。太白区でも市民の皆さまと共に区の未来につい
て考えるため、「太白みらいトーク」を開催します。
　「こういう街に住みたい」「私たちに出来ることってなんだろう」と自由に話し合うイベントです。一緒に区の未来
像を描きませんか？ご参加お待ちしております。

太白みらいトーク

FAXでの申し込みの場合は、下記記載欄をご記入の上、送付してください。▶FAX.022-249-1131



未来を語ろう 

ワールドカフェ in いずみ 

平成３１年 ２月２４日（日） １３：３０～１６：３０ 

６０名 泉区にお住まいの方、もしくは泉区内に通勤・通学・活動している 

           中学生以上の方 

お問い合わせ・お申込みは…泉区総務課 ☎ ３７２-３１１１（内線６１１３） 
 ファックス ３７５-３７８５ Ｅメール izu016010@city.sendai.jp 

仙台ロイヤルパークホテル クラウンルーム 
※公共交通機関又はロイヤルパークホテルシャトルバス泉区役所発着の臨時バスをご利用ください 

日時 

場所 

申込 
２月１４日（木）までに、氏名・住所・電話番号・年齢・性別・託児または介助者の 
希望有無 電話・ファックス・Eメールのいずれかでお申込みください 
※応募者多数の場合は年齢性別等を考慮し選考 

対象 

託児
あり 

参加
無料 

泉区の「こうなればステキだな」について 
参加者同士意見交換をして、自分のアイデアを仙台市へ届けませんか 

※裏面申込書 



お申込み方法 申込締め切り日 平成31年2月14日 

①下記の申込書に記入のうえ、FAX（022-375-3785）に送信 

①または郵送 〒981-3189 仙台市泉区泉中央2丁目1-1 

①泉区総務課 宛 

住
所 

〒 

氏
名 

カナ 

電話 

番号 

FAX 

番号 

ﾒｰﾙ 

ｱﾄﾞﾚｽ 

年
齢 

歳 

託
児 

希望 有 
※希望ある場合 ○
で囲んでください 

お子様の
名前 
年齢 

カナ 

（   ） 歳 

（   ） ヶ月 

介
助 

※希望ある場合  
該当内容に○で囲
んでください 

介助の
内容 

手話 ・ 車イス ・ その他 

※介助の詳細 

②Ｅメールに申込内容を明記のうえ、izu016010@city.sendai.jp    
  に送信 

【ファシリテーター】 
㈱ライフブリッジ 代表取締役 櫻井 亮太郎 氏 

泉区総務課区政推進係 
☎372-3111（内線6113） 

○問合せ先 

仙台市出身  中学卒業後に単身渡米   
           英国リッチモンド大学 国際経営学科卒業 
 ●１０年間の海外生活を経て１９９９年に帰国 

 ●外資系金融機関での勤務後、２００６年に故郷仙台で株式
会社ライフブリッジを設立。カタカナを読むだけで発音が上
達し、売上アップにつながる独自開発の『カタカナ接客英
語・中国語・韓国語』地域の魅力をYouTube動画を通じて世
界に伝えるインバウンドプロモーション、外国人の目線に
立った８カ国語での翻訳等世界各国での長年の経験を生かし
ながら生まれ育った日本の魅力を世界へ発信し続けている。  

☆ ライフブリッジYouTube動画 → 

mailto:izu016010@city.sendai.jp

