百 年 の仙台
「杜の都」・仙台の歴史は、今から約 400 年前までさかのぼります。仙台藩祖伊達政宗公が
杜づくり
屋敷内に実のなる木や生垣を植えるように勧めてできた屋敷林、お寺や神社の林、広瀬川や
とは

青葉山の緑が一体となって、まち全体が緑に包まれていたと言われます。
第二次世界大戦時の仙台空襲で、まちの緑は焼けてなくなってしまいますが、その後の復
興により「杜の都」は、青葉通や定禅寺通などの街路樹、青葉山公園や西公園などの緑に代
わってきました。百年の杜づくりとは、「杜の都」の伝統に地球環境という新しい視点を加え、市
民･事業者･行政が協働して、100 年という時を味方に、新しい時代にふさわしい緑豊かな「杜の
都」を創造し、継承していくものです。
「百年の杜づくり」 URL：http://www.city.sendai.jp/shizen/midori/100nen/index.html
「キッズ百杜」 URL：http://www.city.sendai.jp/kensetsu/100forest/100mori_kids/index.html

観察のための情報、ノウハウなどが満載！一度のぞいてみよう！
○モーリスからの手紙 ○杜の都の街路樹・公園マップ
○自然観察教室 ○葉っぱで調べる・葉っぱを集める
○かんたんデジカメ教室 ○杜の現在過去未来
○杜の市役所 ○キッズ・ガーデニング ○クイズコーナー

あしたのみどりキャンペーン

開催中

「2013 あしたのみどりキャンペーン」（主催：河北新報社、協力・後援：仙台市）が、今年も実施され
ています。
このキャンペーンは、昨年に引き続き、市民一人ひとりに震災復興や節電などの ECO な取り組みを考え
てもらい、震災により失われたみどりを市民らの力で「再生」させることを目指し、実施するものです。
「杜の都仙台の復興に寄せる思い」や「みどりの再生に寄せる思い」、「あなたが取り組んでいること」、
「杜の都をはぐぐむためのアイデア」などを投稿してください。「復興のみどり投稿」1 回に付き 100 円が
寄付金として加算されます。寄付先については、仙台市と協議の上決定します。
※寄付金は協賛各社や河北新報社よりご負担いただきます。投稿者の負担はありません。

集まった寄付金は、仙台市の緑の保全や緑を通じた復興支援活動などに役立てられます。
あなたも今すぐに復興のみどり投稿を！このキャンペーンは新聞とＷＥＢによる市民参加型のキャンペ
ーンとして展開しております。

お問合せ ： 河北新報社「あしたのみどりキャンペーン」事務局
URL ：http://www.a-midori.jp/
E メール：info@a-midori.jp
「モリッチ」

「モリーナ」

広がる支援の手

花と緑で輝く瞳

このコーナーでは、復興に向けた様々な取り組みをご紹介します。

人と人をつなぐ花
卸町５丁目公園仮設住宅
平成 25 年 6 月
今回は仙台市若林区にある「卸町５丁目公園仮設住宅」を訪ねました。最初に出迎えてくれ
たのはキレイに咲き誇る花たち。ひと目で大切にされている感じが伝わってきました。
お話をお伺いしたところ、植栽されている花々は、震災復興支援団体からの提供や以前に仮
設住宅にお住まいだった方から贈られたものがほとんどという事でした。花を植えたきっかけ
は、仮設住宅に暗いイメージを持っていたことから。少しでもイメージアップを図りたいとい
う思いがあったそうです。植え始めたところ、次第に参加者が増えていき、始めは距離感があ
った住民の方々も互いに声を掛け合うようになったそうです。
職人の技がきらり

花が終わっても大切に種を取っておき、お住まいの方にお配りしているそう。「そこでもま

た会話が弾むの」と嬉しそうに話す皆さんが印象的でした。花の種が会話の種にもなっている
のですね♪

ひゃくもりっとニュース
予

今年も行こう! 「作並かっぱ祭り」

告

今年で 6 回目の開催となる「作並かっぱ祭り」
は、広瀬川上流域の魅力を活かしたイベントです。
川遊びのシンボルである“かっぱ”にちなみ、
子供たちの交流の場を提供することで、広瀬川へ
の関心や環境保全に対する意識を育みます。夏休
みの楽しい思い出作りに、ぜひともお越しくださ
い。

◇日時：平成 25 年 7 月 27 日(土) 10:00～15:00
◇場所：作並地区の広瀬川と新川川合流点付近の河川敷
◇保険料：100 円
◇交通：JR 仙台駅前バスプール 10 番仙台市営バス作並温泉行きに乗車
⇒「ニツカウヰスキー仙台工場前」下車・JR 作並駅よりシャトルバス有
◇主催：作並かっぱ祭り実行委員会（事務局：広瀬川市民会議）
◇催物：川遊び・ニジマスつかみどり・スイカ割り・石ころアート模擬店など。
※変更になる場合があります。
◆お問合せ：広瀬川市民会議 TEL080-7004-4932
URL ：http://hirosegawa-shiminkaigi.jimdo.com/

予

告

昆虫となかよしになろう

「虫むしめっけ♪」を開催します

太白山の麓に広がる太白山自然観察の森には、たくさんの生き物が住んでいます。その中でも子供たち
に一番人気があるのは、やはり昆虫です。
その昆虫たちを探しにいきませんか。夏の暑さが一段落するころ、小学校に入る前の子供たちを対象と
した昆虫観察プログラム「虫むしめっけ♪」を開催します。
このプログラムは、小さな子供のいるご家族に自然に親しんでもらうためのイベントで、自然観察の森
に常駐するレンジャー（自然解説員）が見つけた虫をひとつひとつ丁寧に解説します。また、アウトドア
で気をつける植物や危険な生物についても解説しますので、これから自然と仲よくなりたいご家族は、ぜ
ひ、これを機会に自然へのとびらを開いてみてはいかがですか。
◇日時：平成 25 年 9 月 14 日（土） 10:00～11:30
◇場所：太白山自然観察の森 自然観察センター前
◇参加料：無料
◇定員：10 名(定員超過の場合抽選)
◇交通：JR 仙台駅前バスプール 7 番又は JR 長町駅前バス停より
宮城交通バス「山田自由が丘行」に乗車
⇒「公営アパート前」下車 徒歩 15 分
◇お申込：E メールまたは往復葉書で 9 月 7 日（土）必着
◆お申込・お問合せ：仙台市太白山自然観察の森自然観察センター
TEL 022-244-6115
URL：http://www.sendai-park.or.jp/web/info/taihakusan/
E メール：taihakusan_moushikomi@sendai-green-association.jp

「キッズ教室

予

ドライフラワーでアレンジメント」を開催します

告
七北田公園都市緑化ホールでは、季節の多彩な植物の展示会や植物たちのお手入れや管理方法に
ついての市民園芸講座、植物を材料にして、お子様からご年配の方まで楽しんで頂ける講座を多数
開催して、ご来館をお待ちしております。
今回の教室は、夏休み工作教室として小学生を対象に企画したものです。お庭のお花（アジサイ、
センニチコウ）などでドライフラワーをつくり、七北田公園で見つけた木の実を使って「サマーリ
ース」にアレンジしていきます。植物の育て方や扱い方など、子どもたちに物づくりの楽しさと植
物の大切さを感じていただけるような教室にしたいと思います。
◇日時：平成 25 年 8 月 10 日(土)10:00～11:30
◇場所：七北田公園都市緑化ホール
◇参加料：500 円（お釣りのないようご用意お願いします）
◇定員：先着 15 名
◇持ち物：作品を入れる袋
◇交通：仙台市営地下鉄泉中央駅より南へ徒歩 5 分
※駐車場有(有料)
◇お申込：8 月 6 日（火）午前 9 時より電話にて受付
◇開館時間：9:00～16:30
休館日：月曜日（月曜が祝日の場合はその翌日）
◆お申込・お問合せ：七北田公園都市緑化ホール
ＴＥＬ022-375-9911
URL：http://sendai-park.or.jp/web/office/nanakita/index.html

報

告

「新緑祭」が開催されました

平成 25 年 4 月 27 日、勾当台公園市民広場を会場に「新緑祭」が開催さ
れました。この「新緑祭」は、みどりの月間にちなんで開催するもので、
市民一体となって緑豊かなまちづくりを進めることを目的としています。
今年度は緑化事業の推進に貢献された方々への感謝状の贈呈をはじめ、
緑の活動団体等による花と緑の制作体験コーナー、花と緑の市、すずめ踊
りや音楽隊、和太鼓演奏等のステージイベントが行われました。
当日はあいにくの強風でしたが、たくさんの方々にご来場いただき、大
変な賑わいを見せました。

助成情報
民間助成:調査研究、活動・行催事等助成事業
国際花と緑の博覧会記念協会は、1990 年（平成 2 年）に大阪・鶴見緑地で開催された国際花と緑の博覧会の
基本理念「自然と人間との共生」の継承発展・普及啓発につながる研究開発や諸活動等を支援し、潤いのある豊
かな社会の創造に寄与することを目的として、平成 16 年度より助成事業の公募を行っております。

対

●調査研究開発

・植物や鳥、昆虫などの生き物の分布、生態、分類などに関する調査研究
・生活文化の中に取り入れられた植物に関する調査研究
・国内外の日本庭園や花卉園芸などに関する調査研究
・上記のような調査研究等の成果に関する講演会、シンポジウム
・先進的、効果的な都市緑化に関する技術開発
・緑化樹木や花卉の品質向上、生産、流通に関する技術開発
など

●活動・行催事

・植物や鳥、昆虫などの生き物の保全、育成に関する活動
・市民による花と緑の地域づくりに関して、全国的にも好例となるような活動
・花と緑の効果的な普及啓発につながるイベント
・地域に特有な自然環境の保全、育成に関するセミナー、シンポジウム など

象

応募対象者
活動実施者

①公益法人（財団法人、社団法人など） ②特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
③人格なき社団のうち非収益団体であって代表者の定めがあるもの
(活動クラブ、ボランティア団体等。学生が関わる団体も可とします。)

助成額

対象経費の 1/2 以内（調査研究開発:上限 100 万円/件、活動・行催事:上限 50 万円/件）

受付期間

平成 25 年 8 月 1 日～平成 25 年 9 月 17 日

活動期間

平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日までの任意の期間

および

国際花と緑の博覧会記念協会 企画事業部第 1 課
受付・問合せ

〒538-0036 大阪市鶴見区緑地公園 2-136

TEL：06-6915-4516

FAX：06-6915-4524

URL：http://www.expo-cosmos.or.jp/main/zyosei/index.html

仙台市:生垣づくり助成
東日本大震災では、津波などにより多くのみどりが失われました。仙台市では、より多くのみなさまに「生垣づ
くり助成」を利用していただくため、これまでの助成対象区域に新たに津波浸水区域を加えました。
市内の市街化区域および津波浸水区域の住宅や事業所等における生垣づくりやそれに伴うブロッ
対

象

ク塀の撤去費用を助成。ただし、道路から容易に視認できる奥行き 10m 以内の場所（隣地境界を除
く）
。
※「津波浸水区域」は平成 24 年 10 月 1 日から平成 34 年 3 月 31 日までの特例措置になります。

基

準

助成額
期

限

高さが 60cm 以上の樹木を 1m 当たり 2 本以上植栽し、道路に沿った植栽延長が 5m 以上であること。
植栽費用の 1/2。ただし、植栽樹木 1 本当たり 2,500 円、全体で 15 万円が限度。ブロック塀撤去は、
塀 1 ㎡当たり 4,000 円、全体で 15 万円が限度。
平成 26 年 2 月末日(事業着手の 3 週間前までに申請）

受付・お問合

各区役所街並み形成課

せ

URL：http://www.city.sendai.jp/midori/1193818_2445.html

この他にも助成制度があります。いずれも事業着手前に申請が必要となりますので、詳しくはお問合せください。
◆お問合せ：仙台市建設局百年の杜推進課 TEL:022-214-8389
URL：http://www.city.sendai.jp/shizen/midori/info/1107.html

（「みどりの助成制度」を紹介しています）

●所在地：青葉区木町通二丁目 4-51 ●面積：0.27ha
●開園：昭和 26 年

夏の見どころ紹介

●茶室：和室（8 畳×2）
、小間（2.5 畳）、立礼席、水屋
●休園日：12 月 28 日～1 月 4 日

北六番丁公園（六幽庵庭園） ●申込み：青葉区建設部公園課 TEL/022-225-7211
心静かに、静寂のひとときを楽しむ街中の公園
北六番丁公園は、東北大学附属病院の東側にある街中の小さな公園です。
公園内には「六幽庵」と名付けられた茶室があり、幽玄と呼ぶにふさわしい静寂さを醸し出してい
ます。また、六幽庵の庭園は鬱蒼とした木々が生い茂り、憩いを求めて訪れる人に都会の喧噪を忘れ
させ、心静まるひとときを与えてくれます。
なお、茶室を利用する場合は、事前の申し込みと利用料が必要です。

紅葉の松音寺
紅葉の松根寺

アクセスガイド
街中とは思えないほど、落ち着いたたたずまいの六幽庵庭園
お問合せ：仙台市百年の杜推進課
TEL:022-214-8392
わがまち緑の名所 100 選
URL：http://www.city.sendai.jp/kensetsu/ryokka/midori100/

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＮ／みどりのワンポイントアドバイス

裁松院入口

◎仙台駅西口バスプール 10 番折立・白沢・
定義方面行など、「木町通二丁目」下車
◎地下鉄「北四番丁駅」下車

「涼しく夏越ししよう」

！いよいよ夏本番。昨年は９月に入っても猛暑が続き、植物もだいぶ夏バテしたようです。

大切な鉢植えの草花を夏の間、弱らせないために、まず風通しをよくしましょう。隣の鉢や壁と間隔を開け
て置きます。すのこなどの上に置くと照り返しを和らげることもでき、一石二鳥です。風通しがよいと、病虫
害の予防にもつながります。
鉢の温度を上げないようにもうひと工夫。大鉢の陰に置く、二重鉢
にする、など鉢の部分だけ光を遮る方法です。
光を反射しやすい色の薄い鉢を使うことも一手です。逆に洋ランな
どの遮光ネットは、色の濃い方が遮光率は上がります。
夕方に鉢の周りに打ち水をすることも、夜の温度を下げるのに効果
的です。
もちろん、朝にはラジオ体操と一緒にしっかりと水やりするのを
どうぞお忘れなく！
◆お問合せ：グリーンハウス勾当台緑の相談所 TEL022-264-3924

ひゃくもりっと
開催日
7/6

イベント名

イベント編
お問合せ先

展示会「夏の山野草展」

022-375-9911(七北田公園都市緑化ホール)

7/6

ラベンダースティック作り

022-375-9911(仙台市七北田公園都市緑化ホール・仙台花と緑の会)

7/12

市民園芸講座「今人気の切り花ダリア中輪咲きの育て方」

022-264-3924(グリーンハウス勾当台)

野草園の歴史展

022-222-2324(仙台市野草園)

7/13

キッズ昆虫たんけん隊

022-244-6115(仙台市太白山自然観察の森)

7/13

たんけん！かんさつ！夜の森 2013

022-244-6115(仙台市太白山自然観察の森)

日帰り野外炊飯

022-707-9124（泉ヶ岳かむり）

7/13

親子でワクワク「森とあそぼう！」

022-263-2101(青葉の森緑地)

7/13

エコトーンサイト・ネイチャークルージング（南蒲生海岸植物観察会） 080-1832-0956（緑を守り育てる宮城県連絡会議）

7/14

第１４期森の案内人養成講座公開講座

080-1832-0956（緑を守り育てる宮城県連絡会議）

7/14

木の実で仲間づくり「かぶとむし、てんとうむし」

022-375-9911(七北田公園都市緑化ホール)

7/15

小さなナチュラリストがガイドする「青葉の森ってどんなとこ！？」

022-263-2101(青葉の森緑地)

7/18

大野田ホタル観察会

022-247-6522(広瀬川の清流を守る会)

7/20

森の女子会〔夏編〕
「カワイイ キノコ ニ トリコ なう！」

022-263-2101(青葉の森緑地)

7/20

インテリアグリーンとの上手なつきあい方

022-375-9911(七北田公園都市緑化ホール)

やまゆり観察会

022-222-2324(仙台市野草園)

7/20

生ごみ堆肥化＆ベランダ園芸講座「プランターで始めようハーブのある暮らし」

022-276-5118((公財)みやぎ・環境とくらし・ネットワーク)

7/21

水の森キャンプ場「森の学習室」夏休み昆虫観察会

090-8257-9245(みどり十字軍)

夏休み教室「コケ玉ちゃんを作ろう」

022-264-3924(グリーンハウス勾当台)

7/26

星空を楽しむ会(夜間開園)

022-222-2324(仙台市野草園)

7/27

ざぶざぶ笊川生き物探検

022-244-6115(仙台市太白山自然観察の森)

7/27

２０１３年度親子公開講座

080-1832-0956（緑を守り育てる宮城県連絡会議）

7/27

水の森キャンプ場「森の学習室」森の木で工作しよう

090-8257-9245(みどり十字軍)

7/27

第６回作並かっぱ祭り

080-7004-4932(広瀬川市民会議)

7/28

実習・コケ玉盆栽づくり

022-375-9911(七北田公園都市緑化ホール)

7/12

7/13

7/20

7/25

～7

ニュース

～22

～15

～21

～26

Mori はともだち 森にタカラモノを探しにいこう

8/1

～25

夏休み企画展「夏の昆虫たち」

022-375-9911(七北田公園都市緑化ホール)

8/1

～31

草木あそび展

022-222-2324(仙台市野草園)

8/1

おいしく食べよう！緑のカーテンエコな夏やさい料理教室

022-276-5118((公財)みやぎ・環境とくらし・ネットワーク)

8/3

虫のいどころ

022-244-6115(仙台市太白山自然観察の森)

日帰り野外炊飯

022-707-9124（泉ヶ岳かむり）

8/10

～11

8/10

親子でワクワク「森とあそぼう！」

022-263-2101(青葉の森緑地)

8/10

水の森キャンプ場「森の学習室」水辺の生き物さがし

090-8257-9245(みどり十字軍)

8/10

キッズ教室「ドライフラワーでアレンジメント」

022-375-9911(七北田公園都市緑化ホール)

8/10

市民農業講座 秋まき野菜について

022-288-1771((財)仙台市農業園芸振興協会)

8/11

夏休み工作「親子かめ」

022-375-9911(七北田公園都市緑化ホール)

8/11

緑陰ヨガでリフレッシュ

022-222-2324(仙台市野草園)

8/11

サマ―フェスティバル

022-288-0811((財)仙台市農業園芸振興協会)

8/11

旬の香り市

022-288-0811 ((財)仙台市農業園芸振興協会)

8/11

切り花即売会

022-288-0811 (財)仙台市農業園芸振興協会)

8/13

市民園芸講座「タネからまくハボタンのミニ作り」

022-264-3924(グリーンハウス勾当台)

8/15

水の森キャンプ場「森の学習室」水の森ビオトープを探る

090-8257-9245(みどり十字軍)

8/17

キッズ昆虫たんけん隊

022-244-6115(仙台市太白山自然観察の森)

8/18

日帰り野外炊飯

022-707-9124（泉ヶ岳かむり）

8/18

ガーデニング DIY「親子でプランターづくり」

022-375-9911(七北田公園都市緑化ホール)

市民園芸講座「夏越しシクラメン今後の管理」

022-264-3924(グリーンハウス勾当台)

8/24

第 13 回「政宗さんの川狩り」

022-247-6522(広瀬川の清流を守る会)

8/25

日帰り野外炊飯

022-707-9124（泉ヶ岳かむり）

8/31

還り見る山白髭山・寒風山登山

080-1832-0956（緑を守り育てる宮城県連絡会議）

絵とうろう展

022-222-2324(仙台市野草園)

9/8

木の実で仲間づくり「かしわ人形」

022-375-9911(七北田公園都市緑化ホール)

9/14

虫むしめっけ♪

022-244-6115(仙台市太白山自然観察の森)

9/14

親子でワクワク「森とあそぼう！」

022-263-2101(青葉の森緑地)

萩まつり

022-222-2324(仙台市野草園)

市民園芸講座「ボタン・シャクヤクの鉢栽培」

022-264-3924(グリーンハウス勾当台)

日帰り野外炊飯

022-707-9124（泉ヶ岳かむり）

9/21

シクラメンの植替えと管理～ビギナーでも上手に育てるテクニック

022-375-9911(七北田公園都市緑化ホール)

9/28

動物観察会「猟師気分で森あるき・秋を感じる森編」

022-244-6115(仙台市太白山自然観察の森)

9/28

実習・クリスマスローズ～あなたもできる植替えと株分け

022-375-9911(七北田公園都市緑化ホール)

9/28

広瀬川一万人プロジェクト 第 16 回 広瀬川流域一斉清掃

080-7004-4932(広瀬川市民会議)

8/22

9/1

9/14

～23

～12

～23

9/20
9/21

～23

この他にも多数のイベントを仙台市ホームページで紹介しております。
また、緑に関するイベント情報や、ニュースを募集しています。お気軽にご連絡ください。
百杜通信のバックナンバーはこちらからご覧になれます。 http://www.city.sendai.jp/midori/1193650_2445.html
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