百年の
杜づくり

400 年前までさかのぼります。仙台藩祖伊達政宗公が屋敷内に果樹や建築用材となる木

とは

を植えるように勧めてできた屋敷林、お寺や神社の林、広瀬川や青葉山の緑が一体とな

仙台市は「杜の都」と言われていますが、この緑豊かなまちの姿の原点は、今から約

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」を代表する緑
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に代わってきました。
「百
年の杜づくり」とは、伝統ある「杜の都」の風土を生かし、市民・市民活動団体・事業
者・行政が協働して、百年という時を味方に、地球環境時代にふさわしい「みどりと共
生する都市」を創造し、未来へ継承していく取組みです。
仙台市は、東部地域の緑の再生と緑豊かでより質の高い「杜の都」を目指し、百年の
杜づくり推進事業を展開しています。
「百年の杜づくり」 URL：http://www.city.sendai.jp/shizen/midori/100nen/index.html

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。

オランダからの復興支援
チューリップ「ＴＯＨＯＫＵ」の球根が仙台市に寄贈されました
平成 25 年 10 月
被災地の復興支援を目的とし、駐日オランダ王国大使館のご協力のもと、オランダのアムステ
ルダム市及びアムステルフェーン市より、チューリップの球根が仙台市に寄贈されました。
この球根は、オランダの栽培業者が開発した新種のチューリップで、東日本大震災被災地への
想いをこめ「ＴＯＨＯＫＵ」と命名されました。開花中に色がオレンジからピンクに変化するこ
とが特徴で、オランダを象徴するオレンジ色と、日本の桜の色であるピンク色を持ち合わせてい
ます。
寄贈された球根の一部は、「花と緑の力で 3.11 プロジェクトみやぎ委員会」（代表 鎌田秀夫
氏）を通じ、市内の仮設住宅等に植えられました。
復興への願いを込めて、遠いオランダから届いた支援でした。

代表の鎌田氏に
手渡されました

「ふるさとの杜再生プロジェクト」が始まります
津波により甚大な被害を受けた東部地域のみどりは、営農の再開や海岸公園の基本構想策定など、
再生へ向けた取り組みが着実に進んでおります。
仙台市では、これらの取り組みに加えて、復興のシンボルのひとつとなる事業として市民や団体・
企業等、皆が一緒につくり上げていく「ふるさとの杜再生プロジェクト」を開始いたします。
公園に木を植えたい方、育てる維持管理活動に携わりたい方、樹木・資金面で御支援頂ける方等
の参画・協力を得ながら、東部地域にかつての緑豊かな景観を取り戻し、再び皆が集う場となるよ
う、取り組んで参ります。

植える 参加される皆様によって植樹を行います。
植樹作業の指導にご協力いただける方を
募集します。
育てる 参加される皆様によって緑の維持管理活
動を行います。管理作業の指導にご協力
いただける方を募集します。
支える 植樹で必要となる樹木の寄附を募集しま
す。植樹や維持管理活動で必要となる樹
木・資材交友資金の寄附を募集します。
お問合せ：仙台市建設局百年の杜推進課
〒980-8671（住所記入丌要）

TEL：022-214-8389

FAX：022-216-0637

E メール：ken010240@city.sendai.jp

ひゃくもりっとニュース
平成２６年度「緑の活動団体」を募集します

告

予告

仙台市では、緑の協働の担い手を得
て、多くの市民が広く緑づくりに参加し
やすい環境をつくることを目的に、緑に
関する一定の活動実績を持つ団体を「緑
の活動団体」として認定します。
認定された団体には、緑に関する情報
提供（イベントなど）や支援などを行い、
活動を応援します。
これまでに 17 団体を
「緑の活動団体」

さまざまな
緑化活動をしています

として認定しています。
受付期間：平成 26 年 1 月 6 日(月)～31 日(金)
申込方法：「緑の活動団体認定申請書」に必要書類を添付の上、百年の杜推進課に提出してくだ
さい。
対象団体：認定要件を満たす団体が対象となります。
審査結果：申し込まれた団体の審査を行い、結果を 4 月までにご連絡いたします。
※申込方法や認定要件、申請書のダウンロードにつきましては、下記の市ホームページをご覧く
ださい。
お申込み・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/kensetsu/100forest/midori/nintei25.2.html

「七北田公園都市緑化ホール」へ出かけてみませんか！

予告

開催日

イベント名

季節に合ったイベントを開催しています。「市

1/25

バラの冬季剪定と鉢バラの管理

民園芸講座」では、植物の手入れや木の実を使

1/26

バラの香りのハンドクリームづくり

った工作、フラワーアレンジメントなど多彩な

2/1

ドイツ風！木の実でつくるバレンタイン壁掛け

講座を企画。身近にそして手軽に楽しめること

2/9・15

木の実で仲間づくり「おひなさま」

もあり、毎回ご好評をいただいています。

2/22・23

プリザーブドフラワーで春のお祝いギフトづくり

3/1～16

展示会「春を呼ぶクリスマスローズ展」

トが目白押しです。親子での参加はもちろん、

3/1

クリスマスローズの育て方

興味を持たれた方の参加も大歓迎。是非ご参加

3/8

クリスマスローズ寄せ植え

ください。緑豊かな七北田公園でみなさまをお

3/9

木の実で仲間づくり「犬の散歩」

七北田公園都市緑化ホールでは、四季折々の

今回も 1 月から 3 月まで心がおどるイベン

待ちしています。
場
交

所：七北田公園都市緑化ホール
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)
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）
※参加料や定員などの詳細につきましては、直接お問い合わせください。
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

平成 25 年度

告

百年の杜づくりフォーラム【ふるさとの杜

予告

再生へ向けて】

東日本大震災では、東部地域の海岸林、干潟、公園、居久根などのみどりが大きく失われ、地域
の風景は一変してしまいました。みどりの復興については、防災的な機能を付加しながら、いかに
震災の記憶を風化させることなく継承させ、そしていかにより多くの市民の方と関わり合いをも深
く持ちながら進め、末永く継続させていくかが課題となります。
「杜の都・仙台」のみどりや風景を
どのように再生し、未来へ継承していくのか、それぞれの専門家からの意見を通し、震災復興とみ
どりのまちづくりについて考える，百年の杜づくりフォーラムを開催します。

１

日時

平成２６年２月１日（土）１３時から１６時まで

２

会場

せんだいメディアテーク７階

３

内容

スタジオシアター（仙台市青葉区春日町 2-1）

（１） 市政策概要説明
・ふるさとの杜再生プロジェクト
（２）活動事例報告「仙台平野「みんなの居久根」プロジェクト」～南蒲生地区をモデルに～
特定非営利活動法人 都市デザインワークス代表理事

榊原 進（さかきばら・すすむ）氏

（３）パネルディスカッション「市民参加の「風景」再生に向けて」
パネリスト

特定非営利活動法人 都市デザインワークス代表理事
榊原 進（さかきばら・すすむ）氏
東北芸術工科大学大学院環境デザイン領域
廣瀬
studio-L 代表

コーディネーター

俊介（ひろせ・しゅんすけ）氏

山崎 亮（やまざき・りょう）氏

東北大学大学院工学研究科准教授

４

定員 １２０名（抽選）

５

主催 仙台市

准教授

本江 正茂（もとえ・まさしげ）氏

震災前の仙台市沿岸部

お 申 込：ハガキ、FAX、E メールで受付（お電話での申し込みはできません）
お問合せ：仙台市建設局百年の杜推進課
〒980-8671（住所記入丌要）
FAX：022-216-0637 TEL：022-214-8389
E メール：ken010240@city.sendai.jp
申し込み締め切り：1 月 7 日必着

仙台市の緑化助成

～申請は２月 28 日までに～

仙台市では、さまざまな緑化助成事業を行っております。
本年度の緑化助成事業の申請受け付けは 2 月 28 日で締め切ります。なお、新年度の申請受け付けは 4 月
1 日からの予定です。
●「生垣づくり助成事業.」
お申込み・お問合せ：各区役所街並み形成課
青葉区 TEL 022-214-8389 宮城野区 TEL 022-291-2111
若林区 TEL 022-282-1111 太白区 TEL 022-247-1111
泉区 TEL 022-372-3111
●「建築物緑化助成事業」「街かど緑化助成事業」
お申込み・お問合せ：仙台市建設局百年の杜推進課
TEL 022-214-8389
植栽基準や助成額、申請書のダウンロードにつきましては、市ホームページをご覧ください。
http://www.city.sendai.jp/shizen/midori/info/1107.htm
※いずれも事業着手前の申請が必要です。
※緑化木植栽助成事業につきましては、当年度の予算額に達したため、受付を終了いたしました。

記念樹プレゼント２月募集
人生の節目となる誕生や結婚、賀寿、住宅の新築などの慶びを記念して、次の記念を迎えられた市民の方
に記念樹（苗木）をプレゼントします。
対象となる記念
子どものお祝い

交付本数

誕生、小学校入学

結婚

結婚、金婚（50 年）
、銀婚（25 年）

1本

賀寿

還暦（60 歳）
、古希（70 歳）、喜寿（77 歳）、米寿（88 歳）

新築

市内に住宅を新築または戸建住宅・中古住宅を購入し、かつ入居した方

3本

記念樹の種類
ドウダンツツジ
ナツツバキ
モッコウバラ
ユスラウメ
キンモクセイ
シラカシ
ニオイヒバ
ヤブツバキ

お申込み：年 1 回、市政だより 2 月号で募集します。
募集時期には、各区役所・市民センター等で申込用紙を配布しますの
で、備え付けのハガキに必要事項を記入の上、投函してください。
（申込後に指定会場でのお渡しになります。配布時期は 4 月中旬です。
）
お問合せ：仙台市公園緑地協会 TEL：022-293-3583

記念樹の成長記録を募集しています。
みなさまに育てていただいた記念樹の成長とそれにまつわるエピソードな
どを募集しています。1 年後、10 年後、いつでも結構です。思いついたとき
にお寄せ下さい。
宛て先：仙台市建設局百年の杜推進課
〒980-8671（住所記入不要）
TEL：022-214-8389 FAX：022-216-0637
E メール：ken010240@city.sendai.jp
還暦祝いのヤマブキが咲きました。[青葉区

滝口様]

冬の見どころ

紹介

榴岡天満宮
学業成就を願う受験生たちの究極の聖地

榴岡天満宮は、学問の神様と言われている
「菅原道真」を祀る神社です。拝殿の前には、
丑年生まれの道真にあやかって「撫で牛」があ
り、人々から篤い信仰を集めてきました。
境内には、江戸時代の俳人・松尾芭蕉による
「あかあかと日はつれなくも秋の風」の句碑を
はじめ、多くの文人墨客の句碑・歌碑があり、
「俳諧碑林」などと呼ばれています。また、仙
台で最も早く開花すると言われているウメや、
仙台市の保存樹木に指定されているシラカシ
やシダレザクラの古木もあります。
毎年、入学試験のシーズンになると、多くの
受験生や父兄が合格の願いを託して絵馬を奉
納し、参拝する姿が見られます。

アクセスガイド

◎JR 仙石線「榴ヶ岡駅」下車
◎仙台駅 18 番鶴ヶ谷方面行、34 番多賀城方面行、
35 番福田町方面行、36 番岩切・東仙台方面行、
「第四合同庁舎前」下車

わがまち緑の名所 100 選
URL：http://www.city.sendai.jp/kensetsu/ryokka/midori100/
お問合せ：仙台市百年の杜推進課 TEL:022-214-8392

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ／みどりのワンポイントアドバイス「ポインセチア～今後の育て方のコツ～」
クリスマスを華やかに彩ったポインセチアですが、育て方次第では来年
も楽しむことができます。そのためには置き場所や春からの管理につい
て、いくつかポイントがあります。
まず冬越しですが、熱帯性の常緑低木であるポインセチアは寒さに弱い
ので、８℃以上に保てる場所で、鉢土を乾き気味に管理します。翌春、霜
の降りる心配がなくなってからは戸外で日光に充分当てて育てましょう。
５月に根鉢を 1/3 程度落とし新しい用土で植え替えます。同時に株をコン
パクトに保つために、３節程度残して剪定し、７月に細い枝の間引き剪定
と先端の軽い切り戻しを行います。肥料は５月～９月に置き肥を与えま
す。１０月には室内の暖かい場所に入れますが、短日植物のため、夜間に
照明が点いている部屋に置くと花芽をつけません。夕方５時から翌朝８時
まで暗くなる場所に置きましょう。
◆お問合せ：グリーンハウス勾当台 緑の相談所 TEL：022-264-3924

ひゃくもりっと
開催日
1/4

ニュース

イベント編

イベント名

お問合せ先

水の森キャンプ場「森の学習室」連凧をつくって揚げよう

090-8257-9245(みどり十字軍)

草木染め資料展

022-222-2324(仙台市野草園)

1/11

親子でワクワク「森とあそぼう！」

022-263-2101(仙台市青葉の森緑地)

1/12

蔓クラフト教室

022-222-2324(仙台市野草園)

1/18

冬の観察会自然観察会

022-222-2324(仙台市野草園)

1/24

花壇の年間計画

022-264-3924(グリーンハウス勾当台)

1/25

フィールドサイン観察会「雪の上の足あとだあれ？」

022-244-6115(仙台市太白山自然観察の森)

1/25

草木染め工房

022-222-2324(仙台市野草園)

1/31

花と緑のティータイム～緑の相談員のよもやま話～

022-264-3924(グリーンハウス勾当台)

2/8

親子でワクワク「森とあそぼう！」

022-263-2101(仙台市青葉の森緑地)

2/11

冬の観察会自然観察会

022-222-2324(仙台市野草園)

2/15

鉢植えクレマチス～初めての植え替え～

022-264-3924(グリーンハウス勾当台)

2/15

紙すき体験「親子で紙 ing」

022-222-2324(仙台市野草園)

2/15

水の森キャンプ場「森の学習室」冬の水の森散策と木工教室

090-8257-9245(みどり十字軍)

鉢植え果樹の剪定法（ブルーベリー、ユズ、キンカン他）

022-264-3924(グリーンハウス勾当台)

2/22

森の講話会「カモシカと里山の自然について」

022-244-6115(仙台市太白山自然観察の森)

2/28

花と緑のティータイム～緑の相談員のよもやま話～

022-264-3924(グリーンハウス勾当台)

3/8

親子でワクワク「森とあそぼう！」

022-263-2101(仙台市青葉の森緑地)

3/8

水の森キャンプ場「森の学習室」冬の水の森探検コースを歩いてみよう

090-8257-9245(みどり十字軍)

3/15

おはよう野鳥かんさつ

022-244-6115(仙台市太白山自然観察の森)

3/20

開園観察会「早春の野草園を歩こう」

022-222-2324(仙台市野草園)

3/22

ギボウシ、フウチソウの鉢栽培

022-264-3924(グリーンハウス勾当台)

3/22

水の森キャンプ場「森の学習室」冬芽の観察会

090-8257-9245(みどり十字軍)

3/26

姫リンゴの鉢栽培と宮城県内・近県花紀行

022-264-3924(グリーンハウス勾当台)

1/10～2/2

2/21～22

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
発行日:平成 26 年 1 月
発行:仙台市建設局百年の杜推進課
〒980-8671 仙台市青葉区国分町 3-7-1 TEL:022-214-8389 FAX:022-216-0637 E メール: ken010240@city.sendai.jp

掲載されているイラストの一部は
「WANPUG」からのご提供です。

