百年の
杜づくり
とは

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
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
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
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

仙台市 みどりの取組み
市が行っている取組みの一部をご紹介します。

百年の杜づくりフォーラムを開催しました
2 月 1 日、せんだいメディアテークにて、百年の杜
づくりフォーラム～ふるさとの杜 再生へ向けて～を
開催しました。
市の政策概要説明ののち、NPO 法人都市デザインワ
ークス代表理事の榊原進氏から、同団体が南蒲生地区
で進める「みんなの居久根プロジェクト」の活動事例

パネルディスカッションの様子

報告が行われ、居久根の変遷や地域住民と進めたワー
クショップ等を通し浮かんだ今後の居久根の位置づけに関する提言がありました。
フォーラム後半のパネルディスカッションでは、「市民参加の「風景」再生に向けて」を
テーマに、国内外の事例紹介やみどりの存在価値・利用価値の話題などを通し、今後のみど
りの再生に向けての視点やその方法について、より具体的な議論が取り交わされました。
■パネルディスカッション
・パネリスト

NPO 法人都市デザインワークス
代表理事 榊原 進 氏

東北芸術工科大学大学院
准教授 廣瀬 俊介 氏

代表

studio-L
山崎 亮 氏

・コーディネーター
お問合せ：
仙台市建設局百年の杜推進課
TEL：022-214-8389
東北大学大学院
准教授 本江 正茂 氏

あらいどさいしき

荒井土才敷 公園で市民植樹を行いました

仙台市では、東日本大震災により甚大な被害を受けた東部地域のみどりの再生を進めてい
ます。
今回、その取り組みの一環として、３月２日に若林区の荒井土才敶公園で市民植樹を行い
ました。この公園は、震災での津波浸水による塩害で植栽が枯損するという被害を受けまし
たが、地域の方々の力もお借りしながら復旧に向けて整備工事が進められています。
当日は、小雨が降るなか、町内会の方々 約６０名にお集まりいただき、ドウダンツツジの
苗木１００本を植栽しました。
地域の方々に親しまれてきた公園。みなさん、愛着を持って植栽に励んでいました。現在
進められている整備工事において、今回植栽していただいたドウダンツツジのほか、数種類
の植栽を行うことになっています。春から秋にかけて、色とりどりの花が咲くと思うと楽し
みです。
今後も仙台市では、復興のシンボルとして新たな杜の都のみどりを育む取り組みを、市民
の力を結集しながら継続的に進めて行きます。

今回の市民植樹で植栽したドウダンツツジのほか、キンモクセイ・アオキ・ハイビ
ャクシン・キンメツゲ・オオムラサキツツジ・リュウキュウツツジは３月末の完成を
目途に若林区が工事を進めています。

お問合せ：仙台市建設局百年の杜推進課 TEL：022-214-8389

告

ひゃくもりっとニュース

２大イベント

花と緑に親しもう「新緑祭」～勾当台公園～
春の風物詩「第６７回 植木市」～西公園～

予告
「新緑祭」は緑を愛する心を育み、
緑豊かなまちづくりを進めることを目
的に、平成元年から開催されています。
緑化事業に貢献された方々への感
謝状贈呈式や楽しいステージイベン

開催日

４月２６日（土）

開催時間

10：00～15：00

会場

勾当台公園

主な内容

緑化功労者表彰式典

トをはじめ、会場では工作教室や花苗
の展示販売、一休みできるカフェ・屋
台コーナーもあります。当日は仙台
89ERS チアーズのステージパフォー
マンスをご覧いただけるほか、仙台ア

工作教室・園芸講座
花苗・苗木の販売
カフェ・屋台コーナー
仙台 89ERS チアーズのステージパフォーマンス
仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール presents

「メロンパンナのふれあいタイム！」

ほか

ンパンマンこどもミュージアム＆モ
ールからメロンパンナちゃんも遊び
に来てくれます。
家族で楽しめる催し物が盛り沢山
です。

春の風物詩として、市民に親しまれている「植木市」。今年で６７回目
を迎えます。
庭園樹、花苗、園芸資材などを販売し、毎年たくさんの来場者で賑わ
っています。今年のテーマは『絆』
。みどりを通じて人と人との絆を深め
るイベントとして開催します。
庭造りコンテストをはじめ、庭木の剪定実演講習会など各園芸講座、
竹馬や砂山で遊べるキッズコーナーも開設。また、今年は技能五輪全国大会受賞者の手によ
る庭園を展示。作成から完成までの作業風景もご覧いただけます。この機会にお気に入りの
木や花を探してみてはいかがですか？
初日となる４月５日の開市式では、先着２００名様に苗木のプレゼントがあります。
開催日

４月 5 日（土）～２９日（祝）

開催時間

10：00～16：00

会場

西公園（旧市民図書館前）

主な内容

庭造りコンテスト
各種園芸講座
震災復興チャリティーオークション
技能五輪受賞庭園を再現
みどりのなんでも相談

お問合せ：仙台市建設局百年の杜推進課 TEL：022-214-8389
新緑祭 URL：http://www.city.sendai.jp/midori/1196441_2445.html
植木市 URL：http://www.city.sendai.jp/midori/1193599_2445.html

告

ひゃくもりっとニュース
花と緑のおゆずり情報バンク

予告

グリーンハウス勾当台では、花と緑のあっせん事業として、市民の方々が大切に育てて
きた花や緑を大切に引き継いでいくために樹木や花、球根、種などの「譲りたい・譲り受
けたい情報」の提供を行っています。譲りたいものや欲しいものがある方は当施設に直接
申し込み又は E メールで申し込んで頂き、その情報を施設内掲示板と HP で提供していま
す。譲り渡しは無償で、移植・運搬に要する費用は譲り受ける方の負担になります。
ご家庭で譲ってもよい植
物をお持ちの方、何か素敵
な植物をお探しの方、ぜひ
「花と緑のおゆずり情報バ
ンク」をご活用ください。
譲りたい方と譲り受けたい
方の橋渡しをします。
お申込み・お問合せ：グリーンハウス勾当台 TEL：022-264-3924
URL：http://www.sendai-park.or.jp/web/mediation/index.html
E メール：green-net@sendai-park.or.jp
交通：仙台市営地下鉄勾当台駅「公園 2 出口」より徒歩 1 分
開館時間：午前 9 時～午後 4 時 30 分
休館日：毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）

「緑の活動団体」を認定しました

報告

仙台市では、市内の緑化に関わる市民活動団体を
「緑の活動団体」として認定しています。
認定された団体には、緑に関する情報提供や支援
などを行い、団体の活性化を図っているほか、団体
が行う行事などに市民が参加することで、緑化の理
念が市民に浸透していくことにも期待しています。
今年１月に「緑の活動団体」認定の募集を行いま
した。結果、新たに１団体を認定し、これまで認定
されていた４団体についても継続して認定すること
が決まりました。現在、
「緑の活動団体」は全部で１
７団体あり、仙台市ホームページで活動の一部をご
紹介しています。

是非、ご覧ください

認定団体一覧
高森東ふるさとづくりの会（新団体）
みやぎ里山整備クラブ
仙台市森林アドバイザーの会
グリーンサポータークラブ
NPO 法人 サイカチネイチャークラブ
長命館公園サポーターズクラブ
彫刻のあるまちづくり応援隊
仙台花と緑の会
里山ねっと赤坂
NPO 法人 杜の都仙台ナショナルトラスト
せんだい・市民の森を創る会
「将監沼の自然」とふれあいを育む会
NPO 法人 みどり十字軍
権現森自然研究会
泉ケ岳かむり
緑を守り育てる宮城県連絡会議
みやぎ里山応援団

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/midori/1193636_2445.html

～仙台銀行まちづくり基金～
県内のまちづくりや地域活性化事業をめざす個人、団体を積極的に応援します。
対象事業

助成金額

受付期間

申込書

申込先

(1) 快適で文化的なまちづくりに必要な環境整備などの実践活動
(2) まちづくりのために必要な調査、研究、情報提供を行う活動
(3) その他まちづくりの目的を達成するために必要な事業
※ ただし、いずれも営利を目的とする事業又は活動は行わないことが条件
1 件当り上限 30 万円
※ただし、運営委員会が認めた場合には、限度額を超えて助成することがで
きます。
毎年 4 月 1 日～9 月末
※助成先は、毎年 12 月に公益信託仙台銀行まちづくり基金運営委員会にて
決定し、応募結果の通知は翌年 1 月、助成先への資金交付は翌年 2 月にな
ります。
仙台銀行ホームページよりダウンロードの上、プリントアウトしてご利用い
ただくか、仙台銀行経営企画課(TEL:022-225-8258)宛ご請求下さい。
仙台銀行本･支店の窓口にも備え付けてあります。
印刷ページ
http://www.sendaibank.co.jp/local/fund/img/entry.pdf
下記のいずれかに助成申込書を提出(郵送可)
○三井住友信託銀行仙台支店｢公益信託仙台銀行まちづくり基金｣係
○仙台銀行 経営企画課 ○仙台銀行 本･支店
詳しくはホームページをご覧ください
ＵＲＬ：http://www.sendaibank.co.jp/local/fund/

～仙台市花壇づくり助成事業～
地域で花壇づくりを行っている市民活動を支援します。次年度も継続して同一の花壇づくりを行う場合は、
「継続団体」として引き続き支援します。
対象事業

市内の道路や公園などの公有地（学校を除く）に 10 ㎡以上の花壇を作ろうと
する町内会や老人クラブ、子供会などの地域の団体

助成金額

最大１１万円まで（新規団体のみ）
植栽材料費

材料費(花苗等)の 1/2（助成限度額：3 万円）

花壇管理費

花壇面積 年間 300 円/㎡（助成限度額：3 万円）

花壇新設時の資材費

実費（助成限度額：5 万円）

受付期間

9 月 30 日まで。着手予定日の 2 週間前までに申請が必要です。

申込書

下記申込先・七北田公園都市緑化ホール・グリーンハウス勾当台で配布してい
ます。

申込先

仙台市公園緑地協会
TEL：022-293-3583

春の見どころ

紹介

野草園
四季の草花と緑の芝生の楽しさを

野草園は、大年寺山北側の変化に富んだ起
伏をそのまま生かした植物園です。園内は、
「高山植物区」「水生植物区」「アジサイ区」
「どんぐり山」などに分けられ、様々な野生
の植物が植えられています。
園路に沿って散策すると、季節ごとにアヤ
メやアジサイ、ハギなどの花が暖かく迎えて
くれます。
「風の音」の彫刻や、
「萩の守」
「エゾの娘」
「どんぐり小僧」などの石彫、澄んだ音を響
かせる「水琴窟」などもあり、豊かな緑と一
体となって訪れる人を楽しませてくれます。
四季折々に違った表情を見せる野草園は、
自然を体感できる植物園です。

アクセスガイド

◎ JR 仙台駅前バスプール 11 番より仙台市営バス「野草
園行」に乗車⇒終点「野草園前」下車

◎ 市営地下鉄長町南駅バスプール 1 番より「仙台駅前行」
又は「大学病院前行」に乗車⇒「野草園前」下車

わがまち緑の名所１００選
お問合せ：仙台市百年の杜推進課 TEL:０２２-２１４-８３９２

ＵＲＬ：http://www.city.sendai.jp/kensetsu/ryokka/midori100/

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ／みどりのワンポイントアドバイス「ポット苗の選び方」
ホームセンターやガーデンセンターには連日彩り鮮やかなポット苗が並んでいます。でも、いざ買おうと
すると少し悩んだりしませんか？今回は購入するときに気を付けたいポイントをいくつかご紹介します。
・成長が良いものを選ぶ

…

株元までしっかり葉がつき、茎が太く伸びているものを。

・枝数が多いものが元気

…

株元で、よく枝分かれしているものは、しっかり花がつきキレイ。

・根の張り具合が良いものを

…

ポット苗を外側から触り、程良い弾力があるものを選ぶ。

・根元がグラついていない

…

鉢全体にバランス良く根が張っているものを選ぶ。

・葉が黄色いものはダメ

…

下葉が黄色いもの、しおれているものは栄養丌足。

花も食材選びと同じで旬の時期ほど新鮮なものが手に入ります。
是非、お気に入りの花を見つけてください。

ひゃくもりっと
開催日

ニュース

イベント名

イベント編

お問合せ先

4/5

水の森キャンプ場「森の学習室」山野草の育て方

090-8257-9245(みどり十字軍)

4/8

第９回 かたくり祭

022-394-2724(大國神社の山野草を守る会)

4/11～13

仙台市荒浜海岸希少植物移植作業

080-1832-0956(緑を守り育てる宮城県連絡会議)

4/12

園長の野草風譚

022-222-2324(仙台市野草園)

4/12～13

雪割草と早春の山野草展

022-375-9911(七北田公園都市緑化ホール)

4/13

ゼラニウムの育て方

022-264-3924(グリーンハウス勾当台)

4/13

木の実で仲間づくり「くぬぎ人形」

022-375-9911(七北田公園都市緑化ホール)

4/18

はじめてのガーデニング！「夏から秋に咲く草花の種まき」

022-375-9911(七北田公園都市緑化ホール)

4/19

親子でワクワク「森とあそぼう！」

022-263-2101(青葉の森緑地)

4/19～20

野の花と小鉢展

022-375-9911(七北田公園都市緑化ホール)

4/20

初心者向け「洋ランの植え替えと管理」

022-264-3924(グリーンハウス勾当台)

4/20

カタクリと春の権現森を楽しむ会

022-279-5877(権現森自然研究会)

4/27～5/12

さくらそう展

022-222-2324(仙台市野草園)

4/27

母の日に贈る「フラワーボックス」づくり

022-375-9911(七北田公園都市緑化ホール)

4/29

太白山の春をたずねて

022-244-6115(太白山自然観察の森)

5/3～4

シャクナゲふれあいまつり

022-293-3583(秋保大滝植物園)

5/3

水の森キャンプ場「森の学習室」サギ草を咲かせよう

090-8257-9245(みどり十字軍)

5/5

野草園こどもの日

022-222-2324(仙台市野草園)

5/8

夏の花の種まき会

022-252-0633(仙台花と緑の会)

5/10

おはよう野鳥かんさつ

022-244-6115(太白山自然観察の森)

5/17

公園内の樹木に樹名板(名札)を付けよう

022-252-0633(仙台花と緑の会)

5/24

水の森キャンプ場「森の学習室」春の星空を見よう

090-8257-9245(みどり十字軍)

5/24

春の山を見る会「秋保裏磐司～樋の沢」

080-1832-0956(緑を守り育てる宮城県連絡会議)

6/28

木の赤ちゃん寄せ植え体験「窓辺に飾る森をつくる」

022-244-6115(太白山自然観察の森)

6/28

ハンギングバスケット教室

022-375-9911(七北田公園都市緑化ホール・グリーンサポータークラブ)

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４月
発行:仙台市建設局百年の杜推進課
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