
挑戦を続ける、新たな杜の都へ～“The Greenest City” SENDAI～

TOHOKU未来プロジェクト
世界に発信できる東北発のイノベーションを生み出します7

笑顔咲く子どもプロジェクト
子どもたちの未来が広がる環境をつくります5

心の伴走プロジェクト
多様性を尊重し、あらゆる人が安心して暮らせる地域をつくります3

杜と水の都プロジェクト
「杜の都」の風土と文化に巡りあえる都市空間をつくります1

都心創生プロジェクト
人が集い、新しいチャレンジが生まれる都心をつくります8

ライフデザインプロジェクト
自分らしい生き方が実現できる環境をつくります6

地域協働プロジェクト
多様性を力に変える地域をつくります4

防災環境都市プロジェクト
持続可能でしなやかな都市環境をつくります2

女性が輝ける社会の実現を目指して学生時代に活動を始めたきっ
かけや、若者の地元定着にも精力的に取り組む理由、 実現したい
仙台・東北の将来像などのお話を伺います。

女性と若者が生き生きと輝く仙台の実現テーマH

講 師 松橋 穂波 氏（株式会社 epi&company 代表取締役）

地域の魅力を引き出しながら人と人をつなげる、地元密着型の観光ツアーを
青森市内で企画・実施して感じた仙台の現在地や、設立に携わった「津軽
海峡マグロ女子会」を通じたまちおこしに込めた想いなどを伺います。

地域の魅力を最大限に引き出すまちおこしテーマG

集合・会場

講 師 高木 まゆみ 氏（株式会社 また旅くらぶ 代表取締役）

9/12 13:15-16:45日

enspace（青葉区国分町一丁目4-9）

集合・会場 せんだいメディアテーク

使われなくなった着物地に新たな付加価値を持たせてアップサイクルした製品
「FUGURO」に込めた想いや、アップサイクル文化の醸成を通じて目指したい
社会などのお話を伺うとともに、 実際にきものブローチづくりを体験します。

アップサイクルによる資源循環型社会の実現テーマF

講 師 引地　恵氏（株式会社 WATALIS 代表取締役）

震災当初から学生ボランティアとして参加しながら、現在の農業の持続
的発展に向けた活動に込めた想いや、目指す将来の農村のあり方など
のお話を伺うとともに、実際に「わらアート」の制作を体験します。

復興の先の持続可能な農村づくりに向けてテーマE

集合

講 師 二木 洸行 氏（一般社団法人 ReRoots 代表理事）

9/5 08:45-12:15日

地下鉄東西線「荒井駅」 会場 せんだい農業園芸センター

美容室やカフェを経営する傍らイベントを手掛ける本郷氏に、多彩
な活動を展開するための「あったらいいな」を実現する行動力の秘け
つや、肴町エリアの魅力アップに込めた想いなどを伺います。

公民連携による憩いや交流の拠点づくりテーマC

講 師 本郷 紘一 氏（せんだいディベロップメントコミッション株式会社 代表取締役 CEO）

杜の都のシンボル・定禅寺通が、今なぜアップグレードが必要なのかや、
仙台都心の将来像などを伺うとともに、実際に利活用の様子を見学
しながら、定禅寺通が「こうなったらいいな」を一緒に考えます。

定禅寺通のアップグレードを通じた都心回遊づくりテーマD

講 師 榊原　進 氏（特定非営利活動法人 都市デザインワークス 代表理事）

21
めぐ
ルート

めぐ
ルート

43
めぐ
ルート

めぐ
ルート

9/

演劇やダンスなど、アートが持つ力を社会のさまざまな課題の解決に
生かす活動を始めたきっかけや活動に込めた想い、理想とする仙台
の未来などのお話を伺います。

アートをより良い社会づくりに生かす取り組みテーマB

講 師 及川 多香子 氏（特定非営利活動法人 アートワークショップすんぷちょ 代表）

仙台市基本計画の理念の副題「The Greenest City」の生みの親である
竹川氏に、他都市と比較しての仙台の現状や強みなどのお話を伺うとともに、
ケーススタディを通じて、その言葉に込められた意味にも迫ります。

ソーシャル・イノベーションを通じた仙台・東北の発展テーマA

集合

講 師 竹川 隆司氏（一般社団法人 IMPACT Foundation Japan 代表理事）

9/4 08:45-12:15土 4 13:45-16:00土

地下鉄東西線「卸町駅」 会場 INTILAQ & 10-BOX

2021
キーワードは仙台市基本計画に掲げる8つのチャレンジプロジェクト！
活動者のお話を聴きながら、今後のまちづくりで私たちができることを見つけよう！

チャレンジ発見！

対 象 15 25おおむね　　歳～　　 歳定 員 5各ルート　名 抽 選
参加の可否について８月下旬にご連絡

締 切
申込方法は裏面をご覧ください
8/16 月

｜ 参 加 無 料 ｜
要申込

まちづくりの理念と
8つのチャレンジプロジェクト

ザ　　　　 グリーネスト　　  シティー



〈 キリトリ線 〉

「チャレンジ発見！みんなのせんだいめぐり2021」 参加希望票

申込方法
［WEB］
［郵 送］
［FAX］

右記の二次元コードよりアクセスし、申し込みフォームに入力してください
参加希望票を切り取り、上記の住所へ送付ください（コピーも可）
参加希望票に必要事項を記入し、上記のFAX番号へ送信ください

● 手話通訳等の配慮が必要な場合は、参加希望票の備考欄にてお知らせください。　● 内容に変更があった場合は仙台市ホームページにてお知らせします。
● 当日は仙台市の広報や報告書作成のため、写真や動画の撮影を行います。また、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。
● お申し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使用します。また、仙台市から基本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。

希望ルート（希望するルートに○をつけてください）

参加できる ・ 参加できるかわからない

※複数の申し込みも可
※応募多数の場合は10/31（日）開催予定の当課主催ワークショップ
　イベントにも参加できる方が優先です
ワークショップに

（どちらかに○をつけてください）

1（9/4） ・ 2（9/4） ・ 3（9/5） ・ 4（9/12）

お名前（ふりがな）

住　所 〒

備　考

TEL（当日連絡がとれる連絡先）:

E-MAIL : @

申込時点の年齢

歳

※障害等により配慮が必要な方は、 必要な対応について具体的にお知らせください

主催：仙台市

仙台市まちづくり政策局政策企画課 ／ 〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7-1

022-214-1245［TEL］ 022-268-4311［FAX］ mac001620_01@city.sendai.jp［E-MAIL］
お問い
合わせ先

留 意 事 項

● 各会場では消毒や換気等の対策を行うほか、ソーシャルディスタンスが確保されたお席をご用意します。
● 参加の際には、手指消毒やマスク着用、咳エチケットにご協力をお願いします。
● 発熱や息苦しさなどの症状がある方、2週間以内に海外（感染流行国）または国内の感染流行地域（クラスターの発生
　 した場所等）へ旅行・出張・滞在された方は参加をご遠慮いただきます。
● 感染状況の拡大に伴い、イベントは中止となる場合があります。

新型コロナウイルス
感染症対策について

● 各ルートのスケジュール ●

08:45
「卸町駅」集合
地下鉄東西線 地下鉄東西線「卸町駅」

まで徒歩10分

12:15
現地解散

09:00
INTILAQ

東北イノベーションセンター
［テーマA:90分］

10:45

［テーマB:90分］

1ルート
［ 9/4 ］

2ルート
［ 9/4 ］

3ルート
［ 9/5 ］

4ルート

めぐ

めぐ

めぐ

めぐ

［ 9/12 ］

徒歩5分 徒歩10分

08:45
「荒井駅」集合
地下鉄東西線

「荒井駅」解散
地下鉄東西線

12:3009:00
せんだい農業園芸センター

［テーマE:90分］

10:45

［テーマF:90分］

13:30

［テーマG:90分］

15:15

［テーマH:90分］

シャトルバス10分 シャトルバス10分

13:45
せんだいメディアテーク集合

2階会議室

16:00
現地解散

13:45
せんだいメディアテーク

［テーマC:45分］

14:30

［テーマD:90分］散策あり

13:15

エントランス

16:45
現地解散

地下鉄南北線「勾当台
公園駅」まで徒歩6分

地下鉄東西線「青葉通
一番町駅」まで徒歩6分

インティラック

enspace
エンスペース

enspace集合
エンスペース

せんだい演劇工房
10-BOX
テン ボックス

（　　　　　）

（　　　　   ）

（　　　　　）


