
今年度の活動

区民協議会の事業実施のために活用させていただきました。
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総会後は宮城野区に新しくできる「うみの杜水族館」「東北福祉大学
東口キャンパス」の開館を記念し講演会を開催します。

●みやぎの区民協議会総会／6月26日(金) 　平成27年3月10日に、榴岡天満宮境内、榴岡公園西側の一部
が、「つ じゝが岡及び天神の御社」として国の指定名勝「おくの
ほそ道の風景地」に追加指定されました。仙台市の文化財が国
の名勝に指定されるのは、「秋保大滝」以来で約70年ぶりのこ
とです。
　「おくのほそ道の風景地」とは、歌枕の名所および由緒地を訪
ねて東北・北陸地方を旅した松尾芭蕉が、自らの俳句を織り交ぜ
て紀行文学として編んだ『おくのほそ道』に登場する一群の風致
景観を指します。ひとつの作品を通じて後世の人々の風景地に
影響を与え続け、相互のつながりのあるものとして評価すべき一
体の風致景観です。
　「つ じゝが岡」（現在の榴岡公園周辺）は、「とりつなげ　玉
田横野の　はなれ駒　つつじの岡に　あせみ咲くなり」（源俊
頼）など多くの歌に詠まれ、歌枕として有名でした。また、「つゝ
じが岡」の一画に位置し、「天神の御社」と記された榴岡天満宮
の境内には、寛文7年（1651）建立の唐門、樹齢が約300年を
超えるとされるシダレザクラ・シラカシの老樹など、芭蕉が訪れ
た頃の手がかりとなる景物が残るほか、その後に芭蕉を顕彰して
建った数多の句碑もあります。「つ じゝが岡」は、榴岡天満宮の
多数の句碑やウメ・サクラなどの古木の並ぶ境内及び榴岡公園
の一角など、芭蕉が訪れた当時の趣を残しています。現在、当地
は、「仙台市杜の都緑の名所100選」に選ばれるなど、多くの市
民に親しまれています。

つゝ じが岡及び天神の御社 名勝指定

テーマ「未来志向のひと・まちづくり」

●シンポジウム／7月29日(水)

宮城野区でまちづくり活動に貢献した方・団体を表彰。

●第15回みやぎの区民活動表彰式／7月29日(水)

お楽しみ抽選会や盛り上がるアトラクションを企画中。

●第25回納涼名刺交換会／7月29日(水)

ステージ企画や展示・体験のほか，木の里親などの復興企画を実施します。

●第27回みやぎの・まつり／10月18日(日)

新しい「つながり」を発見するための気軽なお茶会です。

●第7回みやぎの大縁会（2～3月頃）

地域で楽しく子育てできるような交流イベントの実施や，ママらいふ
手帳を活用したイベントを企画中。

●地域はっぴぃ子育てプロジェクト
　　　　　　／7月2日（木），7月9日（木），11月中

トピックス

　宮城野区の玄関口である仙台駅東口には，今年12月
に地下鉄東西線の宮城野通駅の開業が予定されてお
り，来年春には仙台駅の改修に伴い東西自由通路が開
通します。今後，駅東口にはより多くの人々が訪れ、
様々な交流が生まれることでしょう。私たちみやぎの区
民協議会も，この東口の開発の活気を取り入れながら、
より多くの人に宮城野区の魅力をアピールしていきた
いと思います。
　当協議会は，「区民一人ひとりの創意と参加により，や
すらぎと希望をともに感じることのできる宮城野区をつ

くること」を目的に平成元年に設立されました。連合町
内会をはじめ，商工・農業・福祉・文化・スポーツなど，区
内の様々な団体から構成されており，現在92団体にご
登録いただいております。
　今年度も，各団体からの意見を活かした幅広い視野
でのまちづくり活動に取り組んでまいります。そして，区
民の皆様の積極的なご参加・ご協力をいただけるよう
より一層の努力をしてまいりますので，よろしくお願い
申し上げます。

～宮城野区の玄関口　駅東口の活性化に向けて～～宮城野区の玄関口　駅東口の活性化に向けて～

みやぎの区民協議会
会長 松坂 卓夫

みやぎのイイねっと通信
みやぎの区民協議会だより
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上記イベントおよびトピックスの内容詳細は、市政だよりをご覧ください。

昨年初めて開催した『mammaまつり』の様子。
体操や段ボール迷路、ねぞうアートなどで親子がふれあいました。

この冊子は宮城野区内の約80,000世帯に配布しています。

　宮城野区は仙台市内の中でも出生率が高く、転入者も多い
地域で、中には子育ての支援が得られない方や環境に課題が
ある家庭も少なくありません。
　5年前に立ち上がった「子育て支援部会」では、「地域はっ
ぴぃ子育てプロジェクト」として子育て中の母親を応援する事
業を実施しております。「親子あったかフェスタ」は子育ての楽
しみと学びの場を提供し、母親同士が緩やかに交流できる企
画を実施しております。また「ママらいふ手帳」を発行し、子育
て情報の提供や、母親となった自分自身を見つめ直し、将来を
展望できるようなサポートをしております。このような部会発
足時から続く事業に加えて、昨年度は、手帳を使った講座と、

「ママ会」の様子。お子さんを連れて参加される方も多いです。

その講座を受講したメンバーが中心となり「mamma☆宮」(現
役子育てママの会)が発足し、自主的な事業も企画されるよう
になりました。
　部会のメンバーは民生委員児童委員、のびすく仙台、のびす
く宮城野、アミューズおひさま、せんだい杜の子ども劇場、児童
館、高砂保育所子育て支援室、家庭健康課、まちづくり推進課
で構成されています。様々な機関が協力し、関係を構築させ、
子育ての支援がつながっています。これからも安心して、楽し
く子育てができるような活動をしていきます。

子育て支援部会 会長 平塚　香代子

すす。

ママらいふ手帳



昨 年 度 の 活 動 報 告

　「未来を支える力をつくる　～復興のいまとこ

れから～」と題し，みらいん編集長の岡崎裕子さ

ん，南蒲生町内会復興部事務局長の吉田裕也さ

ん，田子市民センター館長の佐々木力さんからお

話しいただきました。（7/29実施）

平成26年度講演会

　区内の団体や企業の方々が親交を深める本

会は，今回も参加者が400名を超え盛大に行わ

れました。和太鼓ユニット「Atoa.」（アトア）による

荘厳な演奏，協賛品によるお楽しみ大抽選会な

どで大いに賑わいました。（7/29実施）

第24回納涼名刺交換会

　区のまちづくりに多大な貢献があった方々を表

彰。納涼名刺交換会の会場で表彰し，参加された

多くの皆さんで表彰者をお祝いしました。（7/29

実施）

伊藤宣子さん／小野寺亨さん／
樫﨑君子さん／佐藤二郎さん／
鈴木喜代子さん／常盤節さん／
長谷部安行さん

第14回みやぎの区民活動表彰

　子育てママの交流を促す事業。子育ての中

で自分を見つめ直す「ママらいふ手帳講座」，

体操や読み聞かせで親子がふれあう「親子あっ

たかフェスタ2014」，「mammaまつり」を開催

しました。（7/2,9，11/7，3/6実施）

地域はっぴぃ子育てプロジェクト

　今回も市民団体や町内会・子供会の発表の

ほか，ねこバス，バルーン，県内沿岸市町村による

復興市，木の里親などを実施しました。おまつりを

通して地域の活動に目を向けるきっかけとなりま

した。（10/19実施）

第26回みやぎの・まつり

　分野を越えた区民が懇談する「みやぎの大

縁会」。今回は「ご縁づくりの減災ゲーム」を

テーマに，わしん倶楽部さんを講師にお迎えし

てクロスロードゲームを参加者の皆さんとで楽

しみました。（2/１4実施）

第6回みやぎの大縁会

個人の部

小鶴ハイビスカス／つるがや元気会／
下岡田元気クラブ／福住福寿会／
朗読サークルたごさく

団体の部
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　私たち「宮城県中小企業家同友会・宮城野支部」は宮城
野区内で活動する経営者の組織です。区内167社の企業が
参加しています。
　「良い会社をつくろう・良い経営者になろう・良い経営
環境をつくろう」という3つの目的を柱に、経営者と社員が
共に学び合い、夢とやりがいと誇りを持って働ける地域に
するための会活動を行っています。
　東日本大震災後は、会員企業が協力し「みやぎの交流市」
を開催し、1200名を超える地域住民との交流と企業間同
士の絆を深めました。
　また、日ごろ様々な経営者の学ぶ場を設け、直面してい
る課題等を話し合い、情報交換を図りながら、中小企業の
働く環境の改善強化に取り組んでいます。
　そのほか共同求人活動や社員共育活動など、地元で若
者が働き育つ環境づくりの為の活動も積極的に行ってい
ます。
　地域の暮らしを支え、私達の手で地域を元気にしたいと
いう思いで活動をしています。

　平成九年に「宮城野区スポーツ協会」として発足し、平
成十九年には新田体育館二階に事務所を構え、平成二十
五年に区スポーツ協会と「宮城野区マイタウンスポーツ活
動推進協議会」が合併、「宮城野区マイタウンスポーツ協
会」となり活動をしてきました。
　協会を組織している団体は宮城野区の学区民体育振興会
・スポーツ推進委員会・体育協会・レクリエーション協会・
連合町内会・老人連合会・小中ＰＴＡ連合会・市障害者協
会の八団体で組織されています。
　主な活動、十月の体育の日に新田東総合運動場をメイン
として開催される「ウォークラジオ体操」及び「マイタウン
スポーツデー」において各種スポーツの大会及び指導を行
っています。
　また、榴ヶ岡公園で開催される「みやぎのまつり」にはニュー
スポーツの紹介を行い、昨年は1200名の参加をいただきま
した。
　事務所においては種類と数は限られますが、ニュースポ
ーツの用具の貸出しも行っています。多くのご利用をお待ち
しております。

《宮城野区マイタウンスポーツ協会 会長 髙野 文芳》《宮城県中小企業家同好会・宮城野支部 朝比奈 徹》

企業間連携の強化と地域交流を目指して企業間連携の強化と地域交流を目指して スポーツによる地域のつながりを育むスポーツによる地域のつながりを育む

　燕沢学区町内会連合会は、周辺の宅地開発に伴い1974
年に開校した燕沢小学校を中心に6町内会で構成され、約
3,200世帯、約7,500人の方がお住まいです。東日本大震災
以降、当地区でも地区防災連絡会を立ち上げて地域防災の
議論を重ねており、今年度は仙台市総合防災訓練の宮城野
区での訓練が当地区となり、約300名規模で6月6日（土）
に実施しました。
　当日は18時の打ち上げ花火を合図に訓練を開始。各家
庭での安全を確認、黄色ハチマキを玄関に掲げ懐中電灯を
片手に「いっとき避難所」への避難、ご近所の安否確認や
初動訓練を経て、指定避難所の燕沢小学校に集団避難しま
した。また夜間の訓練ということで、暗闇における避難所へ
の入室、トイレの使い方なども訓練できました。
　今回は対策本部の設置を含め6つの班の役割も訓練しま
したが、マニュアルをしっかり整備していたおかげで訓練は
スムーズに進みました。訓練で得た改善点はしっかりマニュ
アルに反映させていきたいと思います。マニュアル作成や訓
練にあたっては、仙台市役所及び区役所、宮城野消防署及
び岩切出張所・燕沢小学校・地域の全団体のご協力を戴き
ました事を改めて感謝申し上げます。

　去る5月23日（土）、五月晴れの下で、第３回目になりま
す地域と幸町南小学校合同の「幸町南学区民運動会」が
開催されました。今回の運動会は、今までと違いまして、地
域のお父さん・お母さんも、紅白に分かれました。その地域
の競技に生徒の皆さんも加わっての合戦となりました。
　参加した家族の中には、敵と味方になった人も居られま
したが、昨年以上の盛り上がりを見せ、今までと違った、よ
り深い地域の連帯の絆が生まれたのではないでしょうか。
また、家庭に帰られてからの会話の様子を想像しますと、
実行委員会が狙った当初の目的が達成されたものと確信
をしております。
　これからの行事としましては、6月27日（土）に「幸町第
三復興公営住宅」入居者への支援活動としまして「ウェル
カム サロン」の開催、7月25日（土）に「幸町南学区 夏まつ
り」を開催することになっております。いずれの行事も、地
域が連帯感を深める大きな行事であると認識しており、一
致団結した活動を展開してまいります。

《燕沢学区町内会連合会 会長 大西 憲三》 《幸町南学区連合町内会 会長 中尾 善幸》

仙台市総合防災訓練に参加仙台市総合防災訓練に参加 運動会で得た「連帯の絆」を糧に運動会で得た「連帯の絆」を糧に

みやぎの区民協議会の会員の活動状況についてご紹介しますみやぎの区民協議会の会員の活動状況についてご紹介します


