
宮城野区連合町内会長協議会

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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青 葉 緑 化 工 業 ㈱
サ イ ト 工 業 ㈱
伸 和 興 業 ㈱

仙 台 ア ス コ ン ㈱
仙台いわきりライオンズクラブ

㈱ 行 方 植 物 園
㈱ ユ ア テ ッ ク

㈱アーキランド
㈱秋葉造園
(福)愛子福祉会いずみ授産所
岩切地区町内会連合会
㈱ウェスト工房
大垣電機㈱仙台営業所
奥山工業㈱
かとう工業㈱
㈲加藤紅萩園
㈱加納工業所
環境設備工業㈱
菅野造園㈱
菊田陶業㈱
近代建設㈱
㈲興洋建設
㈱サイコ―
幸町学区町内会連合会
幸町南学区連合町内会
佐孝組㈲
佐々木電気工業(株)仙台支店
サンキョーシャッター㈱
㈱七十七銀行
新田学区連合町内会
新宮城野原JRアパート町内会
㈱新和技研
仙台駅東口商工事業協同組合

仙台ガスエンジニアリング㈱
仙台ガス水道工業㈱
㈱仙台銀行
(一社)仙台歯科医師会
仙台市ガス局
仙台市建設職組合
協業組合仙台清掃公社
仙台土木建築工業㈱
仙台東地区交通安全協会
仙台東地区安全運転管理者会
仙台東地区安全運転管理者事業主会
仙台東地区防犯協会連合会
泰誠機械工業㈱
高砂地区町内会連合会
㈲髙野造園
鷹觜建設㈱
タニコー㈱仙台営業所
タマヤ電気㈱
榴岡地区老人クラブ連合会
燕沢学区町内会連合会
鶴ケ谷地区町内会連合会
㈱寺沢電設
㈱テラテック
㈲東岡園
㈱東北住建設
㈱東北造園

東北福祉大学仙台駅東口キャンパス
トーシンフードサービス㈱
社会医療法人康陽会中嶋病院
㈱ニーズ仙台支社
西山学区町内会連合会
㈱萩野工務店
長谷川建設㈱
東七番丁北辰会
東仙台学区町内会連合会
㈱東日本プラシス
㈱堀越
枡江学区町内会連合会
㈱丸鹿
㈱みぞい
㈲ミドリ企画
㈱宮城テレビ放送
宮城野一丁目親和会
宮城野区社会福祉協議会
宮城野区老人クラブ連合会
宮城野地区更生保護女性会
㈲宮千代設備
妙法産業㈱
㈱明和
守屋木材㈱
㈱楽天野球団
㈲ワタナベ塗装

総会後トークイベント「東北から世界一のボールパークを」

●みやぎの区民協議会総会／5月26日(金)

　“自分たちが住むまちを、地元の資源とそれを活かす知
恵を先人から学び直そう”というのが「地元学」の発想で
す。地域に昔から住む人の話に耳を傾け、当時の生活ぶ
りや季節毎の習慣、言い伝えなどを聞き書きし、写真や図
を添えて分かりやすくまとめる「地元学」。実は、宮城野
区は26年前からこの活動に取り組んでおり、いわば「地
元学」の草分け的存在でもあるのです。
　しかし、せっかくまとめられてきた貴重な財産も、蓄積
だけされて十分に活用されているとは言えず、地域づくり
活動や、文化の形成などには必ずしも繋がってこなかった
というのが現状でした。
　これらの資料を有効活用し、地元の特異性を先人から
学び直すために、平成28年度に地域メディアネットワー
ク検討会が始動しました。現在は、検討会の委員ひとり
ひとりのスキルを活かし、「地域をもっと知る」「知ったこ
とを上手に伝える」ための新たな手法と情報の掘り起しを
進めているところです。
　宮城野区が誕生して間もなく30年。「地元学」発祥の
区として、地域固有の価値をまちづくりにどう活かしてい
くのかが、これから取り組むべき大きなテーマです。

「地域メディアネットワーク検討会」

テーマ「伊達政宗公と宮城野区の地域事情・歴史・文化・風土等」

●シンポジウム／7月11日(火)

●第17回みやぎの区民活動表彰式／7月11日(火)

●第27回納涼名刺交換会／7月11日(火)

ステージ企画や展示・体験のほか復興企画を実施します。

●第29回みやぎの・まつり／10月15日(日)

区民の‘ご縁’づくりを目的に開催される｢みやぎの大縁会｣。今年度は、
｢アンガーマネジメント｣を学びます。イライラ、怒りの感情と上手に付
き合えるようになって、よりよい生活や仕事･人間関係を築きましょう。

●第9回みやぎの大縁会／3月3日（土）

乳幼児を子育て中の母親向けに発行した「ママらいふ手帳」の活用
講座を児童館や市民センターで開催します。

●地域はっぴぃ子育てプロジェクト
　 ／6月22日（金）・7月14日（金）・（10～11月頃）

佐藤  正実委員長

トピックス

　今年の３月、デザインマンホール設置ではじまった楽
天の今シーズン、再び日本一の座を狙いがんばってお
ります。球場のある宮城野区では、区民一丸となって、
真心のこもった応援をしていきたいと思います。
　さて、私たちみやぎの区民協議会も、みやぎの・まつ
りや納涼名刺交換会等の事業により、宮城野区の魅力
を引き続き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93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、引
き続きよろしくお願い申し上げます。

～めざせ 日本一 住みよい区に！～～めざせ 日本一 住みよい区に！～

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

年1回発行

NO.24

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。

この冊子は宮城野区内の約82,000世帯に配布しています。

　東日本大震災の津波により、宮城野区の海岸防災林も大

きな被害を受けました。平成24年度に立ち上げた「木の里

親」は、市民の皆様に苗木を購入・育成していただき、沿岸部

の復旧が進み植樹ができる時期がきたら海岸へ植樹し、自分

たちの手で海岸防災林を再生しようという企画です。

　「みやぎの・まつり」にて苗木やどんぐりなどをご購入いた

だいた金額の一部は、津波の被害を受けた宮城野区内の小

学校・中学校への寄付金としてまいりました。

　５年間で、苗木約１７０本、どんぐりセット約４００セット、

延べ約５７０名の方々からご賛同いただきました。

　今年度より「ふるさとの杜再生プロジェクト」に正式加入し、

その活動の中で、ようやく今年６月３日に宮城野区（新浜・南

蒲生地区）に一部植樹できました。自宅の庭で５年間育てた

松の木を持って植樹に参加された方、また、昨年の「みやぎ

の・まつり」で購入された「どんぐり」から２０ｃｍほどに育っ

た「どんぐりの苗木」を持ってこられ、添え木までご準備いた

だき、参加された方、また、震災からの復興を自分が植えた

海岸防災林を見て忘れぬようという親の願いより、小さなお

子様をお連れになって参加された方など、「木の里親」チーム

で約１００名弱の参加者がありました。

　次の植樹の機会まで、どんぐりセットの販売を続けてまい

ります。引き続き、皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

みやぎの区民協議会 理事 守屋　長光



活 動 報 告

　「災害と風土・熊本地震を契機に改めて考え
るひとり一人の防災・減災」と題し、仙台市危
機管理室防災計画課の福來勝氏、仙台市教育
委員会文化財課の木村浩二氏、わしん倶楽部
代表の田中勢子氏によるパネラー報告とトー
クセッションを実施しました。（7/20実施）

平成28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、参加者が400名を超え盛大に行われ
ました。｢みやぎの雀｣やみちのく仙台ORI☆
姫隊によるステージ、協賛品によるお楽しみ
大抽選会などで賑わいました。
（7/20実施）

第26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
の皆さんでお祝いしました。（7/20実施）

相澤正男さん／阿部あや子さん／
尾形義雄さん／金子岩夫さん／
今野康夫さん／佐々木友子さん／
新藤圭一さん／高橋正樹さん／
槻田濱子さん／花渕皆子さん　

第16回みやぎの区民活動表彰

個人の部

燕沢小学校ブラスバンド部／
東仙台よろこびの会／
福住夏まつり実行委員会

団体の部

会員活動紹介

　仙台市薬剤師会ではここ数年、２つのプロジェクトを中心に活動しています。
　1つは「薬物乱用防止・防煙キャンペーン」です。毎年11月には仙台メディアテー
クで開催し、小学生による「薬物乱用」や「たばこの害」をテーマにしたポスター
コンクールや中高生による合唱や合奏、チアリーディングなどでステージを盛り上
げてもらい、同時に薬物乱用防止に関するブースを多数設け、危険ドラッグや覚
せい剤などの違法薬物について学んでもらっています。また、各区民まつりやPTA
フェスタ等にも参加し、薬物乱用防止啓発活動を強力に実施しています。
　2つ目は「“健康（労働）寿命”延伸アクションプラン」です。これは「うつ・認
知症対応薬局」の育成や「お薬と健康相談会」や「薬草茶によるケアカフェ」な
どの開催を通じて、より多くの薬局が「心と健康情報の発信基地」及び「行政と
市民の中継地点」になるよう推進・展開しているプロジェクトです。
　仙台市薬剤師会宮城野ブロックはこれらの活動を通し、地域と共に生きる地
域薬剤師会として、宮城野区民の皆さまの健康増進に寄与できるよう日々活動し
ています。

地域の皆様が相談しやすい「薬局」をめざして

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

仙台市薬剤師会宮城野ブロック ブロック長 森川　昭正 　自然災害国日本に住む私たちは、いつ・どこで災害に遭遇するかわかりません。ではどう備えたらよいでしょう？
　2009年１月に設立した、「わしん倶楽部」は慶應義塾大学の吉川肇子教授と正解のないといわれる「クロスロード」との出会いによ
り、防災・減災教育も「楽しく学ぶこと」が出来ると、ゲーミングシミュレーションを中心に啓発活動を行っている一般市民団体です。
　「楽しく防災・減災を学ぶツール」は阪神淡路大震災以降数多く開発されています。では、わが宮城野区の市民の皆様と改定・開発
したツールの一部をご紹介しましょう。歌+防災+健康体操を組み合わせた「歩一歩（ほいっぽ）たいそう　ズーズー弁翻訳版」は宮城
野消防婦人防火クラブの総会で「ズーズー弁にしたほうが、親しみがもてる」とのご意見を受け、「五輪町内会　はつらつクラブ」の皆
様とともに翻訳し（歌詞集・ＣＤを作成）・「クロスロード　みちのく版　宮城野編」は東日本大震災の数か月後宮城野区の市民の皆
様、ＳＢＬの皆様（仙台市地域防災リーダー）、宮城野区中央市民センター職員の皆様とともに「被災当時、困ったこと・悩んだこと・
失敗したこと等」実体験をもとに作成しました。
　このほか、わしん倶楽部では「楽しく防災・減災を学ぶ」をコンセプトとし、年齢に合わせて活用できる「ぼうさいカルテットみち
のく版」（生活編―幼児から）（一般編―低学年から）（救命救急編―高学年から）（歴史編―高学年から）・ビンゴゲーム「非常
持ち出し袋を考えよう」などを開発・改定・作成しています。
　今後も、市民の皆様が未来を担う子供たちとともに「楽しく防災・減災を学ぶことが出来るツールの開発・改訂等」のご提案をし
てまいります。何卒、よろしくお願い致します。

防災シンポジウム市民フォーラム（仙台銀行ホール イズミティ21）

「楽しく学ぶ　防災・減災教育」のご提案！「楽しく学ぶ　防災・減災教育」のご提案！ わしん倶楽部　代表　
減災コーディネーター（防災士）  田中　勢子

　伊達政宗公生誕450年の記念にあたり「伊
達政宗公と宮城野区の地域事情・歴史・文化
・風土等」と題し、歴史の視点からは元博物
館館長の佐藤憲一氏、文化の視点からは仙
石町内会長の池田友信氏によるシンポジウム
を実施し、多くの来場者が熱心に耳を傾けて
いました。（7/11実施）

平成29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。協賛企業によるステージでの
スピーチ、みちのく仙台ORI☆姫隊によるパ
フォーマンス、協賛品によるお楽しみ大抽選
会などで賑わいました。
（7/11実施）

第27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
の皆さんでお祝いしました。（7/11実施）

阿部誠一さん／阿部敏子さん／
石川睦美さん／石持亘一さん／
菅野赳夫さん／菊池芳美さん／
木村稔さん／桜澤洋美さん／
庄司米七さん／菅澤幸治さん／
髙橋定喜さん／千葉輝男さん／
山崎榮子さん　

第17回みやぎの区民活動表彰

個人の部

団体の部 つるがや元気会「ほっとカフェつるがや」／
東仙クラブ／
原町松原町内会ふれあいサークル

　乳幼児を育てている母親が抱える不安や
孤立した育児の解消をめざし、楽しく子育て
に取り組めるよう交流を促す事業。平成28年
度は、自分自身を見つめ直す機会となるよう「
ママらいふ手帳講座」、体操や手遊び、手作
りコーナーなどで親子がふれあう「あったかフ
ェスタ2016in鶴ケ谷」を開催しました。
（7/15、7/26、11/18実施）

地域はっぴぃ子育てプロジェクト
　市民団体や区内の高校生による歌や踊りの
発表や、ネコバスやポッポ列車、交通安全やニ
ュースポーツコーナー、バルーン、県内沿岸被災
地による復興市、木の里親などを実施しました。
まつりを通して地域のさまざまな活動に目を向け
るきっかけとなりました。
（10/16実施）

第28回みやぎの・まつり
　分野を越えて区民が集い、懇談する「みや
ぎの大縁会」。今回は「地域で知ろう～足元
からの防災～」をテーマに、防災・減災サポー
トセンターの協力で、地質に関する講話と居
住地域ごとのワークショップにより、地形図
を基にした災害への備えについて理解を深め
ました。（3/5実施）

第8回みやぎの大縁会

薬物乱用防止
キャンペーン（

仙台駅）

お薬と健
康相談会

歩一歩たいそう

薬物乱用防止キャン
ペーン

 in Sendai（仙台メディ
アテーク）

※「歩一歩たいそう（呉市社会福祉協議会開発）」

〔平成28年4月入会〕

第5回楽しく学ぶ防
災･減災教室

（東北電力グリーン
プラザ「アクアホール

」）

ぼうさいダック（原町小学校）

「歌+防災+健康たいそう」
を組み合わせた12種類の
所作を学べます

カードに描かれた、
災害時の初期対応を学ぶ
幼児向け教育

第16回みやぎの区民活動表彰式 第17回みやぎの区民活動表彰式

〔平成29年8月入会〕


