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みんな地球にやさしくなろうよ！ 
 

「将監沼の自然」とふれあいを育む会  事務局長 
泉環境フォーラム  代表 高橋 節子 

 
 泉区の皆さんに親しみ参加いただいた「泉環境まつり」が、昨年の第20回開催を持って終了
となりました。自治体の働きかけで始まった事業でしたので残念でしたが、役目は十分果たした
のではとの判断のようです～時代の流れでしょうか。 
 
 思い起こしますと、私たち「将監沼の自然」とふれあいを育む会も、地域にある仙台市の将監
風致公園の整備が行き届かず荒れ放題で小・中学校では危険区域に指定され、入れない
状況にありました。 
 公園の再生と地域のコミﾕニケーションを深め、子どもたちに「ふるさと」と「憩いの場」を残そうと
平成16年に会を立ち上げ、行政と連携を図らせていただきながら地域の皆さまとともに協働事
業として推進、公園は見違えるように再生されました。桜の名所にもなっていますが、高齢化が
進み今後いかに持続していくかが大きな課題です。 
  
 環境問題に取り組み始めた私たちが初めて「泉環境まつり」に参加したのは地元の将監市
民センターからの依頼がきっかけでした。 
 平成9年、各市民センターを統括する泉中央市民センターが事務局を担うことになり、その
後、平成20年参加団体による自主的運営が求められ「泉環境まつり実行委員会」を立ち上
げました。 
 さらに実行委員会は「泉環境フォーラム」と名称を変え「みんな地球にやさしくなろうよ！」を
テーマに、環境に配慮した暮らしの実践・環境学習を取り入れた市民主体のお祭りとして開催
することになりました。 
 
 泉区中央市民センターのご支援を頂きながら、地域で地道に活動されている市民団体、企
業、教育機関の皆さんと「泉環境まつり」を20回まで開催させていただくことが出来ました。立ち
上げから頑張って下さり、現在はご高齢により参加されていない諸先輩にも心より御礼と感謝
を申し上げたいと思います。 
 
 今、地球の温暖化による気候の変動で起きている自然破壊の恐怖、汚染問題、又、地球
上には貧困で苦しんでいる多くの子どもたちがいます。 
 東日本大震災を経験した私たちは震災を風化させることなく、身近な自然・物を大切にする
心、人と人がお互いを尊重し、寄り添い認め合う心の大切さを次代を担う子どもたちと真摯に
語っていくことも環境問題に繋がって行くことと思います。 
 
 今回の記録誌作成が今後、こうした諸問題解決の為に行われる活動の一助になればと願っ
ております。ご苦労頂いた全ての皆様に感謝致します。  
 
 



「泉環境フォーラム」23年間の協働の歴史を遺したい！ 
 

Social Academy 寺子屋  代表 
泉環境フォーラム記録実行委員会 

実行委員長  髙橋 信行 
 

平成2年度より開催された≪仙台市環境保全事業≫は、平成7年度より仙台市泉区のテーマ
「泉の水と緑」を考慮し、『ふるさといずみ学』として泉区の各市民センターが事業展開を図り、平成
9年度から泉区中央市民センターが事務局となり≪泉区環境保全事業≫として開催してきた。 

 
平成14年度からは『泉環境まつり』と事業タイトルを改名し、「市民協働」をキーワードに、自治

体・市民団体・企業・教育機関などの連携事業として20余年も活動してきた。 
 

平成23年の東日本大震災の年には開催を断念したもののその活動は仙台でも唯一ともいえる
《環境保全事業としての連携・協働の歴史》を引き継ぎ、毎年恒例の事業として市民に「地球環
境の大切さ」を《まつり》という形でソフトに訴え、文化的な祭典としての役割も担ってきた。 

 
そして、平成22年、この活動は「泉環境フォーラム」と名称を変え、自治体と市民団体・企業・

教育機関とが地球環境保全啓発事業を担う協働事業として平成28年まで脈々と継続されてき
た。 

 
 しかし時代はこの自治体・市民協働事業を後押しできず、平成28年度の『泉環境まつり』を総
括した後、泉区中央市民センターが事務局を降板する状況になり、20余年の連携・協働事業の
歴史に幕を下ろすことになった。 
 
 そこで、この長い歴史を事実のみで後世に遺すことによりこの活動に関わって頂いた多くの諸先輩
に敬意を表し、さらに記録として遺すことにより来訪者・賛同者・参加団体の皆様と情報共有する
ことにして最期を締めくくることにした。 
 
この記録誌が、今後の連携・協働事業に取り組もうとする方々の連携・協働の参考事例として

役立ち、今後、市民団体・企業・教育機関・自治体による広義の協働事業が市民活動による自
主的参画活動として引き継がれ、また新しく生まれるコトを期待したい。 

(前 東日本大震災圏域創生NPOセンター代表)  

                    第20回泉環境まつり  
泉区役所東庁舎に垂れ幕          



泉環境まつり 

泉区中央市民センターの沿革 
 
昭和22 年9 月，七北田中学校内に七北田公民館として開設され，昭和43 年7 月に

は市名坂字東裏の現在地に移転し，今日まで泉区の生涯学習の拠点として，その
役割を担ってきている。 
平成16 年1 月，施設の老朽化と機能拡充の必要性から改築され新館としてオープ
ンした。 
当地域は従来の歴史的・文化的要素が残されている七北田地区と仙台市の副都心
として急速に発展した泉中央周辺の都市化との混在する地域であり，住民を取り
巻く学習環境は大きく変化しつつある。このような状況の中，現代社会に対応し
た生涯学習事業の展開を図るため，市民センターとしての機能がますます重要に
なってきている。 

（参照：仙台市中央市民センター「事業概要」より抜粋） 

 

平成19年 泉区中央市民センター「その他特色ある事業」 
＜泉環境まつり＞ 
ねらい 人と環境とのかかわりについて理解を深め，一人ひとりが身近な環境保全
についての意識が高まるような学習を推進する。 
対 象 一般市民 
回数・延人数 1 回･2,200 人 
概 要 泉区内の市民センター受講生やサークル団体などが，環境について学んだ成
果を発表する場として，平成2 年からスタート。平成19 年度は，6 月9 日に泉区役

所前区民広場を会場に開催。参加団体による学習・展示コーナーや体験コーナーの
ほか，ステージ発表，スタンプラリーを行ない，来場者の学習の場となるとともに，
団体間の交流の場ともなった。 
 

 人としての環境との関わりにおいてその理解と認識
を深め，責任ある行動がとれるよう人々の学習を推進
することを狙いとして平成2 年から実施。 
 平成7 年度には「泉の水と緑」の泉区のテーマを考
慮し展開し，平成14年度に環境まつりと改名する。 
 また，平成16 年度に「市民協働」をキーワードに

市民と共に築く「環境まつり」として，市民参画型事
業の企画運営の推進を目指す。 
 



平成17年（2005）泉区環境保全事業（仙台市） 
第10回泉環境まつり～ふるさといずみ学X～ 
7月2日（土）10:00~15:00  
泉区民広場（泉区役所前） 
 

参加団体 
七北田川の水質を守る会  SEMサークル 
泉ヶ岳の自然と七北田川の清流を守る会 
宮城ケナフの会  仙台せっけんを広める会 
せんだい『地球村』  ACT53仙台 
天体観測ボランティアうちゅうせん 
託児ボランティアちゅうりっぷ 
「将監沼の自然」とふれあいを育む会 
聖和学園短期大学学生会 
手作り楽器同好会  亀楽会 
ふれあい福祉作業所  日本タオル人形の会 
すまいる作業所  仙台リバーズネット梅田川 
カムリ川めだかの学校  日本ネイチャーゲーム協会 
せんだい杜の子ども劇場21 
仙台市泉食生活改善推進委員会 
オリジナル再生紙絵画グループ青空 
社会福祉法人チャレンジドらいふ「すてぃじ仙台」 
社会福祉法人太陽の丘福祉会「仙台ローズガーデン」 
ドコモショップ泉中央店  仙台市泉環境事業所 
東北緑化環境保全株式会社（順不同） 

主催：泉区環境保全事業実行委員会 
     泉区市民センター13館 
協力：東北緑化環境保全株式会社 
      FMいずみ 
      ドコモショップ泉中央店 

来場者：スタンプラリー交換 225人 

• リサイクル体験コーナー 
• 天体観測コーナー 
• 川や水に関する学習コーナー 
• せっけんづくりコーナー 
• 環境ワークショップ 
• 工作コーナー 
• パネル展示 
• アトラクション（ステージ発表） 
• 地場野菜・生花・授産製品の販売 
• スタンプラリー 



平成18年（2006）泉区環境保全事業（仙台市） 
第11回泉環境まつり～ふるさといずみ学Ⅺ～ 
7月15日（土）10:00~15:00 
泉区民広場（泉区役所前） 

参加団体 
泉ヶ岳の自然と七北田川の清流を守る会 
SEMサークル  宮城ケナフの会 
天体観測ボランティアうちゅうせん 
託児ボランティアちゅうりっぷ 
「将監沼の自然」とふれあいを育む会 
仙台せっけんを広める会  日本タオル人形の会 
自由創意クラブ  エコ倶楽部  手作り楽器同好会  
高森中学校PTA ふれあい福祉作業所  
聖和学園短期大学学生会 
すまいる作業所  仙台リバーズネット梅田川 
NPO法人せんだい杜の子ども劇場 
オリジナル再生紙絵画グループ青空 
長命館公園サポーターズクラブ 
仙台市泉環境事業所 
東北緑化環境保全株式会社 
株式会社新興  泉清掃協業組合 
社会福祉法人太陽の丘福祉会「仙台ローズガーデン」 
社会福祉法人チャレンジドらいふ「すてぃじ仙台」 
（順不同） 
 

主催：泉区環境保全事業実行委員会 
協力：東北緑化環境保全株式会社 
          fmいずみ797 泉清掃協業組合 
          株式会社新興 ガールスカウト宮城第21団 

来場者：スタンプラリー交換 500人 

• リサイクル体験コーナー 
• 天体観測コーナー 
• 川や水に関する学習コーナー 
• せっけんづくりコーナー 
• 環境ワークショップ 
• 工作コーナー 
• パネル展示 
• アトラクション（ステージ発表） 
• 地場野菜・生花・授産製品の販売 
• スタンプラリー   



平成19年（2007）泉区環境保全事業（仙台市） 
第12回泉環境まつり～ふるさといずみ学Ⅶ～ 
6月9日（土）10:00~15:00 
泉区民広場（泉区役所前） 

参加団体 
泉ヶ岳の自然と七北田川の清流を守る会 
SEMサークル  宮城ケナフの会 
天体観測ボランティアうちゅうせん 
託児ボランティアちゅうりっぷ 
「将監沼の自然」とふれあいを育む会 
仙台せっけんを広める会  自由創意クラブ 
聖和学園短期大学学生会 
社会福祉法人太陽の丘福祉会「仙台ローズガーデン」 
社会福祉法人チャレンジドらいふ「すてぃじ仙台」 
高森中学校PTA  ふれあい福祉作業所 
日本タオル人形の会  すまいる作業所 
仙台リバーズネット梅田川 
NPO法人せんだい杜の子ども劇場 
仙台市泉環境事業所 
株式会社新興  泉清掃協業組合 
せんだい・市民の森を創る会 
仙台花と緑の会  里山ねっと赤坂 
学校法人三島学園東北生活文化大学高等学校 
株式会社エヌ・エフ・ジー（順不同） 
 

主催：泉区環境保全事業実行委員会 
協力：fmいずみ797 泉清掃協業組合 
          株式会社新興 株式会社エヌ・エフ・ジー 
          ガールスカウト宮城第21団 
 

• リサイクル体験コーナー 
• 天体観測コーナー 
• 川や水に関する学習コーナー 
• せっけんづくりコーナー 
• 環境ワークショップ 
• 工作コーナー 
• パネル展示 
• アトラクション（ステージ発表） 
• 地場野菜・生花・授産製品の販売 
• スタンプラリー 

来場者：2200人 



平成20年（2008）泉環境まつり実行委員会 
第13回泉環境まつり 
  ～みんな地球にやさしくなろうよ！～ 
6月7日（土）10:00~15:00 
泉区民広場（泉区役所前） 

参加団体 
泉ヶ岳の自然と七北田川の清流を守る会 
泉清掃協業組合  SEMサークル 
NPO法人せんだい杜の子ども劇場 
ガールスカウト宮城第21団 
株式会社エヌ・エフ・ジー  株式会社新興 
自由創意クラブ  すまいる作業所 
「将監沼の自然」とふれあいを育む会 
社会福祉法人チャレンジドらいふ「すてぃじ仙台」 
聖和学園短期大学学生会 
せんだい・市民の森を創る会 
仙台市泉環境事業所  高森中学校PTA 
仙台せっけんを広める会  日本タオル人形の会 
仙台リバーズネット梅田川  宮城ケナフの会 
社会福祉法人太陽の丘福祉会「仙台ローズガーデン」 
託児ボランティアちゅうりっぷ 
学校法人三島学園東北生活文化大学高等学校 
仙台市ガス局泉営業所  EPO TOHOKU 
NPO法人水・環境ネット東北（順不同） 

ホームページ 
http://izumi.me.land.to/index.htm 

主催：泉環境まつり実行委員会 
後援：仙台市 ｆｍいずみ797 

来場者：2162人 

• リサイクル体験コーナー 
• 天体観測コーナー 
• 川や水に関する学習コーナー 
• せっけんづくりコーナー 
• 環境ワークショップ 
• 工作コーナー 
• パネル展示 
• アトラクション（ステージ発表） 
• 地場野菜・生花・授産製品の販売 
• スタンプラリー  抽選会 

平成21年2月21日  広報でゴー！「ブログを活用してみよう」 
                （東北生活文化大学高等学校） 
       



平成21年（2009）泉環境まつり実行委員会 
第14回泉環境まつり 
  ～みんな地球にやさしくなろうよ！～ 
6月6日（土）10:00~15:00 
泉区民広場（泉区役所前） 

参加団体 
泉ヶ岳の自然と七北田川の清流を守る会 
泉清掃協業組合  SEMサークル 
株式会社エヌ・エフ・ジー  宮城ケナフの会 
NPO法人せんだい杜の子ども劇場 
ガールスカウト宮城第21団  株式会社新興 
社会福祉法人太陽の丘福祉会「仙台ローズガーデン」 
仙台市ガス局泉営業所  仙台市泉環境事業所 
宮城県地球温暖化防止活動推進委員 
天体観測ボランティアうちゅうせん 
学校法人三島学園東北生活文化大学高等学校 
「将監沼の自然」とふれあいを育む会 
仙台リバーズネット梅田川  仙台せっけんを広める会 
東北環境パートナーシップオフィス 
自由創意クラブ  すまいる作業所 
社会福祉法人チャレンジドらいふ「すてぃじ仙台」 
NPO法人水・環境ネット東北 
聖和学園短期大学学生会 
託児ボランティアちゅうりっぷ（順不同） 

主催：泉環境まつり実行委員会 
共催：仙台市教育委員会 
後援：環境省東北地方環境事務所  
      fmいずみ797 

10月24日  広報講座「パネルに使う写真を撮ろう」 
（せんだいメディアテーク） 

11月 7日 広報講座「コンピュータを活用した広報」 
（せんだいメディアテーク） 

11月25日  広報講座「パネルをつくろう」 
（宮城県保健環境センター） 

来場者：雨天のため人数カウント不可 

• リサイクル体験コーナー 
• 天体観測コーナー 
• 川や水に関する学習コーナー 
• せっけんづくりコーナー 
• 環境ワークショップ 
• 工作コーナー 
• パネル展示 
• アトラクション（ステージ発表） 
• 地場野菜・生花・授産製品の販売 
• スタンプラリー  抽選会 


