
本校生徒を育ててくれた泉環境まつり 
 

東北生活文化大学高等学校   
吉田 実 

  
本校が泉環境まつりに参加するようになったのは、2006年の10回目からとなりま

す。当時の仙台市泉区中央市民センターの伊藤敏孝先生が、本校の美術コースの
存在と活動に関心をもたれ、美術ならではの何某かの関わりを持てないかとのお誘い
がきっかけでした。 

 
その時期は美術コースの授業で、泉区周辺を中心に語り継がれてきた昔話・民話

に触れる機会があり、蒐集したものを紙芝居にして外部へ発信できないかと模索して
いた時であり、美術部員と生徒たちで「宮城伝承文化研究会」を結成し、環境に係
わる昔話・民話を中心に蒐集活動と紙芝居の制作に取り組んでいきました。その成
果が泉環境まつりの場で活かされることになりました。 

 
その後、紙芝居だけでは物足りぬ思いもあり、美術コース生徒の特徴をより活かし

て、似顔絵描きも始めることとなりました。描き手の生徒がお客様と会話を通じて、そ
の方の特徴を捉えて似顔絵制作にあたるもので、「コミュニケーション・プリクラ（通称
コミプリ）」と名付けました。 

 
さらに、第18回からは、本校全体で取り組んでいるエコキャップ運動（使用済み

ペットボトルキャップを回収し、ポリオワクチンに換える取り組み）の紹介も生徒会を中
心に行いました。 

 
泉環境まつりへの参加は、生徒たちが学習活動だけでない活躍の場を与えられ、

地域に活かされ地域に育てられている事を肌身で感じつつ、大きく成長していったと
確信しています。 

 
20回をもって大団円となったことは本当に残念で、 

同様な取り組みが再開されることを期待しています。 
今まで事務局を担当された泉区中央市民センター 
の皆様や参加団体の皆様に感謝申し上げます。 



 
 
  

子どもたちの笑顔が忘れられません 
泉畳メンバーズ   
二瓶 詔三 

  
「泉環境まつり」が第２０回目で終了となると少々寂しい思いをするのは、私だ

けではないのではないでしょうか。 
 
私ども、泉畳メンバーズ（仙台市泉区内の畳店が参加しているグループ）は、

泉環境フォーラムに混ぜてもらってから、１０年ほどになります。この１０年の間に
は、「泉環境まつり」が突然の風雨に見舞われた時もありましたが、ほとんど好天に
恵まれた時が多かったと思います。 

 
毎年の「泉環境まつり」を楽しみにしていたお客さん、とくに子どもたちがニコニコし

ながら楽しくコースター作りをしている姿を思い出すと、とても残念でなりません。ま
た、私たち畳職人が心を込めて作り上げたミニ畳を購入していただき、お客様に感
謝申し上げます。「本当にありがとうございました。」 
今後、近いうちに何か催し物がありましたら、お声をかけて頂きたいものです。 



リサイクル体験を伝える市民イベントを 
                                       株式会社 泉   

総務部 藤田 悟 
  
当社の出展内容は発泡スチロールのリサイクル体験です。オレンジオイルなどで発

泡スチロールを溶かし減容化するものです。この他、排気ガスの綺麗な天然ガスごみ
収集車や蛍光管のリサイクル品の展示をしたこともありますが、発泡スチロールの減容
化体験、そのリサイクル品展示は一貫して実施しました。 

 
何回か過ぎたあたりで内容を変更したらという意見も出ましたが、環境に関わる当

社の事業内容を、また家庭ごみ収集の委託業者として仙台市のごみ減量・分別方
針をしっかりと伝えたいと考え、続けてきました。 

 
お客様の中には、『去年もこれをして面白かった。』『分別をちゃんとすればリサイクル

し易いんだ。』と言ってくださる方や、『発泡スチロールのリサイクルがよく分かった。』とい
う方も毎年のようにいて、毎回新鮮な気持ちで接することができ、改めて当社の事業
を違った面から見つめ直す機会をいただきました。 

 
このような、市民の方が中心のイベントを20年も続けることができたのは、環境を守

るというその趣意は、年月が経っても何ら廃れるものではないということと、仙台市
（市民センター）の変わらないバックアップの姿勢があったからで、これこそ市民協働
だと思います。 

 
泉環境まつりというイベントはなくなってしまいますが、泉区でまた新しい素晴らしい

イベントが新しい世代の中で始まることと思います。その際は是非またお手伝いさせて
いただきたいと思いますのでお声がけください。 

  



平成22年（2010）泉環境フォーラム 
第15回泉環境まつり 
  ～みんな地球にやさしくなろうよ！～ 
5月29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 
株式会社新興  自由創意クラブ 
「将監沼の自然」とふれあいを育む会 
まちぴかクラブ  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」 
聖和学園短期大学学生会 
仙台市泉環境事業所  七北田小学校百年会 
仙台せっけんを広める会  仙台リバーズネット梅田川 
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 
宮城ケナフの会 泉新エネルギー探検隊 
NPO法人水・環境ネット東北 
天体観測ボランティアうちゅうせん 
宮城県地球温暖化防止活動推進ネットワーク 
泉畳メンバーズ 797fmいずみ（順不同） 

主催：泉環境フォーラム 
共催：仙台市教育委員会 
後援：fmいずみ797 河北新報社 

2月6日  臨時総会及び環境講演会（仙台市職員研修所） 
         講演会：「泉環境フォーラム2010」 ECO ACTION 
11月21日 環境シンポイウム（のびすく泉中央ホール） 
        講演：受け継ぎ、広めたい日本の護美文化 

来場者：3483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23年（2011） 
泉環境まつり 
東日本大震災のため、中止 
「泉環境フォーラム」と連携し、泉区役所前市民広場を会場に、6月4
日開催で準備していたが、震災で中止した。  
 
地域に「エコなまちづくり」を定着させるため、次年度のまつり開催に向け
て、環境問題に取組む市民団体・企業・学校・行政機関で組織する
「泉環境フォーラム」の運営を支援した。  

（泉区中央市民センター） 
 
定例会 
 6月23日、8月3日、10月20日、1月25日、2月22日、3月14日  

（参照：仙台市中央市民センター「事業概要」より抜粋）  

  環境フォーラム会議の様子  

聖和短大 よさこい  



平成24年（2012）泉環境フォーラム 
第16回泉環境まつり 
～みんな地球にやさしくなろうよ！～ 
6月2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  泉新エネルギー探検隊 
泉畳メンバーズ ガールスカウト宮城第21団 
自由創意クラブ  株式会社新興  SEMサークル 
NPO法人コスモス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 
聖和学園短期大学学生会 
仙台市泉環境事業所  仙台せっけんを広める会  
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 
託児ボランティアちゅうりっぷ 
社会福祉法人チャレンジドらいふ「すてぃじ仙台」 
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 
NPO法人水・環境ネット東北  宮城ケナフの会 
宮城県地球温暖化防止活動推進ネットワーク 
七北田小学校百年会  おはながかり（順不同） 

主催：泉環境フォーラム 
共催：仙台市 
後援：fmいずみ797 河北新報社 
助成：セブン・イレブンみどりの基金 

来場者：2342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） 
• 授産製品の販売 
• スタンプラリー  抽選会 

11月10日  環境サイエンスカフェ（泉区中央市民センター） 
        講演：「原発事故と放射性物質の拡散について」 



平成25年（2013）泉環境フォーラム 
第17回泉環境まつり 
  ～みんな地球にやさしくなろうよ！～ 
6月1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  泉新エネルギー探検隊 
仙台おもちゃ病院エコ 
ガールスカウト宮城第21団 
NPO法人コスモスクラブすまいる作業所 
泉畳メンバーズ  自由創意クラブ 
「将監沼の自然」とふれあいを育む会 
株式会社新興  宮城ケナフの会 
聖和学園短期大学学生会 
仙台市泉環境事業所 
NPO法人せんだい杜の子ども劇場 
仙台リバーズネット梅田川 
託児ボランティアちゅうりっぷ 
社会福祉法人チャレンジドらいふ「すてぃじ仙台」 
天体観測ボランティアうちゅうせん 
七北田小学校百年会 
学校法人三島学園東北生活文化大学高等学校 
NPO法人水・環境ネット東北 
東日本大震災圏域創生NPOセンター （順不同） 
 

主催：泉環境フォーラム 
共催：仙台市 
後援：fmいずみ797 河北新報社 

来場者：2832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 
• 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） 
• 授産製品の販売 
• スタンプラリー  抽選会 

7月26日 夏休み子ども環境教室(仙台リバーズネット梅田川) 
 8月 2日 夏休み子ども環境教室（自由創意クラブ） 
 8月 9日 夏休み子ども環境教室（泉畳メンバーズ） 
10月26日  サイエンスカフェ（泉区中央市民センター） 
       講演：「近年の異常気象ー東北地方の気候の変化」 
 



平成26年（2014）泉環境フォーラム 
第18回泉環境まつり 
  ～みんな地球にやさしくなろうよ！～ 
5月31日（土）10:00~15:00 
泉区民広場（泉区役所前） 

参加団体 
天体観測ボランティアうちゅうせん 
株式会社泉 
NPO法人せんだい杜の子ども劇場 
聖和学園短期大学学生会 
七北田小学校百年会 
NPO法人水・環境ネット東北 
「将監沼の自然」とふれあいを育む会 
自由創意クラブ  泉畳メンバーズ 
NPO法人コスモス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」 
学校法人三島学園東北生活文化大学高等学校 
仙台おもちゃ病院エコ 
ガールスカウト宮城第21団 
東日本大震災圏域創生NPOセンター 
仙台市泉環境事業所 
泉新エネルギー探検隊  宮城ケナフの会 
株式会社日本環境総合企画 （順不同） 
 

主催：泉環境フォーラム 
     仙台市 
後援：fmいずみ797 河北新報社 

来場者：2180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 
• 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） 
• 授産製品の販売 
• スタンプラリー  抽選会 

7月26日 夏休み子ども環境教室（すまいる作業所） 
8月 2日  夏休み子ども環境教室（仙台おもちゃ病院エコ） 



平成27年（2015）泉環境フォーラム 
第19回泉環境まつり 
  環境のこと、エコのこと、もっと知ろう、学ぼう、体験しよう。 
5月30日（土）10:00~15:00 
泉区民広場（泉区役所前） 

参加団体 
泉新エネルギー探検隊 
株式会社泉  泉畳メンバーズ 
ガールスカウト宮城第21団 
NPO法人コスモス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 
株式会社日本環境総合企画 
聖和学園短期大学学生会 
NPO法人せんだい杜の子ども劇場 
託児ボランティアちゅうりっぷ 
社会福祉法人チャレンジドらいふ「すてぃじ仙台」 
七北田小学校百年会 
学校法人三島学園東北生活文化大学高等学校 
NPO法人水・環境ネット東北 
東日本大震災圏域創生NPOセンター 
泉区ジュニアリーダー連絡会 
仙台市泉環境事業所 
仙台おもちゃ病院エコ（順不同） 

主催：泉環境フォーラム 
     仙台市 

来場者：2294人 

• リサイクル体験コーナー 
• 川や水に関する学習コーナー 
• 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） 
• 授産製品の販売 
• スタンプラリー  抽選会 



平成28年（2016）泉環境フォーラム 
第20回泉環境まつり 
 The 20th Anniversary~ 20年分の感謝をこめて  
6月25日（土）10:00~15:00 
泉区中央市民センター 

参加団体 
株式会社新興  株式会社泉 
株式会社仙台リサイクルセンター 
NPO法人せんだい杜の子ども劇場 
Social Academy 寺子屋 
NPO法人コスモス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」 
学校法人三島学園東北生活文化大学高等学校 
聖和学園短期大学学生会 
仙台市泉環境事業所 
仙台リバーズネット梅田川 
雨水ネットワーク東北 
「将監沼の自然」とふれあいを育む会 
七北田小学校百年会 
泉畳メンバーズ  泉新エネルギー探検隊 
泉区ジュニアリーダー連絡会（順不同） 

主催：泉環境フォーラム 
     仙台市 
後援：fmいずみ797 J:COM仙台キャベツ 
特別協賛：仙台キリンビバレッジサービス(株) 

来場者：1360人 

• リサイクル体験コーナー 
• 川や水に関する学習コーナー 
• 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） 
• 授産製品の販売 
• スタンプラリー  抽選会 


