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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 



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 



泉環境まつりの思い出 

過去のアンケートから参加者の声をそのまま掲載しています。 

にぎやかに環境につ
いて学べて良いと思
います。 

毎年楽しみにしてい
ます。今年も楽しく
学ぶことができまし
た。 

エコについて考える
きっかけになりまし
た。 

お金がかからない
のに、もしかした
らふつうのお祭り
より楽しかったか
もしれない。 

環境の意識高揚
にすごく有意義。
これからも続け
てほしい。 

意義のある祭り
です。頑張って
ください。 

子どもたちが楽し
めることがいっぱ
いあり、良かった。 

すごく楽しい、
また来たいです。 

仙台で最も身近に
感じる活気に満ち
若さあふれる未来
を感じる素敵なと
ころです。 

子どもといっしょ
に楽しめて、ゴミ
分別もできてよ
かった。 

地域一体、環境
についてのまつ
り最高！ 

孫を連れてくれ
ばよかったなぁ。 

写真は第２０回泉環境まつりの模様です。 



出会いの場「泉環境まつり」 
 

NPO法人せんだい杜の子ども劇場   
代表理事 斎藤 純子 

  
まずは、沢山の出会いに感謝です！ 

様々な感覚で「環境」を捉え集まった泉区内の諸団体・サークルが、20年という時間の中で段々

と顔が見える関係になっていきました。 
 
環境まつりは年に1回のイベントですが、テントが立ち並び、各団体やサークルが日頃の環境活動

を区民に紹介したり、ちょっとした体験を通して環境への関心を高める機会となっていきました。 
 
何気なく立ち寄っただけで環境体験が出来る「場所」が、仙台市内に行かずとも区内で出来たの

です。この機会を作ったのが泉区中央市民センターで、その着眼点はすごく、ニーズに沿ったタイム

リーなことでした。 
 
センター独自の事業として始まったとのことですが、この事業が年月を掛けて市民と行政が思いを

共有して積み重ねてきた「市民協働」事業へと発展していったと参加団体は自負してきました。 
 
今でこそ行政と市民が協働する事業は数多くありますが、泉環境フォーラムはその草分け＆先駆

的なものであり、20年の積み重ねが加わったのだから、この事業に参画できた市民側は誇りを感じ、

そしてやり甲斐を感じてきました。薄暑の環境まつりだけでなく、大雪の中、フォーラムを開いたこともあ

りました。懇親会で熱く互いの思いを語り合いました等々、この原稿を書いている内に、様々なことが

脳裏を駆け巡ってきました。 
  
泉環境フォーラムの終わりに際し、市民協働について悩みました。考えさせられました。市民側だ

けが協働と意識していたのか･･･。本当に役割が終わった･･･のか。市民側も行政を理解していたの

か･･･。 
 
仙台市が目指してきた市民協働について、これまで一緒に参画してきた環境フォーラムのメンバー

と共に、市民協働を更に推進していけるよう新たな歩を積み重ねていきたいと思います。出会いが

あってこそ思いを共有できる！このことを信じて、新たな出会いを楽しみに、次の段階の市民協働を

目指し、皆で繫がっていきましょう。 
  
最後になりましたが、出会いの場を作って頂き、共に歩んできた泉区中央市民センター様へ心より

感謝を申し上げ、結びの言葉と致します。 



泉環境フォーラムに寄せて 
 

特定非営利法人水･環境ネット東北  
代表理事 新川達郎 

 
 NPO法人水・環境ネット東北は、主に東北地方における川・水環境をテーマに活動している個

人や団体の交流とネットワークづくりを行っている団体です。事務局は青葉区にありますが、縁あっ
て泉環境まつりに参加していました。 
 
 気がつけば10年以上もご一緒させていただいておりました。振り返ると環境パネル展示や、七北
田川の生きもの紹介、震災後の再生可能エネルギーによる被災地支援活動の紹介、雨水をた
める天水桶の展示など、様々なテーマでブース出展をしてきたのだなぁと感慨深いものがあります。 
 
 市民センターと市民団体の協働によるこのようなイベントが20年も開催されてきたというのは、本
当にすごいことだと思います。これまでかかわってこられた皆様のご尽力に深く敬意を表しますととも
に、私たちを仲間に入れていただいたことに感謝申し上げます。 
 また、これまで毎年泉環境まつりに足を運んでいただいた多くの参加者の方々にもお礼を申し上
げたいと思います。運営に当たった皆様だけではなく、市民各位が参加されて成り立っていたのがこ

の環境まつりだったからです。 
 
さて今回、この泉環境まつりが資金面や事務局業務の辞退で終わってしまうのは大変残念なこ

とでした。何のための協働なのか、誰のための協働なのか、市民の役割や行政の役割は何か等々、
今一度、仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例とそれに基づく協働まちづくり推進プラン
に沿って確認することが必要であると考えます。 

 
泉環境まつりがなくなるというのは大変残念ですが、市民協働の活動としてこれまで成長してこら

れたこと、そしてそこで蓄積されてきたことは貴重な財産だと思います。 
泉環境まつりは、泉中央市民センターと市民団体が協働して作り上げてきました。そこには、行

政の側にも市民の側にも多くの学びがあったかと思います。 
 
この記録をまとめるという作業は、その協働の本質を改めて振り返るよい機会だと思います。それ

によって、協働を必要とする目的の共有、相互の理解、特に相手方の立場への理解、それぞれの
役割分担と責任を明確にすること、成果を具体的に出していくこと、活動の透明性や公開性を確
保することなど、協働の条件とも言うべきものが改めて見えてくると思いますし、反省や次へのステッ
プも開けてくるのではないかと思います。 
加えて、環境問題についていえば、気候変動もあって地球規模でしかもそれぞれの地域におい

てさまざまな問題が多発しつつあります。環境問題の解決には、法的な規制や経済的動機付け
なども有効ですが、何よりも一人ひとりの意識と行動が大切だといわれており、啓発や学習が重視
されています。 

 
泉環境まつりの役割はこうした環境問題への貴重な学習機会として、楽しみながら気づいていく

ことができる、そうした場を提供し続けてきた点にあると思います。そして、こうした場を作り上げると
きに、実は、行政だけであるいは一市民団体だけで実現しようとしても、資源不足、知識技術不

足、ネットワーク不足などに直面します。それを乗り越える方法が協働なのです。 
 
泉環境まつりにかかわった皆様方が、この貴重な経験をさらに将来の発展に向けて活かしていっ

て下さることを期待しています。私たち水・環境ネット東北も、皆様方とともにさらに進んでいければ
と思っています。 



編集後記  
 平成29年2月に開催した「臨時総会」の場で提案した「この23年の環境保全事

業の歴史を記録し後世に引き継ぐべきではないのか！」で組織した記録実行委員

会。 

 

 メンバーは、「泉環境フォーラム」の役員3名と参加団体の自主的参加者3名。業

務を抱えながらの編集会議は、都合10回にわたる夜の会合を経て、提案した編集

内容を見直し、「せんだい杜の子ども劇場」さんで丁寧に遺して頂いていた資料を紐

解き、過去の記録の事実を軸に紙面割りをし解説などを加えないで淡々と記録する

ことに徹した。 

 

 実行委員、とりわけ、紙面構成から文書作成までを担って頂いた米本正広さんと

吉澤みはるさんには、あらためて感謝申し上げたい。 

 

 事実上「6月3日の《泉環境フォーラム回顧展》」が団体最後の事業になるが、多く

のみなさんにご来場頂き、共にこの歴史の記録を共有して頂きたい、と切に願うもの

である。 

                                           平成29年5月吉日 

 

泉環境フォーラム記録実行委員会 

実行委員長  髙橋 信行   

記録作成に携わった人たち 
 
髙橋信行 高橋節子 堀内朱美 吉澤みはる 米本正広    
 
斎藤純子 新川達郎 吉田実 藤田悟 二瓶詔三    



 
子どもたちが笑顔で心豊かに！ 

 

NPO法人せんだい杜の子ども劇場 
 

代表理事 斎藤純子 

 

〒981-3133 仙台市泉区泉中央4-17-1 

TEL. （022）375-3548 

 
本気で遊ぶ、本気で学ぶ、本気で傍楽く 

 

Social Academy 寺子屋 
 

代表 髙橋信行 
 

〒986－0873 石巻市山下町2-2-48  

太陽ビル1号館2階  
TEL. (0225)22-4804 

 
豊かな自然と平和な世界を！ 

 

「将監沼の自然」とふれあいを育む会 
 

会長 奈須野隆宏 

 
〒981-3132 仙台市泉区将監7丁目2-6 

事務局 090-7078-3178 

 
自然・水・ひと・人・地域 

 

NPO法人 水・環境ネット東北 
 

代表理事 新川達郎 

 
〒980-0014 仙台市青葉区本町2-14-26  

保坂ビル30 

TEL. 090-2979-5755 

 
国産大豆100%手作り豆腐 

 

すまいる作業所 
 

施設長 佐藤和則 

 
〒981-8001 仙台市泉区南光台東3-11-35 

TEL.FAX (022)773-8610 

 
快適環境のお手伝い 

 

株式会社 泉 
 

代表取締役 若生武志 

 
〒981-3217 仙台市泉区実沢清水田78 

TEL.(022)376-4753 

 
励み  謹み  慈み 

 

東北生活文化大学高等学校 

 
校長   佐藤富夫 

 
〒981-8585 仙台市泉区虹の丘1-18-2 

TEL.(022)272-7511（代表） 

 
「地域の未来を、共に創る」 

 

東北生活文化大学・短期大学部 
 

学校法人三島学園 

 
〒981-8585 仙台市泉区虹の丘1-18-2 

TEL.(022)272-7511（代表） 




