
太白造園クラブ

秋保の伝統芸能

　本会は、地域が抱える課題の解決や魅力あるまちづくりを推進するために、区民と区との協働に
より、さまざまな事業を企画・実施しています。昔から受け継がれてきた歴史・文化と、開発が進
む副都心とが調和した太白区の魅力あふれるまちづくりをこれからも行ってまいります。

　高度経済成長期以降の都市部への人口流出や核家族化、
地域コミュニティーの希薄化は、自然の恵みへの感謝や悪
霊を払う願いを表現した文化として地域に根付いていた民
俗芸能の衰退をもたらしました。そのような時代を経なが
らも、秋保地域には今なお6つの民俗芸能が伝承されてい
ます。県指定文化財の「滝原の顕拝（けんばい）」、市指定文
化財の「馬場愛宕神社神楽」、市登録文化財の「秋保神社神
楽」、そして「馬場の田植踊」、「長袋の田植踊」、「湯元の田植
踊」です。
　中でも「馬場」「長袋」「湯元」の田植踊は、総称「秋保の田植

踊」として国指定重要文
化財とされており、平
成21年にはユネスコ無
形文化遺産に登録され、
国際的にもその文化的
重要性が認められてい
ます。これらは秋保の
人々が保ち続けてきた
固有文化への強い情熱

が血脈として受け継がれてきた
証と言えます。
　そのような秋保地域において
も、後継者や活動資金の不足、
民俗芸能の伝承に対する理解や意欲の低下などが顕著にな
りつつあります。そうした現状へ一石を投じる試みとして、
6つの民俗芸能が初めて一堂に会し芸を披露する『あきうの
風―湯の里民俗芸能大会』が2月に開催されました。これは、
個々の保存会が独自に行ってきた活動をより包括的なもの
とし、保存継承の気運を高めると共に芸の向上に取り組み、
秋保の文化を内外に積極的に発信していこうという趣旨で
開催されました。1,200人以上の来場者を迎え、秋保の地域
力の高さを改めて再認識するに十分な機会となるなど、大
きな成功を収めたところです。すでに2年後の第2回大会の
開催に向け実行委員会も立ち上がっており、これまでの「守
り」から「攻め」の保存継承にシフトを変えつつ、秋保の力を
結集して取り組んでいます。今後の秋保の民俗芸能にぜひ
ご注目ください。

（あきうの風実行委員会　委員長　岡崎 正行）

区内で様々なまちづくりに関する活動を5年以上継続的に実践し、その成果が顕著である方を5月31日に表彰しました。

　区内の自然、史跡、名所等を紹介する冊子「ディスカバーたいはく」・地域住民による
手作りの地域誌「まち物語」を太白区役所4階まちづくり推進課で販売しています。
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平成28年度　まちづくり活動賞表彰受賞者

秋保の田植踊

町内の清掃活動のほか、空き地に花壇を設けるなど、町内の
美化活動に取り組んでいます。

●釼持 忠信

坪沼地区の「蛍と平家琵琶の夕べ」において長年にわたり平
家琵琶の演奏活動を行われました。（9月30日ご逝去）

●後藤 光樹

仙台の歴史等に関する資料を展示した私設博物館「仙臺庫」
を開設し、地域住民に開放しています。

●髙橋 俊秋

生出地区をフィールドとして地域文化の発信や地域の魅力
の掘り起こしに取り組んでいます。

●渡邊 忠彦
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予約は八木山市民センター
☎ 022-228 -1190
で受付けています。

 （有）相原園芸 （有）井上造園土木
 （有）阿部造園 （株）岩沼造園土木
 （株）植耕 古積造園土木（株）
 （有）五葉園 進藤造園土木（株）
 （株）芝玄 （株）富田園
 （有）八幡園 （株）横森造園

住みよい地域づくりのため、活動しています
みなさんもご協力ください

ディスカバーたいはく 「生出物語」「山田・鈎取まち物語」
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特 集

太白区

太白区内連合町内会
向山地区連合町内会 八木山連合町内会 八木山南連合町内会
長町地区町内会連合会 郡山地区連合町内会 八本松連合町内会
鹿野地区連合町内会 緑ケ丘地区連合町内会 西多賀地区町内会連合会
富沢地区町内会連合会 山田鈎取地域町内会連合会 太白地域町内会連合会
人来田学区連合町内会 泉崎地区町内会連合会 生出学区連合町内会
茂庭台学区町内会連合会 中田地区町内会連合会 中田西部町内会連合会
東中田町内会連合会 中田中部町内会連合会 秋保小学区連合町内会
馬場連合町内会 湯元地区連合町内会

太白区の史跡・遺跡マップ
3巻/1部 500円 1巻 1,200円1部 100円

団体の部

西多賀地域の歴史や文化などを広く住民に発信し、地域への愛着心を育む
活動をしています。

長町地域の歴史的文化やコミュニティの醸成に資する行事を開催しています。

●西多賀検定委員会

●舞台八幡神社淵上蛸薬師瑠璃光如来運営協議会
（50音順・敬称略）

てくてく、 のち、 わくわく。

tekuteながまち （てくてながまち） 
仙台市太白区長町5丁目1-30　TEL 022-796-8240（代）

 （JR長町駅直結）

まちづくり推進協議会まちづくり推進協議会 会報私たちは太白区のまちづくりを応援しています！

特 別 協 賛 を い た だ い た み な さま

緑のご相談お任せください

特別協賛をいただいたみなさま



平成28年度実施事業

平成28年度まちづくり活動助成事業　採択事業平成28年度まちづくり活動助成事業　採択事業

わたしたちのまちづくり ～活動紹介～

「法被（はっぴ）」、「スタッフジャンパー」、
「AED」を貸し出します。

　太白区役所西側広場を会場に28回目の区民まつり
を開催しました。「太白の地に新たな風を！」をテーマ
に、毎年恒例の特設ステージでの発表やテント村での
各種特産品などの販売の
ほか、ちびっこおもしろ
コーナー、ミニ機関車乗
車体験、乳幼児休憩コー
ナーを設けるなど、幅広
い世代に楽しんでいただ
ける内容で、まつりは大
いに盛り上がりました。

これまでの活動成果である「2 歳児の子育てを楽しむ本」を発刊し、この本を講座等で活用、親の
悩みを解消し、子どもの健やかな育ちを支えるとともに、地域リーダーの人材育成に貢献します。

（エフエムたいはく株式会社　代表取締役　野田 紀子）

　太白区域を主な対象エリアとするコミュニティラジオ
局として平成19年9月29日に長町地域に開局しました。
以降、地域の皆様に支えられてきました。
　その間、東日本大震災という未曽有の災害に見舞われ
ましたが、当時は災害特別放送を行うなど、お一人おひ
とりの力になれるよう、コミュニティラジオに期待され
る役割を果たすべく頑張りました。私たちは、改めて身
近な情報を伝えることを大切にするとともに、防災・減
災に役立つラジオ局でありたいと考えています。また、
地域の皆様にどんどん番組にご出演いただき、マイクを

通して「主役」になっ
ていただきたいと心
から願っています。
現在、八本松・郡山
地区、生出地区、山田・
鈎取地区を取り上げ
た番組を放送するな
ど、多くの皆様にご出演いただいています。
　地域のラジオ局は、地域の「財産」です。大いにご活
用いただき、元気で笑顔のあふれる地域を創り上げま
しょう。

事業名
育児サークル直伝！
2 歳児の子育て

太白区育児サークル
応援隊たい子さん 

手芸のワークショップを通じて、孤立しがちな乳幼児親子の居場所づくりや仲間づくりを行うなど、
育児にやさしいコミュニティづくりを学校や町内会等と連携しながら進めます。

手芸を通した子育て中の
母親の憩いの場づくり

＊CHOUETTE＊
（シュエット）

思春期の若者が、初歩的な楽器演奏方法を楽しみながら、自身の自己評価の向上を実現する講座を
無料で開催する活動を通して、中高校生の居場所づくりを行います。

One day 楽器講座
『マシュマロック！！！』 mon-stella

生出の自然、歴史・文化、農業体験を通し、「生きがいづくり」や「仲間づくり」を行うとともに、
地域への愛着心を育む事業を実施することにより、地域活性化の担い手を育成します。

交流ひろば
「Coco においで」

生出地区まちづくり
委員会 

ライオンズマンション
長町南第２自主防災組織

マンションの住民同士や管理組合、町内会、学校などと顔の見える関係を築くため、郷土の自然と
歴史を学ぶ「ぼうさいカフェ」を企画運営します。また、まち歩きの情報を生かしたぼうさいマッ
プの作成ほか、一昨年作成した「ぼうさいノート」を増補改訂し、防災訓練等で活用します。

郷土の自然と歴史の学びを通した
防災コミュニティづくり

実施団体 事業内容

お祭り・イベント・スポーツ活動などにご利用
ください！
※使用希望期間の重複などで、貸し出しできない場合

があります。
※法被とスタッフジャンパーはクリーニングした上で

ご返却ください。

会　長／堀江　俊男
副会長／金岡　昭房（まつり部会長）
副会長／大友　克人
副会長／齊藤　衣代
理　事／山口　強（総務部会長）
理　事／亀岡　留美子（広報部会長）

理　事／岡崎　正行（企画部会長）
理　事／中野　勲
理　事／堀内　祥弘
理　事／嶺岸　若夫
監　事／髙橋　庄一郎
監　事／渡辺　征夫

　「地域でも活躍する富中生」を合言葉に、多くの生徒が
様々な地域の行事にボランティアとして参加しています。
特に、「新笊川」の環境を守ろうと、流域の13町内会で構

成する「新笊川環境美化活動
協議会」の年2回の美化活動
に平成22年度から参加し、
これまでに延べ3,198名の
生徒が活動しています。ま
た、太白区民まつりや地域

の夏祭りの運営スタッフとして、地域の力になろうとい
う気持ちで取り組んできました。地域の方と共に活動す
る中での会話やふれあいを通して、よりよい関係作りも
でき、生徒の心の中に「地域のボランティア活動に参加
しよう」という気持ちが根付きました。
　活動は8年目に入り、地域との良好な関係を生かしつ
つ、活動がより充実したものになるよう、地域と学校が
つながる支援を進めていきます。

（富沢中学校　サポー To かしわ　髙畑 由美子）

中田地区お宝マッププロジェクト

エフエムたいはく

仙台市立富沢中学校 学校支援地域本部（サポー To かしわ）

（中田地区鉄道高架化・まちづくり勉強会　代表幹事　阿部 欣也）

　「中田地区鉄道高架化・まちづくり勉強会」の活動の一
環として、4つの町内会連合会ごとに、地区の「お宝」と
思う名所や旧跡、自然環境、景観などを地図上に掲載し、
地区の「お宝マップ」として活用しようという事業です。
　市の支援のもとで、地区の4町内会連合会と3市民セ
ンターが中心となり、住民の方々と意見交換やまち歩き
などのワークショップを繰り返し行い、1年半をかけて、
本年8月末に中田地区の「お宝マップ」が完成しました。
　この「お宝マップ」を活用することで、自分たちの地

域を見つめ直し、
4地 区 の 交 流 を
促進していくこ
とが、新たな「ま
ちづくり」の第一歩であると思っています。
　今秋にまち歩きイベントを実施したところ、多くの
方々にご参加をいただき、大変好評でした。今後もこう
した取り組みを進めたいと考えています。

平成28年10月16日（日）開催太 白 区 民 ま つ り

　地域住民自らが、地域の成り立ちや歩み、人・もの・
場所などの地域資源、生活史の移り変わりなどを訪ね、
手づくりの地域誌を製作します。
　平成27・28年度は八木山地
域の皆さんが、平成28・29年
度は八本松・郡山地域の皆さん
が、それぞれ製作委員会を立ち
上げ、取り組んでいます。

太 白 区 ま ち 物 語

太白区まちづくり推進協議会　役員

　大学の研究室に所属する学生
等が取り組むまちづくり活動を
支援しています。今年度は東北
工業大学（不破正仁研究室）と、
生出地区まちづくり委員会との
連携・協力関係の構築とその活動を支援しています。

た い は く 若 者 ま ち づ く り
フ ォ ー ラ ム

　区内の小学5・6年生を対象
に、区内の自然・歴史・文化に
触れて、楽しく学ぶ「まちづく
り塾」を開催。農作物の収穫体
験や野外炊飯、ニジマスのつか
み取り、国際交流体験などを実
施しています。
　毎年、春に参加者を募集しています。

　太白区内に活動拠点のある市民団体が自主的に取り組む創意工夫あふれるまちづくり活動に対し、区が必要な経費の一部を助成
（上限50万円）する事業です。29年度事業の公募は1月末から2月中を予定しています。

た い は く っ こ く ら ぶ
　太白区の魅力を発掘し、
広めることを目的に発刊
した冊子「ディスカバーた
いはく」に掲載している区
内の名所・旧跡などを参
加者を募って訪問し、よ
り深く太白区の魅力を発
見します。

デ ィ ス カ バ ー た い は く

春コース 平成28年
5月28日（土）実施

秋コース 平成28年
10月28日（金）実施


