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■仙台のスポーツボランティア団体 

競技を限定しない団体から、個別のプロスポーツに属する団体など、複数の団体が年間を通じ、活動している。

個人が複数の団体に所属するケースが多いこともあり、団体間の横のつながりも多くみられる。主な活動内容

は、来場者対応、総合案内、座席案内、エコステーション（ゴミの分別）、その他主催者の依頼に応じた業務。 

団体名 登録人数（人） 

市民スポーツボランティアＳＶ2004 120 

ベガルタ仙台ボランティアクラブ 170 

楽天イーグルスボランティア 260 

仙台 89ERS ボランティア 110 

ヴォスクオーレ仙台ボランティア 80 

グランディ・２１ボランティア 100 

※グラランディ・21ボランティアの活動拠点は利府町です。 

 

●主な活動実績 

イベント名 参加人数

（人） 

主な業務 

仙台国際ハーフマラソン大会 220 会場案内、選手待機所対応、完走者対応等 

サッカーインターナショナルドリームカ

ップ 

30 総合案内、来場者チラシ配布、エコステーシ

ョン（ゴミの分別）運営等の会場美化活動等 

東北チアフェスティバル 70 来場者対応、座席案内・誘導、エコステーシ

ョン運営等 

夏巡業大相撲仙台場所 60 イベント準備・撤収、開催日の観客案内・誘

導、車いす・お年寄り介助、エコステーショ

ン運営等 

仙台市イタリアホストタウン事業バレー

ボール代表チーム親善試合 

25 総合案内、座席誘導、エコステーション運営

等 

※上記は活動例のごく一部です。これ以外にも様々なイベントで活躍しています。 
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■中高生スポーツボランティア育成講座 

 ●目 的：スポーツボランティア文化の啓蒙、定着とスポーツ 

コミッションせんだいが関わる大規模スポーツイベントを 

支える次世代を担う人材の育成をすること。 

 ●事業概要：スポーツボランティアの基礎知識や地元のスポーツ 

ボランティアの歴史、活動状況などの講義を含めた説明会 

の受講とプロスポーツホームゲーム等での現場実習活動を 

行い、これに関するレポートを提出することにより、講座 

修了の認定を行っている。 

 ●事業実績：過去５年の事業継続により、延べ 181名の修了生を輩出している。 

年度 説明会参加者 講座修了者 

平成 26年度 29名 22名 

平成 27年度 101 名 44名 

平成 28年度 60名 41名 

平成 29年度 57名 28名 

平成 30年度 93名 46名 

 ●その他： 

①毎年２月の修了式にはスポーツ庁から基調講演をもらっている。 

②平成 29年度より、中高生スポーツボランティア育成講座【リーダー編】を開催している。 

育成講座修了者を対象に仙台の歴史、観光、英会話に関する講義と活動現場におけるリーダーの役割 

を体験してもらい、将来のスポーツボランティアの中心的役割を担う人材の育成を目指している。 

 

■せんだいボランティアステーション 

スポーツコミッションせんだいでは、令和元年 5月にスポーツボランティアの継続的な活動を支援する「せ

んだいスポーツボランティアステーション」（略称：ボラステ）を立ち上げ、運用を開始した。ボラステは、

仙台のスポーツボランティア情報すべてを集約したポータルサイトを目指し、会員登録を募集している。会員

には、市内で開催されるスポーツイベントのボランティア情報や、スポーツコミッションせんだいが主催する

研修会や講演会の募集情報の提供を行うなど、多くの方が積極的にスポーツボランティア活動に関われるよう

に支援することを目指している。 
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■スポーツボランティアマッチング 

●目 的：継続的に活動するスポーツボランティア団体の活動を 

   紹介し、スポーツボランティアへの理解と活動への参加を 

   促し、ボランティアの増加を目指している。 

●内 容：スポーツボランティアに興味を持つ方に、プロスポーツ 

球団等の継続的に活動する団体の活動風景を紹介するとともに、 

登録の受付も行っている。 

●主な参加団体：市民スポーツボランティアＳＶ2004、ベガルタ 

仙台ボランティアクラブ、楽天イーグルスボランティア、仙台 89ERSボランティア、 

ヴォスクオーレ仙台ボランティアや当年開催事業の主催者。 

 

■スキルアップのための研修会 

①ボランティアリーダー研修会「チームワークを良くするコミュニケーション」 

 ・日 時：平成 27年 2 月 21日（土） 

 ・講 師：（エフエム泉アナウンサー） 

 ・主 催：仙台プロスポーツネット 

 ・内 容：恒常的に活動する在仙プロスポーツ球団のリーダークラスのボランティアを対象に，日常の活 

動に欠かせない「コミュニケーション力の向上」をテーマに研修会を開催した。 

 

②スポーツボランティア・エコセミナー 

・日 時：平成 28 年 2 月 14 日（日） 

・講 師：村松淳司教授（東北大学、ＭＥＬＯＮ理事）等 

・共 催：みやぎ・環境とくらしネットワーク（ＭＥＬＯＮ） 

・協 力：㈱サイコー 

・内 容：廃棄物の再資源化の現状を学び、スポーツの現場からできるゴミゼロ社会の実現への意識の醸

成を図った。 

    

③スポーツボランティア交流研修会 

 ・日 時：平成 28年 1 月 23日（土） 

 ・主 催：仙台プロスポーツネット 

 ・内 容：全国各地のバスケットボールを中心としたスポーツ 

ボランティアの活動状況や事例を相互に紹介し、学び 

あう機会を設けた。 
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④スポーツボランティア救命研修会 

・日 時：平成 30 年 11月 18日（日） 

・講 師：仙台大学講師 福田 伸雄氏 

・協 力：市民スポーツボランティア 2004、ベガルタ仙台 

ホームタウン協議会、楽天イーグルス・マイチーム協議会、 

仙台 89ERS ホームタウン協議会 

・内 容：活動時に起こる様々な出来事に対処するため救命法や 

応急処置の知識や実践について研修した。 

 

■スポーツに関するトークイベント 

 スポーツコミッションせんだいでは、地元のスポーツへの関心を高めるために定期的にトークイベントを開催して

いる。 

①スポーツフリートーク（平成 30年 1 月 13日（土）） 

・共 催：市民スポーツボランティアＳＶ2004 

・参加者：74 名 

・内 容：スポーツで新しいことに挑戦している方々の話を聞き、 

その活動を知ってもらうとともに、参加者自身も新しいこと 

にチャレンジするきっかけとしてもらうことを目的に開催 

した。 

 

②スポーツまちづくりトーク VOL1（平成 29 年 11 月 12日（日）） 

・テーマ：スポーツでしあわせなまちへ！ 

・講 師：アライアンス 2002 代表 金子 法泰 氏 

・参加者：38 名 

 ・内 容：Ｊリーグ、アルビレックス新潟のサポーターとして集まった方々が、サッカーを通じてつなが 

りを深め、さらに多くの市民を巻き込んで行っている先進的な取組を紹介してもらい、仙台での活 

動の参考とした。 

 

③スポーツまちづくりトーク VOL2（平成 30 年 1月 20日（土）） 

・講 師：仙台大学 学長 阿部 芳吉 氏 

・参加者：60 名 

・内 容：スポーツの現場で活躍されている方の生の声を聴くこと 

で、スポーツの楽しさを知り、自らが主体的に関わり、スポ 

ーツを通じてどんなことができるかを知り、考えるきっかけ 

作りの場として開催。 
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④スポーツフリートーク（平成 31年 1 月 19日（土）） 

・共 催：市民スポーツボランティアＳＶ2004・仙台プロスポーツネット 

・テーマ：スポーツのつながりから生まれるもの 

第一部：スポーツと地域の 2019 

第二部：プロスポーツの力と 2019 

・参加者：83 名 

 ・内 容：スポーツでみやぎ・仙台の新しいことに挑戦している 

方々に登壇いただき、それぞれの活動を参加者に知ってい 

ただくこと、また、参加者自らにスポーツに関わってもら 

うことを目的に開催。 

  

⑤スポーツまちづくりトーク VOL1【せんだいスポーツ映画祭共催】（平成 30 年 7月 22日（日）） 

・テーマ：2019ラグビーW杯応援機運醸成 

・講 師：釜石「宝来館」女将 岩崎 昭子氏 

・参加者：55 名 

・内 容：東日本大震災で大きな被害を受けた釜石市で、自らも 

   被災者でありながら、地域の復興のために活動している 

岩崎氏を迎え、日ごろ宿泊客へ行っている震災の教えを伝 

える語り部としての活動やラグビーにかける夢などについて 

講演をいただいた。 

 

⑥スポーツまちづくりトーク VOL2（平成 30 年 9月 22日（土）） 

・テーマ：パラスポーツの楽しさを知ろう 

・講 師：田口亜希 氏（ライフル射撃パラリンピアン） 

     庄子健 氏（リオデジャネイロパラリンピック日本代表 

ウィルチェアラグビー銅メダリスト） 

   佐々木智昭 氏（ブラインドサッカー：コルジャ仙台） 

・参加者：64 名 

・内 容：パラリンピアンで、アテネ・北京・ロンドンの３大会に 

車椅子ライフル射撃競技で出場された、田口亜希氏をお招きし、障がいをお持ちの方のスポーツに 

ついて、自身の経験をもとに講演いただいた。 

 また、『パラスポーツの今と夢…ともに盛り上げる 2020に向けて』をテーマに、障がい者スポ 

ーツに深く携わられているパネリストの方々に、ディスカッションしていただいた。 

 

 

 

 

 

 


