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本日のながれ 

今、全国的にスポーツボランティアが注目され、爆発的に増えています。             
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活動のこと、知って下さい 日本有数の元気な地域 これからの可能性 



              

            

        自己紹介とスポーツボランティアの 
活動について 

(1)自己紹介 【別紙】 
(2)スポーツボランティアの主な活動 
(3)活動のきっかけ 
(4)活動の楽しさ 
 
 

活動のこと、知って下さい 



チームやスポーツイベントの成功と成
長を共に応援しています。 
 
チラシ配布やポスター掲示 
チームイベントのサポート 
見学会の手伝いなど 

スポーツイベントの際に、観客が安全で 

快適に観戦できるようお手伝いしていま

す。 

入場口／総合案内／座席案内 

エコステーションと清掃／ 

車いす誘導／ボランティアサポート 

お客様に一番近い場所で活動します 

(2)   スポーツボランティアの主な活動 



活
動
参
加
の
動
機

 
スポーツボランティアに参加する目的はさまざま  

 
 

プロスポーツでは参加するスポーツやチームが好きが一番の参加動機 
他に、「社会のため・地域のため・エコ活動のため」という 
地域貢献・社会貢献への意欲も高くなっています。 
さらに、「仲間とともに活動」することも、大切なきっかけです。 
 

アンケート報告 (2012～2013) 

チーム そのスポーツ エコ 仲間 社会の役 地域のため その他

８９ＥＲＳ 26.7 17.8 10.0 18.3 12.8 12.8 8.9

イーグルス 20.7 22.1 11.3 15.0 15.9 12.5 2.5

ベルフィーユ 26.9 19.4 7.5 19.4 10.4 14.9 1.5

【参考】　ねんりんピック
スポーツ好き 地域のために 仲間 成功のため ボランティア その他

20.0 29.3 11.4 17.8 16.5 5.0

ボランティア活動への参加の動機



経験豊富なベテランが積極的に参加しています 参加年代 

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70以上

楽天 2.1 0.7 3.5 3.5 16.9 32.4 40 .8

89ERS 4.3 15.7 10.0 12.9 22 .9 21.4 12.9

大相撲仙台場所 フィギィアスケートイベント 



ボランティア活動の楽しさについて 

世代や地域、種目を越えた交流 

成長するための研修企画 

ふれあいと人のつながり 

自分から参加するのがボランティア、 
続ける楽しさもさまざまです 

エコ活動などによる社会貢献 

ともに勝利を喜べる瞬間のために 



好きなチームを応援し、ささえることで「地域に貢献」したり 

「仲間を作ったり」「いきがいややりがい」を生み、何より、 

未来の「こどもたちの笑顔」を守り育てる。 

スポーツボランティアはそんな活動です。 

笑顔をつくる活動です、みなさん自身も笑顔で活動しましょう。 

 

活動に参加するために～まとめ 

スポーツで笑顔を未来へ 

３つの活動目標 
１．未来をになう子供たちに、スポーツの楽しさを 
  伝える活動をします。 
２．スポーツを通じて震災復興のための支援活動を 
  行います。 
３．地域に根ざすスポーツ組織を支援する活動を 
  します。 

２０１１年５月２日 東北スポーツボランティアサミット参加者一同 



              

            

        

              

        仙台・宮城のスポーツボランティア 
「市民スポーツボランティアＳＶ２００４」 

主要なプロスポーツや、規模の大きい大会のほぼすべてで 
ボランティアが活動している地域は、全国でも仙台だけです 

日本有数の元気な地域 



1998年 
ベガルタ仙台 
ボランティア 

2001年 
宮城国体 

ボランティア 

2003年 
グランディ・21 
ボランティア 

2005年 
楽天イーグルス 
ボランティア 

 
 
山形県出身 ボランティア歴２０年 
 
サッカーベガルタ仙台やワールドカップ 
宮城大会を契機として、幅広いスポーツ 
のサポートのため、市民有志で 
市民スポーツボランティア ＳＶ２００４ 
を立ち上げ代表理事 
 
 
 

2012年 
仙台ベルフィーユ 
ボランティア 

2005年 
仙台８９ＥＲＳ 
ボランティア 

2002年 
ワールドカップ 
ボランティア 

市民ｽﾎﾟｰﾂ 
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 
SV2004 

 
2004 
9・12 

2017年 
ヴォスクオーレ仙台 

ボランティア 

スポーツで笑顔を未来へ 



スポーツのネットワークを通じて 
依頼される活動の支援 

スポーツ組織からの依頼をうけて、会員に情報提供し、組織 

ボランティアとして参加    → 楽しく活動できるよう調整 

 
年間活動やイベントを支援するもの 
・仙台８９ＥＲＳ（プロバスケット） 
・楽天イーグルス （プロ野球） 
・ヴォスクオーレ仙台 （フットサル） 

運営に関わり組織的に支援するもの 
・仙台国際ハーフマラソン 
・大相撲仙台場所 
・ワールドｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘバレー女子大会など 

サポートの流れ（ボラ活動全体をコーディネート） 
事前打ち合わせ・募集支援・説明会・マニュアル作成・当日運営・改善提案等 

目的と活動 

① 



ボランティアのレベルアップ 
のための活動を企画運営 

スポーツ振興や、スポーツボランティアとしての技術や知識の 

習得のため、自主的な研修企画やフリートークを開催 

目的と活動 

② 

救命救急研修 

ボランティアリーダー研修会 

フリートーク企画(楽天活動報告・全国事例発表など) 

体験研修(東京マラソン・新潟） 

スポーツリレートーク(４０回開催) 



活動する環境をより良いものに 
快適なものにする活動 

きれいな環境で観戦し活動できるよう「エコ活動」に取り組む 

ほか、このまちのスポーツが楽しくなる提案をする 

目的と活動 

③ 

エコステーションでの分別 
トイレに花を飾る 

スポーツ情報コーナー 

おもてなし 
を意識した 

活動 

☆ エコ活動 ＝ 社会貢献活動 
☆ 観客サービスの提供と改善 
☆ 観客増加のための活動支援 
 
観客や選手、その最前線で活動しています 



同じ活動をする仲間との交流を
楽しみ、ネットワークを広げます 

会員同士の親睦や、全国に広がるボランティア仲間との 

交流に積極的に取り組む 

目的と活動 

④ 

東北スポーツボランティアサミット 

県ラグビー協会とのワールドカップ応援企画 

2015釜石(岩手) 

2014仙台(宮城) 

東北スポーツボランティア
サミットは、東北そして 
全国のボランティアの交流
の場として、２００５年 
から東北各地を持ち回りで
開催されています。 
本年は秋田で開催の予定 

中四国サミット 



チーム そのスポーツ エコ 仲間 社会の役 地域のため その他

８９ＥＲＳ 26.7 17.8 10.0 18.3 12.8 12.8 8.9

イーグルス 20.7 22.1 11.3 15.0 15.9 12.5 2.5

ベルフィーユ 26.9 19.4 7.5 19.4 10.4 14.9 1.5

【参考】　ねんりんピック
スポーツ好き 地域のために 仲間 成功のため ボランティア その他

20.0 29.3 11.4 17.8 16.5 5.0

ボランティア活動への参加の動機

記録し残すための活動 
→ いつか誰かの役に立つ 

努力しなければ残らないのがボランティア活動。 

記録し残すことできっといつか全国の誰かの役に立つ 

目的と活動 

⑤ 

ニュースレター 

動機 

http://sv2004.jimdo.com/ 

毎月の活動をまとめたＳＶだより
は、月はじめにＳＶのホームペー
ジに掲載 

ＳＶ２００４のホームページには 
活動報告のほか、ボランティアの
募集や、全国各地のさまざまな活
動の様子などを随時掲載 

ＳＶが事務局となったスポーツイベン
トでは、必ず報告書を作成し、主催者
と次に向けた反省会を実施 

活動報告書 

ホームページ 



スポーツボランティアの活動は、まちを元気に社会のためになります 

ごみの分別は資源を有効活用することにつながります 

スポーツ観戦などにより、地域経済が活性化します 

こども、高齢者、障がいをお持ちの方にも楽しめる環境を 

何より、人を、気持ちをつなぎ希望を作りだします(幻のチケット) 

楽天エコ活動2016年Ｃｏ２削減 35.5t 
病院ビューイング 新潟 



              

            

        

              

        

参加するためにたいせつなこと 

まず一歩、次は出来る事を活かしてより良い活動をめざしましょう 

これからの可能性 



ラグビーワールドカップ ２０１９ 
開催期間 9月20日(金)～11月2日(土) 
国内１２地域で開催、東北では釜石市 
が会場となり、大会ボランティア、都市 
ボランティアが活動する予定です。 

東京オリンピック・パラリンピック2020 
開催期間 オリンピック 
   ７月２４日（金）～８月９日（日） 
     パラリンピック 
   ８月２５日（火）～９月６日（日） 
東京を中心に宮城ではサッカー競技開催 
大会ボランティアは約８万人が今後募集、 

他に都市ボランティア、国内各地ではキャ
ンプによる交流事業が予測されます。 

今、スポーツボランティアが注目されています 



【サッカー】 ベガルタ仙台ボランティアクラブ   022-216-1021 
http://www.vegalta.co.jp/news/press_release/2017/01/post-4341.html 
【野球】 楽天イーグルス ボランティア 050-5817-8272 
https://www.rakuteneagles.jp/company/recruit/volunteer.html 
【バスケット】 仙台８９ＥＲＳ ボランティア 022-215-8138 
https://www.89ers.jp/community/ 
【フットサル】 ヴォスクオーレ仙台 ボランティア 022-393-6141 
http://www.voscuore.co.jp/volunteer-staff 
【宮城スタジアム】 グランディ・２１ボランティア 022-356-1122 
http://www.miyagi-sports.net/grande21/ 
【総合】 市民スポーツボランティア ＳＶ２００４ 022-274-1469 
https://sv2004.jimdo.com/ 

 

これからスポーツボランティアに参加する方法 

 
簡単なのは、各スポーツボランティアに登録し活動すること 



２０１７年のスポーツイベント 
» フィギィアスケートモニュメント設置イベント 
» 仙台国際ハーフマラソン大会 
» バレー女子ワールドグランプリ大会 
» 東北チアフェステイバル 
» 大相撲仙台場所 
» インターハイ南東北大会 
» Ｖ・プレミアリーグ 
» 東北・宮城復興マラソン大会 

プロスポーツ以外のイベント 
市民スポーツボランティア ＳＶ２００４への依頼 
多くはホームページで募集 https://sv2004.jimdo.com/ 



ボランティアの盛んな仙台ならではの企画で、スポーツボ
ランティアを希望する皆様に、各プロスポーツのボラン
ティア組織や、スポーツイベントの主催団体から、活動紹
介を行い、その場で質問や登録の申込みも受け付けます。 
年１～２回、スポーツコミッションせんだいが主催し開催 
しています ＞ 仙台市の市政だよりに掲載します 

スポーツのボランティア初心者に人気の大会で
す。全国各地から参加するランナーへの給水や
会場案内、エコステーションなどの活動を担当、
選手との触れ合いが楽しみです。 
＞ 仙台市の市政だよりに募集掲載されます 



 １． ボランティア活動を楽しんでください。 

    楽しければ自然に笑顔が生まれます。 

 

 ２． ボランティア活動で大事なことは 

    相手を思う気持です。 

    観客、ボランティア仲間、スタッフと 

    積極的に話して下さい。 

 

 ３． 経験をみなさんの未来に役立て 

    てください。 

    そして、チームをスポーツをぜひ好き 

    になってください。 

     

 

 

楽しみながら参加する 
参加への心構え 



カメラが得意な人、文章を書くことが好きな人、花に詳しい人、大工
仕事が趣味の人、手話ができる人、保育士の資格がある人・・・・・ 

ボランティアの数だけ、それぞれの経験や才能・資格などを活用で

きたら、私たちの可能性は無限大です 

 
につながります 



 
スポーツで笑顔を未来へ。 
何かあれば気軽にお問い合わせください   izumita@dm.mbn.or.jp 

市民スポーツボランティア ＳＶ２００４ 
https://sv2004.jimdo.com/ 


