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    「仙台・宮城のスポーツボランティア」 
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1998年ｻｯｶｰ 
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年宮スタ 
グランディ・21 
ボランティア 

2005年野球 
楽天イーグルス 
ボランティア 

2012年ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 
仙台ベルフィーユ 
ボランティア 

2005年ﾊﾞｽｹｯﾄ 
仙台８９ＥＲＳ 
ボランティア 

2002年 
ワールドカップ 
ボランティア 

総合  
市民ｽﾎﾟｰﾂ 
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 
SV2004 

 
2004 
9・12 

2017年ﾌｯﾄｻﾙ 
ヴォスクオーレ仙台 

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 
 
 
黄色の組織は現在も継続 



スポーツイベント運営の支援 

レベルアップのための企画・研修 

快適な観戦と未来のためのエコ活動 

全国の仲間との交流を楽しむ 

ボランティアの情報発信と記録 

私たち市民スポーツボランティアＳＶ２００４の活動 

募集・運営説明会・マニュアル作成・報告書まとめまで主催者をサポート 

救命や防災・エコ活動・入門からリーダーの研修、スポーツの勉強会など 

仙台方式といわれる共通のごみの分別 

経験を共有し、ともに地域のスポーツを応援する 

          ＳＶだより・活動報告・ボランティアハンドブック 



チーム名 種目 登録数 延べ活動数 平均活動数

ベガルタ仙台 サッカーＪ１ 171 1,569 74.7

楽天イーグルス 野球 268 3,914 51.2

仙台８９ＥＲＳ バスケット 138 1,073 36

ヴォスクオーレ仙台 フットサル 72 236 18.1

プロスポーツ計 649 6,792

単独イベント 620 716

グランディ２１ 宮城スタジアム 155 587 10

合計 1,424 8,095

２０１８年活動実績　（ＳＶ２００４調べ）

＜参考＞ 2016 1,260 7,781

2017 1,365 7,750



２.イベント時の ｽﾎﾟｰﾂﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの流れ 

仙台国際ハーフマラソンの事例 

２０１２年から開催、５月新緑の仙台を１．３万人のランナーが走る 

（１） 
事前 
打合せ 

（２） 
募集 

（３） 
準備 

（４） 
活動 

（５） 
報告 



２.イベント時の ｽﾎﾟｰﾂﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの流れ 

（１） 
事前 
打合せ 

＜ボランティアの活動をデザインします＞ 
 どんな活動を、どのように任せるのか 
 参加しやすい募集の条件、待遇などは 
 
 ボランティアの位置づけを、窓口の担当だけではなく 
 大会運営に関わる方が共有することが大切 
 ⇒ 「良い大会にするための仲間」  



２.イベント時の ｽﾎﾟｰﾂﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの流れ 

（２） 
募集 

年　　　代 情報手段

学校を通じてチラシ（ＱＲコードの活用）

ＳＮＳ（インスタグラム／ライン／ツイッター）

ＳＮＳ（フェースブック／インスタグラム／ライン／ツイッター）

大学ボランティアセンター

ＳＮＳ（フェースブック／インスタグラム／ライン／ツイッター）

企業との連携／メール／イベント／ホームページ

ホームページ／チラシ／メール

電話／ＦＡＸ／イベント

中高生

大学生

社会人

シニア

情報を届ける相手に合わせた「情報発信」 



２.イベント時の ｽﾎﾟｰﾂﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの流れ 

（３） 
準備 

スムーズな活動のため、準備が大事 
 
※ 活動の意識を高め、ひとつに 
※ 当日の混乱を防止 
※ 活動を楽しく創る 



２.イベント時の ｽﾎﾟｰﾂﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの流れ 

（４） 
活動 

あなたがいたから(2007年) 

楽しく、次につながる活動 
 
※ チームワーク 
※ ケアサポートの仕組み 
 
ボランティアは最前線を担当 
※ イベントを創る 
※ 声を拾う （アンケート） 
 
最後に、「感謝」を伝える 
一期一笑 



２.イベント時の ｽﾎﾟｰﾂﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの流れ 

（５） 
報告 

市民ボランティアの募集 

アンケートでの継続確認 

既存ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ組織とのﾏｯﾁﾝｸﾞ 

ボランティア人口の拡大 

ボランティア活動報告 ＝ 次の為に 
そして、アンケート 



３. ｽﾎﾟｰﾂﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ運営のポイント 

ボランティアの位置づけと可能性 

 
主催者に御願いしたい事 
・ 市民（ボランティア）の位置づけ 
= スポーツイベントのサポート役としてだけではなく 

※ 共通の目的を持つ仲間 
※ 運営サポート以外の可能性を認識し連携 
※ 育成や交流など継続的な視点 
 



３. ｽﾎﾟｰﾂﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ運営のポイント 

する・みる・ささえあう まちへ 

 

ボランティアと共に「成長」するために 
 
成功体験を共有しましょう 
共に「楽しさ」を創りましょう 
スポーツ＋の可能性に挑戦しましょう 
何より「ささえあう」関係を大切にしましょう 
 



３. ｽﾎﾟｰﾂﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ運営のポイント 

仙台の取組 ～ 継続率を高める為に 

初心者をあたたかく迎える 
「やりがい」をつくる 
チームワーク 
こまめな情報提供 
成長をサポート 



３. ｽﾎﾟｰﾂﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ運営のポイント 

夏のボランティア体験会 
 
中高生スポーツ 
  ボランティア育成講座 
 
スポーツボランティア 
マッチング 

仙台の取組 ～ 幅ひろい参加の仕組み 



３. ｽﾎﾟｰﾂﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ運営のポイント 

スポーツまちづくりトーク 
         ～ ボランティアの栄養補給 
 

スポーツフリートーク 
～ 一年のスタートイベント 
 
仙台スポーツ・サポーターズ・ネットワーク 
～ スポーツとまちづくりの情報交換 

仙台の取組 ～ 地域の交流を楽しむ 



３. ｽﾎﾟｰﾂﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ運営のポイント 

交流を楽しむ（全国とのつながり） 
 
スポーツボランティアのネットワーク 
■ JSVN(日本ｽﾎﾟｰﾂﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ) 
■スポーツボランティアラウンドテーブル 
さらに、地域や種目ごとの交流があります 
 



これから、ここから 

スポーツコミッション
せんだい 

せんだいスポーツボランティア・ステーション 

スポーツボランティア 
・コーディネーター 
・リーダーサポート 
・一般 

ジュニアスポーツ 
ボランティア 
・リーダーサポート 
・一般 
対象は１２歳～１８歳 

スポーツサポーター 
・プロスポーツＯＢ 
・スポーツ有識者 
・専門スキル保持者 

せんだい・みやぎ２０２０   
大会ボランティア／ 

都市ボランティアに続く市民活動 



スポーツは「地域」のもの 

市民との関係作りは不可欠 

ボランティアは仲間であり同志 

後継者の育成 

参加者の数だけ無限の可能性 

「する・みる・ささえあう」関係は 

「感謝」しあえる関係へ 

まとめ 



ご清聴ありがとう   
ございました 

たくさんの可能性のある山梨・甲府のこれからを 
心から楽しみにしています 
 
市民スポーツボランティア ＳＶ２００４ 
https://sv2004.jimdo.com/ 
仙台スポーツだよりのメルマガ(月～木)希望は 
izumita@dm.mbn.or.jp 気軽に御連絡ください 
  これからもよろしくお願いします 

https://sv2004.jimdo.com/
https://sv2004.jimdo.com/
mailto:izumita@dm.mbn.or.jp

