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自己紹介と活動紹介 

スポーツで笑顔を未来へ 



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 
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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 

自己紹介と私たちの組織の歴史 



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 

主催者と連携したアンケート調査 

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 



 次のモデル ～ スポーツで笑顔を未来へ 

「人」を育て、 
未来へつなげること 

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 
・リーダー・一般 
⇒障がい者スポーツ 
 ボランティア 

ジュニアスポーツ 
ボランティア 
・リーダー 
・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 

スポーツボランティアマッチング 
スポーツボランティア研修／検定 

中高生スポーツボランティア  
育成講座 

 
市民交流イベント      
スキルアップ企画 

 

登録制度・情報提供・育成 
運営サポート・まちづくり 
交流・記録など段階的に 



              

            

        

              

        

支え合う関係作りを楽しむ 

よくある課題と、創り上げる活動 



スポーツボランティアの課題・・・2015年笹川スポーツ財団調査より 

個人ボランティアの問題・課題 
１．活動のための時間がとれない 
２．活動の情報がとれない、わからない 
３．金銭的な負担が大きい 
４．人員の確保が困難 
５．仕事・学業との両立が難しい 

プロスポーツボランティアの課題・・・2012年SV2004調査より 
１．ボランティア数の不足 
２．ボランティア同士のコミュニケーション 
３．運営組織とのコミュニケーション 
 

参加しやすい環境づくり 

互いを認め合える場所へ 



支え合う関係作りを楽しむ 

スポーツボランティアから見た課題とその改善への取り組み 

① スポーツボランティアの認知の低さ 

⇒ スポーツの楽しさとともに、支え合う事の大切さを発信 

② スポーツボランティアに関する情報不足 

⇒ 情報発信の一元化と、発信手法の多様化 

③ スポーツボランティアの位置づけが不明確で限定的 

⇒ イベントの成功とスポーツと地域をつなぐ存在 

④ ボランティアの自立・成長へのサポートがない 

⇒ 仕組み化していく事、ともに成長する事 

⑤ ボランティアとスポーツに関わる組織との連携が不足 

⇒ 同じ目標をめざす同志、話すことで理解をすすめる 

 



仙台市 ・・・ 仙台エコプロデュースプロジェクト 

 

新潟市 ・・・ 病院ビューイング 

課題を共に解決 (事例) 

スポーツイベントから出るごみを分別し、リサイクル率を 
高めたり、減量のための啓もう活動を実施 
現在、プロ野球の楽天イーグルスなどのプロスポーツや 
単発のイベントでも共通の方法で実施 
【チーム／行政／ボランティア／環境ＮＧＯなどが連携】 

地域のスポーツチームのゲームを病院の入院患者と 
チームを応援する人々が一緒になって応援、もともと 
入院していた子どもたちを招待する取組から発展し 
実現し、今も各地に広がっています 
【チーム／ＴＶ局／サポーター／病院スタッフなどが連携】 



              

            

        

              

        

可能性は無限大 

私たちに「壁」や「枠」はありません。ボランティアの数だけたくさんの可能性があります。 



スポーツで夢を語る場を作ってください 

スポーツで元気な地域には、共通のものがあります 

それは、スポーツと夢について、チーム、スポーツ関係者、行政 
大学、メディア、サポーター、ボランティアなど様々な人が集り 
夢を語る場があることです 

松本・新潟・仙台・広島 

夢を形にするために、垣根を越えて助け合い、支え合うことで 
人が育ち、まちが変わります 



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 



三鷹市スポーツボランティア養成講習会 

 

ご清聴ありがとうございました。 

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/ 


