9. 平成29年度 事業計画

平成29年度 事業計画

Ⅰ スポーツ等の普及振興事業（定款第４条第１項第１号）
１．大会等開催事業（予算額 ７，１２７千円）
事業名等

開催日時

第27回仙台国際ハーフマラソン大会（主催）
【会場】仙台市陸上競技場、榴岡公園

仙台泉ヶ岳トレイルラン2017（主催）
【会場】スプリングバレー泉高原スキー場 特設会場

第7回仙台リレーマラソン（主催）
【会場】仙台市陸上競技場及び宮城野原公園総合運動場

親子陸上競技クリニック
【会場】仙台市陸上競技場

事業内容

5月14日（日）

全国から市民ランナーが集い開催される1万人規模のランニン
グイベント。ビギナー向けの５kmや小中学生向けの２kmの部も
同時に開催。今回から，登録の部を日本陸連登録競技者の
部（A・B）へ名称変更する。
※共催／仙台市・（一財）宮城陸上競技協会、仙台市陸上競
技協会、みやぎ障害者陸上競技協会、河北新報社、東北放
送

9月23日（土）・24日（日）

メインのトレイルランニングは，ビギナーから経験者まで参加で
きる12km・17km・33kmの３つのカテゴリーを設定。その他気
軽に参加できるトレイルランツアー＆クリニックなど“市民参加
型”のスポーツイベントとして自然豊かな市民の山「泉ヶ岳」を
中心とした会場で開催する。
※共催／仙台市・河北新報社

11月11（土）・12日（日）

仙台市陸上競技場をスタート・フィニッシュとした宮城野原公
園総合運動場内の1周1.4km特設コースで，チームみんなでタ
スキを繋ぎながらフルマラソン(42.195km)の完走を目指す。
※共催／仙台市・仙台市陸上競技協会

小中学校の夏休み期間中の1日

陸上競技専門の指導者を招いて、子供たちの走る・跳ぶ・投
げる等の種目で競技力向上を目指す。また、保護者向けに、
子供のサポートができるような栄養学や怪我の予防等について
学んでもらう。

２．大会教室等施設企画事業（予算額 ７６，１０５千円）
主催施設

青葉体育館
仙台市武道館

川内庭球場

事業名等

開催日時

事業内容
卓球・バドミントン等の球技や，小中学生から一般向けの少林
寺拳法・空手・柔道・弓道・なぎなた等の武道，幼児体操・ベ
ビービクス等の多世代向けの多種多様なスポーツ教室を開催
する。
スタジオプログラムでは通年型としてピラティス・ヨガ・エアロビク
ス等を開催する。

各種スポーツ教室
○通年型（17教室）
○定期型（16教室）

通年型：平日開催 1期：8回×5期
定期型：平日・夏休み 1期：4～6回

第24回仙台市カップ
小学生バスケットボール大会

9/2（土）・3（日）

一万人寒稽古

1月中～下旬

宮城県公立武道館協議会と共催。 日本の伝統的な武道の
行事である寒げい古を開催。仙台市武道館師範の指導によ
り，各人の技術段階に応じて稽古を行う。

シニア健康エクササイズ

通年 毎週月・水曜日 午前
年90回程度（予定）

高齢者向けの健康づくり体操。介護予防などを目的としたリズ
ム運動と健康アドバイスを実施。 ポイント制の出席カードを配
布し，参加意欲・達成意欲を持たせ，運動継続を図る。

キッズスポーツデー

通年 原則として月１回 午前
年11回程度（予定）

幼児と保護者で，手遊びや体操，遊具の使用を通じ，子どもの
体力向上を目指す。また，保護者や幼児の交流の場としても
寄与。

剣道指導者講習会

12月中旬頃 午後

講話と実技。 指導者としての心構え，初心者への指導方法
などを伝達する。

各種スポーツ教室
○通年型（1教室）
○定期型（5教室）

通年型：毎週 金曜日
一般，ジュニア，親子等，各種年代のテニス教室を開催する。
定期型：春，秋，夏休み等 1期：1～6 未就学児，小学生の初級者については，よりテニスに親しみが
回
持てるよう通年で継続した教室を開催する。

川内シニアカップ

5/13（土） 9:00～17:00 年1回
（予備日：6/3（土））

男性55歳以上2人の合計年齢が120歳を超えるチーム，女性
50歳以上2人の合計年齢が110歳を超えるチームを対象とし
た硬式のダブルス大会で，楽しく生き生きと川内庭球場をご利
用いただけるよう開催する。

川内カップ

10/15 （日） 8:00～18:00 年1回
（予備日：10/29（日））

年齢，性別，ランク別等関係なく，誰とでもペアを組んで気軽に
参加できる初級者向けの大会（硬式・ダブルス）。

テニス・ソフトテニス
指導者クリニック

9/2（土） 10:00～12:00 年1回
（予備日：9/16（土））

サークルや，部活等，指導者を目指す方への講習を行う。

9/9（土）・10（日） バスケットボールを通して健全育成・交流を図る。

主催施設

事業名等

開催日時

事業内容
水泳・アクアビクス・テニス・スケートボード・アーチェリー・キッズ
体操等、多世代向けの多種多様なスポーツ教室を開催する。
諸室を有効活用し，スタジオプログラム（ヨガ・エクササイズ等）
を開催する。

各種スポーツ教室
○通年型（13教室）
○定期型（7教室）

通年型：毎週1回
定期型：1期4～10回

第24回仙台市カップ
小学生バスケットボール大会

9/2（土）・3（日）

シニア健康エクササイズ

通年開催 毎週木曜日 13:30～
14:30

６０歳以上の方を対象に，ストレッチや軽い筋力トレーニングな
どを行い，健康の維持・増進等を図る予約不要のプログラム。

シニア健康アクアビクス

毎月１回開催（※夏季を除く）
月曜日 10:30～11:30

シニア向けに運動内容や負荷を工夫した水中エクササイズを
行い，健康の維持・増進等を図る予約不要のプログラム。

シニア健康フィットネス

通年開催 第2・第4火曜日
13:00～14:00

６０歳以上の方を対象に，体幹トレーニングを中心に行い、
若々しい姿勢の維持を図る予約不要のプログラム。

キッズスポーツデー

通年開催 平日 月1～2回程度

親子で一緒に楽しく遊んでもらえる場を提供します。
毎回，趣向を凝らした遊び場や，親子で楽しく身体を動かして
楽しめるイベントなどを開催する。

ボルダリング体験会

ボルダリング
ワンポイントレッスン

9/9（土）・10（日） バスケットボールを通して健全育成・交流を図る。

通年開催 日曜日 月1～2回程度

通年開催 日曜日 月1～2回程度

ボルダリングに興味のある方向けの体験・練習会として開催す
る。
ボルダリングの基本動作の体験と併せて，基本知識，施設の
使用方法などの説明を行う。
体験会を受講した方を対象としたプログラムで，宮城県山岳連
盟の専門講師による指導により，ボルダリングの技術向上を目
指すプログラム。

通年：随時受付
※要望に応じた内容で開催する

子供会や町内会行事，会社の福利厚生事業など，団体でボ
ルダリングを体験したい方向けのプログラム。
要望内容に応じた開催を行う。

アーチェリー検定会

各教室終了後 1回
年3～4回

アーチェリー教室の修了者を対象とし，検定会を行い， 合格
者は宮城県アーチェリー協会に会員登録を行ったうえで，一般
公開の利用証を発行し，施設利用の促進を図る。

シニア健康グラウンドゴルフ

通年開催 平日 9:00～12:00
（4月～10月 月1～2回）

地域の方々へグラウンドゴルフを楽しむ場を提供する。

楽天イーグルスアカデミー
ベースボールスクール

通年開催 毎週月曜日
16:00～17:00（5歳～小学2年生）
17:00～18:00（小学3～6年生）

元プロ野球選手を中心としたスクールで、基礎から実践まで
様々なメニューを行う。

楽天イーグルス
チアリーディングスクール

通年開催
毎週火曜日
東北ゴールデンエンジェルスが，音楽に合わせて，遊びを交え
キッズコース（5～6歳） 16:00～17:00 ながら，音楽に親しむ，リズムに親しむことを目的に，チアの基
ジュニアコース（小学1～4年生）
本の動きやダンスのレッスンを行う。
17:15～18:45

仙台89ERS
バスケットボールスクール

通年開催 毎週月曜日 1～4教室/週
3・4年生（60分）
バスケットボールの基礎・応用技術の習得
5･6年生（60分）

新田東総合運動場 ボルダリング体験パック
(元気フィールド仙台)

スケートボードコンテスト

障害者スポーツ教室

年1～3回 日曜日 午前・午後

年5～10回 土曜日・日曜日・祝日
午前・午後

教室参加者だけでなく，スケートボード愛好者も楽しんで参加で
きるような，コンテストを開催する。
参加するだけでなく，プロスケーターの技術を見る機会を提供
することにより，スケートボード人口の拡大と，参加者のスキル
アップを図る。
日ごろスポーツに親しむことの少ない障害のある方々へ各種ス
ポーツ教室（アーチェリーや水泳，車いすバスケットボールな
ど）を開催する。
※仙台市障害者スポーツ協会との共催事業。

クライミング仙台カップ
ボルダリング競技

5月下旬 日曜日 10:00～16:00

新田小学校 運動会

地域の小学校のスポーツ行事を，当施設に誘致し，地域連携
の事業として開催する。
5月下旬 平日 8:00～13:00 年1回 施設内のランニングコースを活用し，小学生の体力向上を目
的に開催する。
※新田小学校との共催事業

新田東総合運動場
(元気フィールド仙台) 新田小学校 持久走大会

新田学区ソフトボール大会

11月中旬 平日 9:00～12:00 年1
回

地域の小学校のスポーツ行事を，当施設に誘致し，地域連携
の事業として開催する。
施設内のランニングコースを活用し，小学生の体力向上を目
的に開催する。
※新田小学校との共催事業

11/26（日） 9:00～17:00 年1回

地域のスポーツ行事を当施設に誘致し、地域連携の事業とし
て開催する。
仙台市民球場を活用し、学区民のソフトボール大会を行う。
※新田体振との共催事業

スケートボード仮設フラットパーク開
通年開催 平日夜間 年3～7回
設

出花体育館
高砂庭球場

愛好者から上級者までを対象とし，日頃の練習による技術の
習得度を試す場として 競技会を開催する。
国体の宮城県強化指定選手選考会及び宮城県ユース推薦
選手選考会を兼ねて開催する。
※宮城県山岳連盟との共催事業

大駐車場の利用予定のない日に、仮設フェンスを設置して、
仮設でスケートボード用のフラットエリアの「場」の提供を行う。

地域スポーツ指導者講習会

年3～6回程度

地域の指導者及びスポーツに興味のある方を対象としスポー
ツ指導や活動に役立つ，講話・実技等を実施。

ヨガ

通年開催 木曜日
①14:00～15:30（競技場）
②１部：12:30～14:00（会議室）
③2部：14:30～16:00（会議室）

一般の初・中級者を対象に、諸室を有効活用しながら日頃の
運動不足解消を目的として開催する。

ピラティス＆ストレッチ

毎週金曜日 10:00～11:30 年22回

一般の初級者を対象に、諸室を有効活用しながら日頃の運動
不足解消を目的として開催する。

サッカーで遊ぼう！

通年開催 水曜日 年32回
①4・5歳児：15:30～16:20
②小学1･2年生：16:40～17:30

ボールを使用して、スポーツに親しむきっかけづくりとして開催
する。

アンチエイジングプログラム

通年開催 火曜日 年49回

健康増進を目的として開催する。

小学生テニス教室

月曜日 16:30～18:00 年6回

小学1～3年生の初・中級者を対象に開催する。

普通救命講習

6/13(火） 9：00～12：00 年１回

AEDを含めた救命講習

各種スポーツ教室
○通年型（2教室）
○定期型（5教室）

通年型：平日開催 年32～40回
定期型：平日開催 １期：6～10回

バドミントン・トランポリン体操・ヒップホップダンス・ヨガ・テニス・
フットサル等，多世代向けの多種多様なスポーツ教室を開催
する。

第24回仙台市カップ
小学生バスケットボール大会

9/2（土）・3（日）

おやこすぽーつ

平日 月１回 午前 年12回

トランポリン，ボール，手作り遊具などで親子で楽しく身体を動
かしてもらう。

シニア健康エクササイズ

火曜日 午後 年35回程度

リズムに合わせて楽しく身体を動かす。

ミニテニス道場

火曜日 午後 年35回程度

基本的な技術を中心にをレベルに応じた内容。

おやこすぽーつ塾

土曜日 午前 年5回

神経系トレーニング・ボール運動・体操等を通じて運動能力向
上を図る

若林区地域スポーツ指導者
ミニテニス研修会

9/2（土）または1/27（土） 9:00～
17:00

スポーツ指導に役立つ実技，審判，講話等の研修

若林区地域スポーツ指導者
ウォーキング研修会

6/17（土） 9:00～12:00

スポーツ指導に役立つ実技，講話等

若林区学区民体育振興会
研修大会

11月初旬（日） 9:00～14:00

スポーツ指導に役立つ実技，講話等

9/9（土）・10（日） バスケットボールを通して健全育成・交流を図る。

若林体育館

主催施設

カメイアリーナ仙台
（仙台市体育館）

秋保体育館
馬場グラウンド
長袋グラウンド

事業名等

開催日時

事業内容

各種スポーツ教室
○通年型（17教室）
○定期型（13教室）
○自由参加型（7教室）

通年型：平日開催 年36～40回
定期型：平日開催 3期～4期
自由参加型：平日開催 年1～37回

バドミントン・卓球・テニス・ちびっこ体操・シニア健康体操・水
泳・流水健康運動・ヨガ・フィットネス系運動等の多世代向けの
多種多様なスポーツ教室を開催する。また，子育て世代を対
象とした親子ビクス教室・ベビーマッサージ等の開催により、親
子のスキンシップを図る。
さらに，予約なしで気軽に参加できる各種教室を開催する。

シニア健康エクササイズ

通年 水曜日
①9:３０～10:30
②11:00～12:00
年37回

軽度なリズム体操・筋力トレーニング・ストレッチを年間通して
行う。事前申込不要なため気軽に参加できる。

キッズスポーツデー

9:30～11:45 年11回

様々な遊具やトランポリンに加えリズム体操や手遊びなど企画
し親子共々身体を動かすことを楽しんでもらう。

ファミリースポーツデー

9:30～15:45 年1回

バドミントンや卓球，ニュースポーツなど家族や友人で楽しめる
種目を設定し体験してもらう。

第24回仙台市カップ
小学生バスケットボール大会

9/2（土）・3（日）

第24回仙台市カップ
小学生バレーボール大会

11/25（土）・26（日）

バレーボールを通して健全育成・交流を図る。

アクティブシニア向け
栄養セミナー

時期等未定 年2回（予定）

加齢に伴う身体の変化に合わせた栄養や食事について栄養
食品の情報提供を含めた栄養勉強会。

各種スポーツ教室
○通年型（3教室）
○定期型（2教室）

通年型：年30～40回
定期型：１期8～10回

小学生を対象としたテニス・ソフトテニス・バドミントンや，一般を
対象としたテニス等の多世代向けの多種多様なスポーツ教室
を開催する。

親睦バレーボール大会

11/19（日） 9：00～17：00 年1回
※前日夜間準備

受講者定員：10チーム
競技方法を工夫し勝敗を目的とせず，参加者同士，試合を通
じてバレーボールの楽しさを体感し交流を図ることを目標とす
る。

ゲートボール交流大会

6/8（木） 9：00～12：00 年1回

受講者定員：8チーム
競技方法を工夫し勝敗を目的とせず，参加者同士，試合を通
じてゲートボールの楽しさを体感し交流を図ることを目標とす
る。

スポーツデーIN秋保

6/17（土） 13：30～16:30 年1回

受講者定員：なし
親子等でバドミントン・卓球等のスポーツを楽しんでもらうこと
で，運動の動機付け及び親子のコミュニケーションを図ることを
目標とする。

秋保地区
スポーツレクリエーション大会

2/25（日） 9：00～17：00 年1回
※前日夜間準備

受講者定員：なし
秋保地区のコミュニティづくりと冬期間の運動不足解消と運動
への動機付けを図ることを目標とし，誰でも気軽に参加できる
ニュースポーツを種目として、町内会等地区対抗の形式で開
催する。

里山トレッキング

10/6（金） 9:00～12:00 年1回

受講者定員：30人 指導員数：2名
秋保の豊かな自然を満喫し、トレッキング終了後には温泉と食
事を楽しんでもらうことで、運動不足の解消を目指す。

太白区マイタウン
青少年陸上育成会

4月～12月 第1・第3土曜日
9:00～12:00 年18回
※長袋グラウンドで開催

受講者定員：30人
陸上競技を通し、基礎運動技能の向上を図り、子供たちが将
来選択するスポーツ種目のすべてに基礎となる「走る」を身に
着けさせることを目標とする。

太白区マイタウン
青少年陸上育成会

1/13・1/27・2/24・3/3・3/17
土曜日 9:00～12:00 年5回
※秋保体育館で開催

受講者定員：30人
陸上競技を通し、基礎運動技能の向上を図り、子供たちが将
来選択するスポーツ種目のすべてに基礎となる「走る」を身に
着けさせることを目標とする。

秋保地区
老人クラブレクリエーション
「健康体操教室」

10/3（火） 9：00～12：00 年1回

受講者定員：なし 指導員数：1名
主に秋保地区老人クラブを中心に各チームに分かれゲーム性
を取り入れた軽運動・ダンス等で身体を動かし楽しみながら健
康の保持増進・住民の交流を図ることを目標とする。

グラウンドゴルフ講習会

11/7（火） 9：00～12：00 年1回

受講者定員：なし
幅広い年齢層で楽しめるグラウンドゴルフの講習会

9/9（土）・10（日） バスケットボールを通して健全育成・交流を図る。

主催施設

事業名等

開催日時

事業内容
テニス・水泳・ちびっこ体操・Ｊｒサッカー等の多世代向けの多
種多様なスポーツ教室を開催する。フラダンス・骨盤調整教
室については託児付で開催し，子育て中の方も安心して参加
できるようにしている。
また、弓道場控室などを有効活用し，太極拳等を開催。

各種スポーツ教室
○通年型（15教室）
○定期型（27教室）

通年型：平日開催 年38～45回
定期型：夏休み・平日開催 1期：3～
11回

第24回仙台市カップ
小学生バスケットボール大会

9/2（土）・3（日）

シニア健康エクササイズ

通年 金曜日 9:30～11:30

ストレッチ・ウォーキング・筋力トレーニング・バランストレーニン
グなど開催。

さたでいスポーツin泉

通年 土曜日 月1～2回 10:00～16:00

家族で楽しくスポーツに親しむ機会を提供する。バドミントン・卓
球・トランポリンなど開催。

ベガルタ仙台
親子サッカー教室

7/8 土曜日 10:00～11:30
（予備日：7/15（土））

親子での身体遊び・ボール遊び・ミニゲームなどを開催。

親子でキャンプinおおくら

夏休み期間 8/5（土）・6（日） 1泊2日

夏休みを利用し，普段体験することができないアウトドアイベント
を実施。カヌー・川探険・ドラム缶風呂・流しそうめんなど開催。

3×3バスケットボール大会

12/17 日曜日 9:00～17:00

バスケットボール正規コートの半面を使用した３人対３人のバス
ケットボール大会。

一万人寒稽古

年始最初の土日 主に10:00～11:30
1/6・7・12・13

師範・先生による武道指導。

ちびっこ遊ぼうDAY

通年 火曜日 月1回 9:30～11:45
4/25・5/23・6/20・7/25・8/29・
親子で楽しくスポーツに親しむ機会を提供する。未就学児でも
9/26
楽しめるようなスポーツイベント・当運動場指導員によるリズム
10/24・11/21・12/19・1/23・2/27・ 体操などの提供。
3/20

混合バレーボール大会

通年 日曜日 全4回 9:00～17:00
6/18・9/10・10/15・11/26

男女混合バレーボール。年間ポイント制による順位決定。バ
レーボール愛好者対象。

ベビーマッサージ

4/10～3/19 月2～3回（隔週）
月曜日 年24回
①10:00～10:50
②11:00～11:50

お母さんと赤ちゃんのふれあい遊びと，ベビーマッサージ。
オイルを使ってお子様とスキンシップ。

託児

4/10～3/26 月曜日 午前

１回の上限は9名。（骨盤調整・フラダンス教室参加者対象の
サービス）

お出かけプログラム

スタッフが市内各所へ出向き，ニュースポーツなどのプログラ
通年 随時受付 1回あたり2時間程度 ムを用いて，スポーツ活動の場をご提供。市民の皆様のス
ポーツ活動のきっかけづくりに寄与。

弓道指導者研修会

3/18（日） 9:00～12:00 年1回

弓道：地域のスポーツ指導者および社会体育に興味ある方に
対して，地域での指導に役立つような内容の講習会を実施

㈱明治タイアップ事業
（シニア健康エクササイズ）
シニア世代の栄養セミナー

金曜日 11:30～12:30 年3回

加齢に伴う身体の変化に合わせた栄養や食事について，栄養
食品の情報提供を含めた勉強会の開催。

泉総合運動場

9/9（土）・10（日） バスケットボールを通して健全育成・交流を図る。

㈱明治タイアップ事業
さたでいスポーツ開催時（土曜日）
（さたでいスポーツ）
13:30～14:30
身体づくりのための栄養と食事セミ
年1回
ナー

身体づくりのための栄養と食事，水分補給，試合期の栄養戦
略・コンディション維持のための食事・サプリメントの正しい使い
方などの勉強会を開催

普通救命講習(AED含)

普通救命講習

7月中旬 13:00～15:00 年１回

主催施設

事業名等

開催日時

事業内容

各種スポーツ教室
○定期型（20教室）

1期：4～8回開催

バドミントン・バレーボール・卓球・サッカー・テニス・幼児体操・
小学生体操・トランポリン・ヨガ等，多世代向けの多種多様なス
ポーツ教室を開催する。

家族スポーツの日

6/25・8/27・12/24・2/25 日曜日
9：30～15：30

市民のニーズに合わせて種目を決めて，運動の楽しさを味わう
とともに体力測定を実施して体力向上に興味を持たせる。

ミニバスケットボール新人大会

1/6（土）～1/8（月） 8：00～17：00
年1回

小学5年生以下の男子・女子を対象として，泉区を中心とした
新人大会として開催し，他チームとの交流も図っていく。

海洋センター剣道大会

3/11（日） 8：00～17：00 年1回

泉区剣道連盟との共催事業として開催。

普通救命講習会

7/19（水） 9:00～12:00 年１回

受講者定員：10名
地域のスポーツ指導者及び当施設を利用している方を対象に
泉消防署八乙女分署救急隊によるＡＥＤ講習を含めた救命講
習を実施。

ミニバスケットボール審判講習会

1/6（土） 18:00～19:30 年１回

受講者定員：２０名
大会参加チームの代表者又はコーチを対象に大会終了後，
夜間に指導方法及びルールについて泉バスケットボール協会
による講習会を実施。

各種スポーツ教室
○定期型（3教室）

夏休み・平日開催・1期：4～5回

ちびっこサッカー教室・一般向けヨガ教室を開催し、体を動か
すきっかけづくり、スポーツをする楽しみを知ってもらうことと、一
般の方の日頃の運動不足解消を目的とする。

ノルディックウォーキング

5/25・6/22・10/12・11/9

北中山コミュニティグラウンド周辺をウォーキングし，健康管
理，体力づくりのきっかけづくりを目的とする。

北中山コミュニティグラウンド杯
サッカー大会 （U-15）

3/17（土）・18（・日） 9:00～17:00

募集チーム ５チーム
審判・大会運営は、各チームより協力をいただいて試合を行
う。

ローズガーデン杯
低学年サッカー大会

4/22（土）・23（日） 9:00～17:00

募集チーム ５チーム
近隣施設の「ローズガーデン」との共催で低学年の試合を開
催。

ニュースポーツで遊ぼう

10/28（土）・29（日） 9:00～17:00

手軽なニュースポーツで運動する機会を提供すると共に、近
隣住民に施設を開放することで、コミュニティスポーツ施設へ
の理解と利用の促進につなげる。

AED講習会

9/14（木） 9:00～12:00

受講者定員 10名 講師 １名
地域のスポーツ指導者，又は地域住民を対象にAEDの知識，
使用方法，救急法などの講習を行う。

各種スポーツ教室
○通年型(5教室)
○定期型（5教室）

通年型：平日開催 年30回程度
定期型：平日開催 1期：5～10回

小学生と一般を対象としたテニスや，少年野球スクール等の
多世代向けの多種多様なスポーツ教室を開催する。
諸室を有効活用し，スタジオプログラム（ヨガ，シェイプアップダ
ンス等），楽天との共催でチアリーディングスクールを開催す
る。

親子野球（春・秋・冬）

春 4/9 9:30～12:00
秋 11/19 9:30～12:00

親と子が触れ合いながら，野球の基本を楽しく学んでいく。親
の運動不足解消にも貢献し，子供たちの運動能力の向上を支
援する。

シェルコムフットサル大会

7/2（日） 9:00～16:30 年1回

フットサル愛好者に試合で総合技術を競う。

グラウンドゴルフを楽しもう

通年 木曜日 9：00～12：00 年30
回

グラウンドゴルフを楽しんでもらう。

グラウンド・ゴルフ大会

木曜日 9:00～12:00 年3回

グラウンド・ゴルフ愛好者が大会で総合技術を競いながらプ
レーを楽しむ。

レディースフットサル大会

7/1（土） 9:00～17:00 年1回

女性のフットサル愛好者が試合で総合技術を競う。託児付き
であり，お子さんのいるスポーツ愛好者の女性を支援する事業
である。

ＤＵＯ杯少年・レディース
フットサル大会

12/3（日） 9:00～17:00 年1回

小学生・女性のフットサル愛好者が試合で総合技術を競う。

ＤＵＯ杯ソフトボール大会

11/18（土） 8:00～17:00 年1回

地域のソフトボール愛好者が試合で総合技術を競う。初心者
でもソフトボールの楽しさを感じられるように支援する。

泉海洋センター

北中山
コミュニティグラウンド

屋内グラウンド

（シェルコムせんだい） （通年）

主催施設

事業名等

開催日時

事業内容

みんなでジャンプ

12/16（土） 9:00～17:00 年1回

小学生を対象にチーム対抗戦大縄跳び大会を実施する。小
学生のスポーツ事業を支援しつつ，地域スポーツの活性化な
どを図っていく。

チアリーディングスクール

通年 月曜日 年30回程度
（16：00～17：00）

楽天イーグルスの公式チアリーダーによる指導。チアリーディン
グの動きなどの技術・体力面だけでなく，マナーなどの精神面
の成長を目指す。

キッズベースボール大会

春季 5/28（日）
秋季 9/24（日）

野球に興味のある小学生に簡単なゲームで野球を親しんでも
らう。
初心者が野球の楽しさを感じられるように支援する。
※楽天球団との共催事業

仙台市手をつなぐ育成会
スポ・レクフェスティバル

9/15（金） 9:00～15:00 年1回

仙台市手をつなぐ育成会との連携を図り，ニュースポーツの体
験を通じて，障害者がスポーツを楽しむ機会を支援する。

仙台市周辺里山トレッキング

新緑・紅葉 合計2回

道先案内のお勧めスポットの自然を感じながら楽しく歩く。心身
の癒しに森林浴を楽しみながら，野生動物の残したものと遭遇
できる。
※秋保体育館との共催事業

ボール遊び指導者講習会

7/2（日） 9:00～13:00 年1回

サッカー競技の普及・発展を図るため，Ｕ－６を対象としたボー
ル遊び・体を動かすことの指導にあたる指導者の育成を目的
に実施する

各種スポーツ教室
○通年型(4教室)
○定期型（5教室）

ヨガ・ピラティス・バレトン・健康エクササイズ・子ども体操教室・
通年型：平日開催 年30～40回程度
ランニングスクールなど多世代向けの多種多様なスポーツ教
定期型：平日開催 1期：6～10回
室を開催する。

シニア健康エクササイズ

通年開催 水曜日
① 9:30～10:30 年40回程度
②11:00～12:00 年40回程度

気軽に参加できるような予約不要のプログラムであり、日常生
活に運動習慣を取り入れ、ストレッチ・ウォーキング・筋力トレー
ニング・バランストレーニングなどにより健康増進を図り、介護
予防を目的として開催する。

女子サッカーフェスティバル

5/21（日） 15:00～17:00 年1回

交流の場の提供及び競技力向上を目指す。

小学生陸上クリニック

8/20（日） 9:00～11:00 年1回

陸上競技の基本動作を学び、競技力向上を目指す。

中学生ランニングクリニック

8/20（日） 13:00～15:00 年1回

陸上競技の基本動作を学び、競技力向上を目指す。

ランニングクリニック

10/15（日） 9:30～11:30 年1回

ランニングをこれから始めたいと思っている方や、記録を伸ばし
たいという方へのトレーニング方法等を含めたクリニックを開催
する。

通年開催
4月～10月 （火）～（金） 19:00～
21:00
11月～3月 （火） ・ （金） 19:00～
21:00

ランニングトラック・シャワー・ロッカー・照明設備を提供し、夜間
にジョギングやウォーキング等を気軽に楽しんでもらうための施
設開放。

仙台ハーフ練習会

金曜日 19:00～21:00 年14回程度

陸上競技専門の指導者のもと、仙台国際ハーフ大会への出
場と完走を目指しながら、マラソンの楽しさを知ってもらう。

タイムトライアル

3/24（土） 8:00～12:00 年1回

普段練習をしているランナーや仙台国際ハーフマラソン大会で
の完走を目指す参加者の現状の実力を図ることを目的に開催
する。

フライデーナイトリレーマラソン

9/1（金） 19:00～22:00 年1回

金曜日の夜に、チームで参加してもらうリレーマラソン大会

健康ウォーキング教室

10:00～12:00（予定） 年1回

陸上競技場とＫｏｂｏパーク宮城を会場とし、ウォーキングを楽
しみながら野球にも興味を持ってもらう。

野球教室

8/4（金） 10:00～12:00 年1回

楽天イーグルスの講師による野球教室。

女子ソフトボール教室

8/18（金） 14:00～16:00 年1回

楽天イーグルスの講師によるソフトボール教室。

チアダンス教室

8/18（金） 14:00～16:00 年1回

東北ゴールデンエンジェルスによる指導のもと、音楽・リズムに
合わせて楽しみながらチアダンスを体験してもらう。

屋内グラウンド
（シェルコムせんだい）

弘進ゴム アスリート
パーク仙台
ナイトランニングステーション
（陸上競技場）
宮城野原公園
総合運動場

主催施設

事業名等

小学生スポーツデー
弘進ゴム アスリート
パーク仙台
（陸上競技場）
ベースボール型体育授業研究会
宮城野原公園
総合運動場
陸上競技指導者講習会

開催日時

事業内容

5/9（火） 10:00～12:30 年1回

楽天野球団との共催事業でスクールや野球以外の体験もして
もらう。

10:00～15:30（予定） 年1回

ソフトボールの基本動作や技術を学んでもらい、体育の授業に
活かしてもらうことを目的として開催する。

3/3（土） 10:00～15:00 年1回

陸上競技の基礎から競技力向上のための指導方法・安全管
理等について、理論と実技を学んでもらい、今後の競技及び指
導に役立ててもらうことを目的として開催する。

※スポーツ教室
○通年型・・・開催の曜日・時間は固定し1年間を通して開講する。技術力の向上とともに定期的な運動の機会を提供すことを目的とする。
○定期型・・・設定した期間の中で，複数回開講する。運動を継続するための動機付けを図り，基本技術の習得を目的とする。
○自由参加型・・・受講者の都合に合わせて、予約なしで参加できる1回ごとの教室。気軽に運動を楽しむ機会を提供することを目的とする。

３．仙台市・他団体との関連事業（予算額 ３，０００千円）
事業名等

事業内容

体育の日
マイタウン
スポーツデー

「体育の日」の事業として，各区マイタウンスポーツ協会と拠点館が連携し，各区スポ・レク祭を開催するとともに，在仙プロスポーツ球団と連
携し，各種スポーツ教室を開催する。その他，各施設の企画運営により「市民参加型イベント」を開催するほか，施設の無料開放等を実施
する。
＊共催/仙台市，各区マイタウンスポーツ協会

マイタウンスポーツ活動推進事業の一環として，「仙台」，「スポーツ」をキーワードにした投稿型のコミュニティサイトを運営する。
仙台市マイタウン
①スクール・イベントに参加しませんか？
スポーツ活動
②サークル・チームの参加者募集
推進協議会
③"今"が分かるスポーツブログ
ホームページ運営
以上，３カテゴリーの市民参加型情報サイト

プロスポーツ支援

在仙プロスポーツ球団が多くの市民に愛され，地域に根付いた球団となるように支援する。
仙台８９ERSサポート協議会及び仙台ベルフィーユサポート協議会の事務局を担う。仙台８９ERSサポート協議会については，バスケットボー
ルの新リーグスタートに伴い，サポート協議会も新しい組織作りを目指す。

満65歳以上の施設利用者を対象としたポイントカードシステムの普及
元気はつらつ
チャレンジカード※ （利用回数に応じて利用料金が無料になる制度）

せんだいスポーツ
トワイライトパス※

第35回
全日本
大学女子駅伝
対校選手権大会

午後5時以降に利用できるお得な施設利用定期券の普及
第1種 3,400円（温水プール及びトレーニング室利用可），第2種 1,900円（トレーニング室利用可）

仙台市共催事業への各種ランニングイベントで培ったノウハウをもとに運営を協力。
新しい仙台ブランドのスポーツイベントとし，杜の都仙台を舞台に平成17年より開催。
全国各地区の代表26チームによる大学女子日本一を決める大会。
平成29年10月29日(日)開催予定

宮城県・仙台市共催事業へ各種ランニングイベントで培ったノウハウをもとに協力。
平成23年より宮城・仙台を舞台に開催。
第37回
前年度成績上位8チームと予選会を勝ち抜いた14チームの計22チームによる実業団女子日本一を決める大会。
全日本実業団対抗
平成28年度より開催時期を12月から11月に変更して開催。
女子駅伝競走大会
平成29年11月26日(日)開催予定
※については利用料金の割引制度であり，施設設置者としての仙台市の事業である。事業団としては，施設の指定管理者としてカードの作成・配布，広報について
協力している。また，利用統計業務については事務局で取りまとめの協力をしている。

４．支援運営事業等（予算額 １６，０７４千円）
事業内容

事業名等

スポーツ大会
国際大会又は全国規模の大会の開催及び出場選手に対する助成を行う。
開催・派遣等助成
マイタウン
スポーツ
活動支援助成

学区民体育振興会または総合型地域スポーツクラブが主催するスポーツイベントに開催助成を行う。
運動会助成 １７，０００円以内
スポーツイベント開催助成 ２０，０００円以内(学区民体育振興会対象）
スポーツイベント開催助成 ５０，０００円以内（総合型地域スポーツクラブ対象）

総合型地域スポーツクラブの設立及び運営に対して助成する。
総合型
地域スポーツクラブ
創設助成金 ５０万円以内
育成助成
運営助成金 ３０万円以内
マイタウンスポーツ
５区マイタウンスポーツ協会の運営費を補助する。
協会運営補助
スポーツ団体の
事務局運営業務

仙台市体育協会，仙台市スポーツ少年団，仙台市学区民体育振興会連合会，仙台市マイタウンスポーツ活動推進協議会，５区マイタウン
スポーツ協会の各事務局運営業務を行う。

スポーツコミッション
スポーツイベントの誘致等による交流人口の拡大や地域の活性化を図ることを中心とし，併せて，スポーツに参加する機会の拡大やスポー
せんだい事務局運営
ツを支える環境の充実を図る事を目的に業務を行う。
業務
名義・共催等

各スポーツ実施団体の申請に基づき事業団の名義を（共催・後援）使用することにより事業実施を支援するもの。

Ⅱ スポーツ等の情報収集・提供及び調査・研究事業（定款第４条第１項第２号，第３号）
（予算額 ２，８４８千円）
事業内容

事業名等
河北ウィークリー
への情報掲載

毎月1～2回 年16回掲載予定
※河北ウィークリー／毎週木曜日 １回44万部程度発行

ホームページ
の運営

仙台市スポーツ振興事業団ホームページの運営。
インターネットサイト『仙台スポーツ情報ナビ（http://www.spf-sendai.jp）』を介して，事業団及び他団体の指定管理者が実施する各種事
業に関する広報を行うほか，公益団体として仙台市内の身近なスポ－ツ情報に関して広く取り扱う。

スポーツ等
情報収集・提供

市民の多様なニーズに対応するため，民間を含むスポーツ施設やスポーツ教室，同好会，イベント等の情報を収集し，スポーツに関する問
合わせに対して回答する。

Ⅲ 仙台市からの受託事業（定款第４条第１項第４号）
（予算額 ７８，１６９千円）
事業名等

事業内容
・スポーツ施設に関する総合案内窓口「スポーツナビゲーションセンターせんだい」の設置等

スポーツ施設等
運営総括業務
・民間指定管理者の導入に伴い施設間の管理運営，修繕及び利用に係る調整業務並びに広報等の実施

Ⅳ スポーツ施設の管理運営（定款第４条第１項第５号）
指定管理者として仙台市等のスポーツ施設の管理運営を行うもの

（予算額 １，２２０，９９２千円）

文化観光局施設の１６箇所２８施設、宮城県施設の１箇所２施設の管理運営、それ以外の文化観光局所管スポーツ施設及び建設局所管有料公園
の使用申込受付、使用料収納及び還付業務を行う。

指定期間及び所要経費
施

設

（単位：千円）
名

称

指

定

期

間

青葉体育館
仙台市武道館

平成２８年度所要経費
平成２９年度予算額

１５３，４８４

（スポーツ教室等経費

７，２１４）

平成２８年度～平成３２年度
平成２９年度予算額

川内庭球場
新田東総合運動場
（元気フィールド仙台）

平成２８年度～平成３２年度

出花体育館
高砂庭球場

平成２７年度～平成３１年度

若林体育館

平成２５年度～平成２９年度

２，５９７）

平成２９年度予算額

２８４，７２９

（スポーツ教室等経費

１８，０３４）

（スポーツ教室等経費
平成２９年度予算額

平成２８年度～平成３２年度

秋保体育館
長袋グラウンド
馬場グラウンド

平成２９年度～平成３３年度

２３，２５０
１，９３６）
４９，７６１

（スポーツ教室等経費

３，４７６）

平成２９年度予算額

２６７，８４０

（スポーツ教室等経費

１８，５１４）

平成２９年度予算額

泉総合運動場

泉海洋センター

（スポーツ教室等経費

平成２９年度予算額

カメイアリーナ仙台
（仙台市体育館）

２５，２５３

２４，４０５

（スポーツ教室等経費

２，０６９）

平成２９年度予算額

１５６，４５０

（スポーツ教室等経費

１１，０１７）

平成２９年度予算額

２６，５９８

（スポーツ教室等経費

１，８８４）

平成２９年度予算額

１３，１４１

平成２８年度～平成３２年度

北中山コミュニティグラウンド

（スポーツ教室等経費

屋内グラウンド
（シェルコムせんだい）

平成２７年度～平成３１年度

弘進ゴム アスリートパーク仙台
（陸上競技場）
宮城野原公園総合運動場

平成２９年度～平成３３年度

５２８）

平成２９年度予算額

１０７，８２８

（スポーツ教室等経費

３，８９７）

平成２９年度予算額

８８，２５３

（スポーツ教室等経費

４，９３９）

