
１．大会等開催事業（予算額　７，８５７千円）　

開催日時 事業内容

5月9日（日）

全国各地から約1万人を超えるランナーが集い開催する，都
市型ハーフマラソン大会。
前例のないコロナ禍での大会開催に向け，関係機関と協議
を重ねた結果，2021 年大会は新型コロナウイルス感染防
止対策を徹底し，大会規模を縮小して5月9日（日）に開催
することとなった。
【2021 大会の概要】
⚫開催種目をメイン種目の「ハーフマラソン」に限定し，
5km・2km の部及び関連イベントの開催を見合わせ。
⚫「三密」を避けるため，参加定員は4,000 人に削減。
⚫定員削減のによる収入減，新たな感染症対策による経費
増の影響により，参加料を車いすの部は11,000 円，それ以
外は12,000 円に改定。
⚫開催様式が通常と大きく異なることから，大会名を「仙台
国際ハーフマラソン大会 2021チャレンジレース」に変更し開
催。
※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25日（土）・26日（日）

市民の山「泉ヶ岳」を中心とした会場で開催される市民参加
型のアウトドアスポーツイベント。小学生やビギナーから経験
者まで幅広いレベルの方が楽しむことのできる5つの距離カ
テゴリーを設定。
また，初心者の方が安全にトレイルランを楽しめるよう登り方・
下り方，必要なアイテム，マナーなどの基本をプロトレイルラ
ンナーがレクチャーする「ツアー＆クリニック」も同時に開催。
※共催／仙台市・河北新報社

11月13日（土）・14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，チームのメン
バーとタスキを繋ぎながらフルマラソン(42.195km)の完走を
目指す。
小学生・中学生・ファミリーを対象とした10kmの部も同時に
開催。小学生から高齢者まで，幅広い世代が楽しめる秋の
市民運動会的なランニングイベント。
※共催／仙台市・仙台市陸上競技協会

２．大会教室等施設企画事業（予算額　８１，４５１千円）　

主催施設 事業名等 開催日時 事業内容

各種スポーツ教室
○通年型（16教室）
○定期型（18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

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。
【新規】小中学生対象バドミントン教室

1万人寒稽古 1月中～下旬

日本の伝統的な武道の行事である寒稽古を開催。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。
※宮城県公立武道館協議会との共催事業

【新規】
新シニア健康エクササイズ

通年　毎週月・水曜日　1期5回×7期
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。
5回1期として、参加者の運動習慣を促進する。

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。
施設スタッフの指導によるダンスや体操も実施。

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。

【新規】
からだリズム

通年　土曜日　午前　月2回開催
年間22回

施設スタッフが講師となり，リズム体操や自重での筋力トレー
ニングを指導する。

おでかけプログラム 通年　年3回（予定）
施設スタッフが市内各所へ出向き，ニュースポーツなどのプ
ログラムを用いて，スポーツ活動の場を提供。市民の皆様の
スポーツ活動のきっかけづくりに寄与。

令和3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）

事業名等

 仙台泉ヶ岳トレイルラン2021

 【会場】 スプリングバレー仙台泉スキー場 特設会場

 第11回仙台リレーマラソン

 【会場】 仙台市陸上競技場（弘進ゴムアスリートパーク仙台）
及び宮城野原公園総合運動場

 仙台国際ハーフマラソン大会
 2021チャレンジレース

 【会場】 仙台市陸上競技場（弘進ゴムアスリートパーク仙台）

＊(公財)日本陸上競技連盟 公認コース

青葉体育館
仙台市武道館



主催施設 事業名等 開催日時 事業内容

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
定期型：春，秋，夏休み等　1期1～6回

一般，ジュニア，親子等，各種年代のテニス教室を開催す
る。
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
が持てるよう通年で継続した教室を開催する。

【新規】
通年教室 ジュニアテニス大会

10/24（日)   9：00～15：00　年1回
通年教室参加者向けのゲームへの参加体験を目的とする
大会を開催する。

川内シニアカップ
5/9 （日） 1回 9：00～17：00　年1回
（予備日5/23 （日））

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
10/17（日）　 8:00～18:00　年1回
（予備日 10/31（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

9/4（土）　10:00～12:00 　年1回
（予備日 10/2（土））

サークルや部活動等において，指導者を目指す方への講習
を行う。

【新規】
小中学生ソフトテニス講習会

11/14 (日)　10:00～12:00　年1回 小中学生を対象としたソフトテニスのワンポイントレッスン。

各種スポーツ教室
○通年型（18教室）
○定期型（14教室）

通年型：週1回
定期型：1期2～10回

水泳・アクアビクス等プール教室，ヨガ・キッズ体操等フロア
系教室の他，スケートボード・アーチェリー・ボルダリングといっ
た施設の特性を活かした教室を含め，多世代向けの多種多
様なスポーツ教室を開催する。

シニア健康エクササイズ
通年開催　木曜日
13:30～14:30

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・
増進等を図るシニア向けプログラム。

シニア健康水中運動
通年開催　月曜日　月1～2回
10:30～11:20

運動内容や負荷を工夫した水中運動を行い，健康の維持・
増進等を図るシニア向けプログラム。

キッズスポーツデー
通年開催　火曜日　月1～2回
9:30～11:30

親子で一緒に楽しく遊んでもらえる場を提供するとともに，毎
回，趣向を凝らした遊び場や，親子で身体を動かして楽しめ
るプログラムを開催する。

【新規】
小学生スポーツデー

通年開催　曜日不定　月1～2回
16:30～17:30

小学生を対象に，様々なスポーツ種目をとおして，興味のあ
る種目を体験したり，基礎体力の向上を目的に開催する。

【新規】
英語でコーディネーション

短期　1期6回　2期
（年中長）15：30～16：20
（小1・2）16：40～17：30

ベガルタ仙台レディース元監督千葉氏の指導によるプログラ
ム。
基礎的な運動能力の向上を目指すと共に，英語でコミュニ
ケーションを図ることでスポーツに付加価値を付けた教室を
開催する。

ボルダリング体験会
通年開催　日曜日　月1～2回
13:45～16:30（※1日2回開催）

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。

ボルダリング体験パック
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。
要望に応じて随時開催する。

アーチェリー検定会
教室終了後に開催
年3～4回

アーチェリー教室の修了者を対象に検定会を行い， 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
4月～12月開催　平日　月1回
9:15～12:00

市民球場の外野部分を活用し、地域の方々へグラウンド・ゴ
ルフを楽しむ場を提供する。

男女混合バレーボール大会 年1～4回(土・日・祝)
バレーボールを始めたばかりの方でも気軽に参加できるよう，
対象を男女混合として，競技性よりも「楽しむ」ことを目的とし
た大会を開催する。

仙台89ERS
バスケットボールスクール

通年開催　月曜日
小学1～3年生
小学4～6年生

プロチームのコーチによる指導。
バスケットボールの基礎・応用技術の習得を目指す。
※仙台89ERSとの共催事業

障がい者スポーツ教室
年5～10回　土曜日・日曜日・祝日
午前・午後

日ごろスポーツに親しむことの少ない，障がいのある方々へ
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

おでかけプログラム 通年　年3回（予定）
施設スタッフが市内各所へ出向き，ニュースポーツなどのプ
ログラムを用いて，スポーツ活動の場を提供。市民の皆様の
スポーツ活動のきっかけづくりに寄与。

川内庭球場

新田東総合運動場
(元気フィールド仙台)



主催施設 事業名等 開催日時 事業内容

新田学区ソフトボール大会
11/3（祝・月）　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。
※新田学区民体育振興会との共催事業

地域スポーツ指導者講習会 年3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。

各種スポーツ教室
○定期型（7教室）

1期5～8回　4期～5期開催
幼児・小学生向けのサッカー，一般向けのヨガ・ピラティス
等，多世代向けの多種多様なスポーツ教室を開催する。
【新規】バレトン，セルフボディメンテナンス

アンチエイジングプログラム 通年開催　火曜日　11:00～12:00
一般向け健康づくり体操。ストレッチ・ウオーキングなど運動
を不足解消し，健康増進を目的とする。

シニア健康エクササイズ 通年開催　火曜日　9:30～10:30
シニア向け健康づくり体操。ストレッチ・ウオーキングなど，介
護予防や健康増進を目的とする。

親子で運動遊び
11/13(土)　2/19(土)　年2回
①2.3歳児　10：00～10：45
②4.5歳児　11：00～11：45

親子（幼児）を対象にボールを使用した運動を取り入れ，運
動神経の向上を目指す。

普通救命講習 10/18（月）　9:00～12:00　年１回 救命活動に関する知識と技能の習得を目的に開催する。

各種スポーツ教室
○通年型(7教室)
　※うち5教室は2コマ開催
○定期型（6教室）

通年型：平日開催　年30～48回
定期型：平日開催　1期6～10回

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・テニス など多世代向けの多種多様なスポーツ教室を開
催。

シニア健康エクササイズ
通年開催　木曜日
9:30～11:45　年40回程度
（※1回1時間×２コマ開催）

気軽に参加できる予約不要のプログラム。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。

女子サッカー交流大会
（ソルカップ）

7月　9:00～12:00（予定）
年1回

競技力向上と女子サッカーの普及・振興を目的に開催。

ナイトランニングステーション
通年開催
4月～10月（火）～（金）19:00～21:00
11月～3月（火）・（金）18:00～21:00

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15回程度
陸上競技専門の指導者のもと，仙台国際ハーフマラソン大
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。

キッズスポーツフェスティバル
5月・9月　（平日）　10:00～12:00
年2回

主に未就学児を対象とし、天然芝フィールドにニュースポー
ツ用具や遊具を設置し，自由開放。
指導員による子供向けダンスや軽体操の指導時間もあり。

朝ヨガ 7月　7:00～8:00　年１回 天然芝フィールドで朝に行うヨガイベント。

小学生陸上クリニック 7月　10:00～15:00　年１回
陸上競技の基本動作である『走る』『跳ぶ』『投げる』の3種目
について体験しながら、それぞれのコツを学ぶ。

小学生ランニングスクール 7月・8月　10:00～11:00　年8回
短時間・少人数での開催により，より深く，専門的にランニン
グの基礎知識について学ぶことで競技力向上を目指す。

テニス体験会 7月　10:00～12:00　年１回 一般の初心者を対象としたテニス体験会。

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

RUNNET　Reley　Race
8月　19:00～22:00（予定）
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。

楽天イーグルス
駅伝・マラソン大会

2月　7:00～17:00（予定）
年1回

陸上競技場と楽天生命パーク宮城を会場とし，小学生向け
の駅伝・マラソン大会を開催。
※楽天野球団との共催事業。

楽天親子野球教室 8月　15:00～17:00　年1回
楽天イーグルスのスクールコーチによる野球教室。
※楽天野球団との共催事業。

楽天チアダンス教室 8月　15:00～17:00　年1回
東北ゴールデンエンジェルスによる指導のもと，チアダンスを
体験してもらう。
※楽天野球団との共催事業。

新田東総合運動場
(元気フィールド仙台)

仙台市陸上競技場
（弘進ゴムアスリート

パーク仙台）

宮城野原公園総合
運動場

出花体育館
高砂庭球場



主催施設 事業名等 開催日時 事業内容

楽天弟子入り職場体験
4月・5月　（平日）　10:00～15:00
年3回

スポーツ体験及び職場体験。
※楽天野球団との共催事業。

ベースボール型
体育授業研究会

10:00～15:30（予定）　年1回

小学校教員を対象とした体育授業研修会。ソフトボールの基
本動作や技術を学んでもらい，授業に活かしてもらうことを目
的として開催。
※楽天野球団との共催事業。

陸上競技指導者講習会 9:00～12:00　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。

【新規】
宮城野原スポーツデー

9:00～12:00　年1回
障がい者・関係者を対象とした専用器具の設置・使用体験
および練習会を開催。

各種スポーツ教室
○通年型（3教室）
○定期型（5教室）

通年型：平日開催　年30～32回
定期型：平日開催　１期6～10回

バドミントン・経絡ヨガ・有酸素フィットネス・ママシェイプアッ
プ・フットサルスクール・陸上クリニック・ダンススクール等，多
世代向けの多種多様なスポーツ教室を開催する。

第28回仙台市カップ
小学生バスケットボール大会

8/27（金）～29（日）
9/3（金）・4（土）

バスケットボールを通して小学生の健全育成・交流を図る。

家族スポーツデー 11/13（土）　　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。

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，手作り遊具などを使い，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
シニア向けの予約不要のプログラム。
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
仙台市ミニテニス協会の指導による、基本的な技術を中心
としたレベルに応じた内容のレッスン。

若林区地域スポーツ指導者
ミニテニス研修会

11/20（土）　9:00～12:00 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

6/27（日）　9:00～12:00 スポーツ指導に役立つ実技，講話等。

各種スポーツプログラム
○通年型（21プログラム）
○定期型（57プログラム）
○当日チケット購入型
　（9プログラム）

通年型：平日開催　年32～38回
定期型：平日開催　2期～4期
当日チケット購入型：平日開催
　　　　　　　　　　　　 年18～36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。
コロナ禍において，予約なしで参加できるフリー参加型プログ
ラムは事前予約制で当日チケット購入型とし，継続して開催
する。
【新規】ボディメイクエアロ，サルセーション

シニア健康エクササイズ

通年　水曜日
①9:15～10:15
②10:45～11:45
年35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。
これまでのフリー参加型を事前予約制で当日チケット購入と
し，定員を管理し継続する。

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を
企画し，親子共々身体を動かすことを楽しんでもらう。
これまでのフリー参加型を事前予約制で当日チケット購入と
し，定員を管理し継続する。

ファミリースポーツデー 9/26（日）　9:30～15:45

地元商店会が開催する「とみざわマルシェ」と同じ日に，ファ
ミリーでの参加をメインにした地域密着型スポーツイベントを
開催する。
第1競技場は主に小学生以上，第2競技場は未就学児を対
象とし，家族で楽しめるよう種目を設定。

第28回仙台市カップ
小学生バスケットボール大会

8/28（土）・29（日）
9/4（土）・5（日）

バスケットボールを通して小学生の健全育成・交流を図る。

第28回仙台市カップ
小学生バレーボール大会

11/20（土）・21（日） バレーボールを通して小学生の健全育成・交流を図る。

佐藤あり紗の
2個バレーボール大会

8/1（日）
オリンピック代表の佐藤あり紗さんによる2個バレーボール大
会。2個バレーボールの普及，及び競技を通して参加者のコ
ミュニケーションを図る。

地域スポーツ指導者講習会 時期等未定　年1回（予定）
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。

仙台市陸上競技場
（弘進ゴムアスリート

パーク仙台）
宮城野原公園総合

運動場

仙台市体育館
（カメイアリーナ仙台）

若林体育館



主催施設 事業名等 開催日時 事業内容

アクティブシニア向け
栄養セミナー

時期等未定　年1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。

乳幼児期の栄養セミナー 時期等未定　年1回（予定）
成長期に必要な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。

おでかけプログラム 通年　年20回（予定）
施設スタッフが市内各所へ出向き，ニュースポーツなどのプ
ログラムを用いて，スポーツ活動の場を提供。市民の皆様の
スポーツ活動のきっかけづくりに寄与。

各種スポーツ教室
○通年型（4教室）
○定期型（1教室）

通年型：年24～45回
定期型：１期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スポーツ教室を開催
する。

秋保地区
親睦バレーボール大会

 11/21日（日） 9：00～17：00 年1回
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的
とする。

バレーボール審判講習会  11/12（金） 18：00～21：00 年１回
秋保地区親善バレーボール大会参加者を対象に8人制バ
レーボールの審判知識を身に付け，大会で実演をしていただ
く。

【新規】
普通救命救急講習会

 7/16（金） 9:00～12:00　年1回
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，太白区消防署秋保出張所救急隊によるＡＥＤ講習を含
めた救命講習を実施。

【新規】
バレーボール技術講習会

 8月～9月 9:00～12:00　年1回
秋保地区親善バレーボール大会参加者を対象に，リガーレ
仙台の選手による実技講習会を実施。講習会後は公開練
習を見学。

トレッキング
～新緑をもとめて～

5/14 （金）
9:00～13:00

道先案内人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，植物の芽吹きや野生
動物の痕跡を探す。
※屋内グラウンド・秋保体育館の2施設共催事業。

ノルディックウォーキング 6/11（金）　10:00～12:00　年1回
主に秋保地区を中心にウォーキングし，軽運動で身体を動
かし楽しみながら、健康の保持増進を図る。

【新規】
あきう「野尻」川遊び

【夏期】
8/22（日）　　※秋保町野尻で開催
日曜日　9：30～14：00　年1回

秋保地区の資源を有効に活用し，普段都市生活では味わえ
ない山里の地域文化を体験してもらい，地域活性化に貢献
する。【魚とり・水中観察・ビニールボート・カヌー・ドラム缶風
呂等体験】

太白区マイタウン
陸上プロジェクト

4月～12月　※長袋グラウンドで開催
土曜日　9:00～12:00　年18回
【冬期】1/15・2/26・3/5・3/26
※秋保体育館で開催
土曜日　9:00～12:00　年4回

陸上競技をとおし，基礎運動技能の向上を図り，子どもたち
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」
を身に付けることを目的とする。
※太白区マイタウンスポーツ協会との共催事業

秋保地区
スポーツレクリエーション大会

2/20（日）　9：00～17：00  年1回

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，運
動への動機付けを図ることを目的とし，誰でも気軽に参加で
きるニュースポーツを町内会等地区対抗の形式で開催す
る。
※秋保総合支所との共催事業

グラウンド・ゴルフ交流大会 6月/9月　9：00～12：00  年2回
競技方法を工夫し，参加者同士，試合を通じてグラウンド・ゴ
ルフの楽しさを体感し交流を図る。
※秋保地区老人クラブ連合会との共催事業

秋保地区
老人クラブレクリエーション
「健康まつり」

10/1（金）　9：00～12：00  年1回

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。
※秋保地区老人クラブ連合会との共催事業

各種通年型スポーツ教室
（28教室）

毎週開催（日曜除く）
※屋外事業は冬期休みあり

ヨガ等の屋内フィットネス系プログラムを中心に，子ども向け
では体操系の教室や卓球，バドミントン，サッカー，テニスの
教室を開催。大人向けのテニス教室ではレベル別にクラスを
設定。総合運動場の特色を生かした様々な種目・会場で事
業を展開していく。
【新規】仙台89ERSバスケットボールスクール
          ※仙台89ERSとの共催事業

シニア健康エクササイズ 毎週金曜日／9:45～11:15
ストレッチやウォーキング，筋力トレーニング等のプログラムを
中心に，介護予防に役立つ運動を行う。

ゆるらくエクサ 毎週木曜日／10:00～10:30
施設スタッフの指導のもと，運動習慣が身につくように週替わ
りで色々なプログラムを提供する。

さたでいスポーツ 年12回／土曜日／10:00～15:00
体育館でバドミントンや卓球，バスケットボール，トランポリン
等を自由に楽しめるイベント。

仙台市体育館
（カメイアリーナ仙台）

泉総合運動場

秋保体育館
馬場グラウンド
長袋グラウンド



主催施設 事業名等 開催日時 事業内容

ちびっこ遊ぼうDAY 年6回／火曜日／10:00～11:30
転んでも大丈夫な畳敷きスペースに設置された室内遊具
で，自由に遊びまわれる未就学児対象イベント。

おやこdeあそびっとねす 年6回／10:00～12:00
元なでしこリーガー中田氏を講師に迎え，未就学児を対象に
した親子参加型イベントを体育館で実施。

ベガルタ仙台
親子サッカー教室

5/16（日）　9:30～12:30
ベガルタ仙台のスクールコーチ指導のもと，親子でコミュニ
ケーションをとりながらボール遊びやミニゲームなどを行う。

【新規】
親子カヌー体験教室

5/30（日）　9:00～12:00

自然に囲まれた大倉ダム周辺を会場に，カヌーの基本操作
をはじめ，水遊び等の安全とマナーについても学ぶ。
※泉総合運動場・泉海洋センター・北中山コミュニティグ
ラウンドの3施設共催事業。

男女混合バレーボール大会
6/27，11/28，2/27(各日曜)
9:00～17:00

男女混合の6人制バレーボール大会。
18歳以上の男女を対象に地域のバレーボール愛好者から
競技者まで幅広く参加。

【新規】
ヨガ・ZUMBAイベント

8/12（木）　10:00～16:00
通年型教室が休講となるお盆期間を利用し，ヨガやZUMBA
を単発イベント形式で開催する。

3x3バスケットボール大会 12/12（日）　9:00～17:00
オリンピック種目になった3人制バスケットボールをビギナーで
も楽しめるオリジナルルールで開催する。

1万人寒稽古 1/8(土)～9(日)／主に午前中
各師範らの指導のもと，年始に一斉稽古を行う。
※宮城県公立武道館協議会との共催事業

弓道指導者研修会
（地域スポーツ指導者講習会）

3/6（日）　9:00～12:00 弓道の指導者として必要な知識や技術の基礎を学ぶ。

おでかけプログラム 事前申込制／1回あたり2時間程度
施設スタッフが市内各所へ出向き，ニュースポーツなどのプ
ログラムを用いて，スポーツ活動の場を提供。市民の皆様の
スポーツ活動のきっかけづくりに寄与。

各種スポーツ教室
○定期型(5教室）

1期6～8回開催
バドミントン・卓球・小学生バドミントン・体幹ヨガ等，多世代向
けの多種多様なスポーツ教室を開催する。

【新規】
カヌー体験教室

5/30（日）　9:00～12:00

自然に囲まれた大倉ダム周辺を会場に，カヌーの基本操作
をはじめ，水遊び等の安全とマナーについても学ぶ。
※泉総合運動場・泉海洋センター・北中山コミュニティグ
ラウンドの3施設共催事業。

ファミリースポーツデー 6/20（日）　9：30～15：30
市民のニーズに合わせて種目を決め，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づくりの動機付けを行う。

泉海洋センター杯
ミニバスケットボール新人大会

大規模改修実施のため中止
（令和3年8月～令和4年3月）

小学5年生以下の男女を対象に，泉区新人大会として開
催。他チームとの交流や競技力向上を図る。

泉海洋センター杯
小学生剣道大会

大規模改修実施のため中止
（令和3年8月～令和4年3月）

泉区剣道連盟剣友会の小学生を対象とした団体戦・個人戦
を開催する。
※泉区剣道連盟との共催事業。

普通救命講習会
大規模改修実施のため中止
（令和3年8月～令和4年3月）

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
大規模改修実施のため中止
（令和3年8月～令和4年3月）

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区バスケットボール
協会による講習会を実施。

各種スポーツ教室
○定期型（2教室）

夏休み・平日開催・1期：4～6回
夏休み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，運動不足解消を目的とする。

大人の遠足ノルディック(初級)
大人の遠足ノルディック(中級)

5/28（金）・10/29（金）　9:30～12:30
6/18（金）・11/19（金）　9:30～12:30

水の森、桂緑地公園などの散策スポットに赴き、ノルディック
ウォーキングを通して，体力増進と参加者同士の親睦を深
める。また、健康管理，体力づくりのきっかけづくりを目的とし
開催する。

目指せ1等賞！
子どもかけっこ教室

5/1（土）　9:30～11:45
運動会前に正しい走り方を学び，かけっこ1等賞を目指す。
また、小学校低学年から走り方を学び，他のスポーツへの応
用を目指す。

【新規】
カヌー体験教室

5/30（日）　9:00～12:00

自然に囲まれた大倉ダム周辺を会場に，カヌーの基本操作
をはじめ，水遊び等の安全とマナーについても学ぶ。
※泉総合運動場・泉海洋センター・北中山コミュニティグ
ラウンドの3施設共催事業。

元気回復！　体力作り！
健康ジョギング教室

10/9（土）・16(土)　10:00～12:00
ジョギングを始めてみたい方に，正しいフォームや呼吸法を
習得しつつ，健康を意識し体力づくりを目指す。

泉総合運動場

北中山
コミュニティグラウンド

泉海洋センター



主催施設 事業名等 開催日時 事業内容

脳を鍛える趣味の指編み教室
11/17（水）・24（水）・12/1（水）
9:00～12:00

冬に入る前の編み物教室。かぎ針や編み棒を使わず，手軽
な指編みでマフラーやストールなどを作成する。

北中山コミュニティグラウンド杯
グラウンド・ゴルフ大会

11/8（月）
9:30～12:00

普段、北中山コミュニティグラウンドを利用して，グラウンド・ゴ
ルフをしている地域の団体を対象にグラウンド・ゴルフ大会を
開催し，地域の交流・親睦さらに，スポーツの振興を図る。

北中山コミュニティグラウンド杯
サッカー大会

3/12（土）・13（日）　9:30～17:00
中学1～3年生を対象としたサッカー大会。審判・大会運営
は，各チームより協力をいただき、親睦を深める目的で試合
を行う。

ローズガーデン祭と一緒に
ニュースポーツを楽しもう！

4/24(土)、25(日)
10:00～15:30

近隣施設、社会福祉法人太陽の丘福祉会・仙台ローズガー
デンと共催。ローズガーデン春祭りに合わせ，ニュースポーツ
を実施し，障がい者と健常者の触れ合いの場を提供する。

ローズガーデン杯
低学年サッカー大会

10/23（土）・24（日）　9:30～17:00

近隣施設、社会福祉法人太陽の丘福祉会・仙台ローズガー
デンと共催。ローズガーデン秋祭りに合わせ、北中山コミュニ
ティグラウンドを利用するサッカーチームの，小学１～3年生
を対象としたサッカー大会を行う。

初級救命救急講習会 9/15（水）　9:00～12:00
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(10教室)
○定期型（10教室）
〇フリー参加型（2教室）

通年型：平日開催　年32回
定期型：平日開催　1期：5～8回

小学生から一般までを対象としたテニス教室や，一般女性
向けエクササイズ，幼児から小学生対象の体操教室，さらに
親子（保護者とベビー・保護者と幼児）で参加できる教室な
ど，幅広い年齢層を対象とした多種多様なスポーツ教室を
開催する。
【新規】格闘エクササイズ，テニスを始めよう！，フットサルス
クール，キッズ運動クラブ，キッズダンス

楽天イーグルス
アカデミーコーチによる
親子野球教室

日曜日
Ⅰ期(7/4)　Ⅱ期(11/21)
Ⅲ期(3/13）　9:00～12:00

楽天イーグルスアカデミーコーチによる指導で，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，子供たちの運動能力の向上を
支援する。

第19回シェルコムカップ
フットサル大会

6/6 （日）
9:00～17:00

小学1年から3年生を対象とし，1チーム5～10名の16チー
ムで，リーグ戦及び決勝トーナメントにより優勝を目指す。

【新規】
グラウンド・ゴルフを始めよう！

火曜日 年5回
（4/20・4/27・5/11・5/18・5/25）
9:00～12:00

これからグラウンド・ゴルフを始めようとしている方を対象に，
ルールとプレーの楽しさを学んでもらいながら，技術の向上を
目指す。

グラウンド・ゴルフを楽しもう！！
木曜日 通年　全40回程度
9:00～12:00

グラウンド・ゴルフ愛好者が，プレーを楽しむことや，技術の向
上を目指す。

グラウンド・ゴルフを楽しもう！！
大会

木曜日 年4回
（6/17・9/9・12/23・3/3）
9:00～12:00

「グラウンド・ゴルフを楽しもう！！」に参加している方を対象
に，普段の練習成果を発揮し，楽しみながら競い合ってもら
うために開催する。

みんなでジャンプ！
シェルコム大会

12/11 （土）
9:00～17:00

泉区内の小学生を対象にチーム対抗戦の長縄跳び大会を
行う。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。
※泉区中央市民センターとの共催事業。

スポーツ・レクリエーション
フェスティバル

9/17 （金）
6:00～17:00

ニュースポーツの体験を通じて障がい者がスポーツを楽しむ
機会を支援する。
※仙台市手をつなぐ育成会との共催事業。

レディースフットサル大会
6/5（土）
6:00～17:00

小学生女子から一般女性のフットサル愛好者に，試合をとお
してプレーを楽しんでいただく。お子さんのいるスポーツ愛好
者の女性を支援する。
※泉パークタウンＳＰＯ＆ＣＯＭクラブとの共催事業。

ＤＵＯ杯フットサル大会
1/8（土）
6:00～17:00

小学生・一般女性のフットサル愛好者に，試合をとおして技
術を競いプレーを楽しんでいただく。
※泉パークタウンＳＰＯ＆ＣＯＭクラブとの共催事業。

ＤＵＯ杯ソフトボール大会
10/31（日）
6:00～17:00

一般のソフトボール愛好者に，試合をとおしてプレーを楽しん
でいただく。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。
※泉パークタウンＳＰＯ＆ＣＯＭクラブとの共催事業。

楽天ベースボールスクール
水曜日 通年　全40回程度
17:00～22:00

元プロ野球選手の指導により，レベルの向上を目指す。
※楽天野球団との共催事業。

楽天キッズベースボール大会
土曜日 年3回
(5/22・8/7・11/27)
6:00～22:00

少年野球チームに所属の小学1年から3年生を対象に，試
合を通して野球を楽しんでもらう。
※楽天野球団との共催事業。

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）



主催施設 事業名等 開催日時 事業内容

楽天チアリーディングイベント
11/21（日）
13:00～22:00

全チアガールが一堂に集まり，日頃の成果を発表する。
※楽天野球団との共催事業。

トレッキング
5/14 （金）
9:00～13:00

道先案内人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，植物の芽吹きや野生
動物の痕跡を探す。
※屋内グラウンド・秋保体育館の2施設共催事業。

スポーツ指導者講習会
「ケガ予防とテーピング講習会」

8/1（日）
9:00～12:00

ケガ予防について学び，予防のためとケガした後のテーピン
グ技術を学ぶ。

※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。
○フリー参加型・・・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。

屋内グラウンド
（シェルコムせんだい）



事業名等

マイタウン
スポーツデー

プロスポーツ支援

元気はつらつ
チャレンジカード※

せんだいスポーツ
トワイライトパス※

第39回
全日本

大学女子駅伝
対校選手権大会

第41回
全日本実業団対抗
女子駅伝競走大会

４．支援運営事業等（予算額　１７，３４９千円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業名等

スポーツ大会
開催・派遣等助成

マイタウン
スポーツ

活動支援助成

総合型
地域スポーツクラブ

育成助成

スポーツ団体の
事務局運営業務

スポーツコミッション
せんだい

事務局運営業務

名義共催・後援等

事業内容

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
ポーツを支える環境の充実を図る事を目的に業務を行う。また，「せんだいスポーツボランティアステーション」では，スポーツボランティア
の情報発信と募集受付，各種研修会等の開催案内等を配信し，スポーツボランティア活動を希望する多くの方々が関われるよう支援す
る。

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

３．仙台市・他団体との関連事業（予算額　３，０００千円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（スポーツ活動助成金）
　　国際又は全国規模の大会の仙台市内での開催及び市外で開催される全国規模以上の大会に出場する選手に対する助成を行う。
（国際スポーツ大会ジュニアアスリート派遣助成金）
　　国際大会に出場する仙台市在住のジュニアアスリートに対する助成を行う。

学区民体育振興会が主催する運動会や地域団体が主催するスポーツイベントの開催助成を行う。
（学区体振対象）
　・運動会開催助成金　17,000円以内
　・スポーツイベント開催助成金　20,000円以内
（総合型地域スポーツクラブ対象）
　・スポーツイベント開催助成金　50,000円以内

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。

創設助成金　50万円以内
運営助成金　30万円以内

仙台市スポーツ協会，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。

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　3,500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）

仙台市共催事業へ仙台国際ハーフマラソン大会等の開催で培ったノウハウをもとに運営を協力。
仙台市での開催は，今年で17回目を迎え，「杜の都駅伝」という愛称も定着。
晩秋の杜の都仙台を舞台に，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。

10月31日(日)開催予定

宮城県・仙台市共催事業へ仙台国際ハーフマラソン大会等の開催で培ったノウハウをもとに運営を協力。
宮城県・仙台市を舞台に開催され，今年で11回目を迎える実業団女子日本一を決める大会。
前年度上位8位までに入賞したシードチームと，予選会通過14チームの計22チームが駅伝女王の称号をかけて競う。

11月28日(日)に開催予定

※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。

事業内容

「10/１第１日曜日」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

 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。
・Ｂリーグに属する仙台８９ERSホームタウン協議会の事務局を担う。
・プロ3球団の支援組織で構成する仙台プロスポーツネットの事務局を担い3球団連携を進めながら、仙台のプロスポーツ発信の役割を
担う。

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
（利用回数に応じて利用料金が無料になる制度）



　　　 （予算額　２,７５４千円）

事業名等

河北ウイークリー
への情報掲載

ホームページ
の運営

スポーツ等
情報収集・提供

（予算額　８９，２１５千円）

事業名等

Ⅲ　仙台市からの受託事業（定款第４条第１項第４号）　　　　　　　　　　　

事業内容

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）

事業内容

毎月1～2回　年16回程度掲載予定
※河北ウイークリーせんだい／毎週木曜日発行（１回44.4万部程度発行・配布）

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（httpｓ://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。
平成31年3月にサイトをリニューアルし，スマートフォンに対応させる等，利用者の利便性を向上させるとともに，令和2年1月に開設した
Facebookと連動させた情報発信を行っている。

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。

スポーツ施設等
運営総括業務

・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」の運営

・市内スポーツ施設の管理運営，修繕及び利用に係る調整業務並びに広報等の実施



指定管理者として仙台市内のスポーツ施設の管理運営を行うもの （予算額　１，４２４，２７０千円）

指定期間及び所要経費 （単位：千円）

指　定　期　間 令和３年度所要経費

令和３年度予算額　　１７３，８６５

（スポーツ教室等経費　７，７５１）

令和３年度予算額　 　３０，５９７

（スポーツ教室等経費　２，７４３）

令和３年度予算額　　３３８，５２１

（スポーツ教室等経費　１７，９８３）

令和３年度予算額　 　２９，１８７

（スポーツ教室等経費　２，８３１）

令和３年度予算額　　９３，２２６

（スポーツ教室等経費　６，６９７）

令和３年度予算額　 　５６，３７３

（スポーツ教室等経費　３，４４３）

令和３年度予算額　　２９９，７８０

（スポーツ教室等経費　１６，３５３）

令和３年度予算額　 　２８，８８０

（スポーツ教室等経費　２，４４８）

令和３年度予算額　　２０５，３４１

（スポーツ教室等経費　１２，７８６）

令和３年度予算額　　３０，５８１

（スポーツ教室等経費　　　５６３）

令和３年度予算額　　１８，８３６

（スポーツ教室等経費　　　７９４）

令和３年度予算額　　１１９，０８３

（スポーツ教室等経費　７，０５９）

若林体育館 平成３０年度～令和４年度

青葉体育館
仙台市武道館

屋内グラウンド
（シェルコムせんだい）

令和２年度～令和６年度

仙台市体育館
（カメイアリーナ仙台）

令和３年度～令和７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～令和３年度

泉総合運動場

令和３年度～令和７年度泉海洋センター

北中山コミュニティグラウンド

令和３年度～令和７年度

川内庭球場

新田東総合運動場
 （元気フィールド仙台）

施　設　名　称

仙台市陸上競技場
（弘進ゴム アスリートパーク仙台）

宮城野原公園総合運動場
平成２９年度～令和３年度

令和３年度～令和７年度

出花体育館
高砂庭球場

令和２年度～令和６年度

  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。

Ⅳ　スポーツ施設の管理運営（定款第４条第１項第５号）


