
クラブ名 特徴 活動内容 これから その他

1 多賀城市民スポーツクラブ

令和3年4月から第5期目の指定管理者として、施設の管理と運営、事業

の企画・運営を行っています。

短期教室、各種大会・イベントは、事業規模の縮小、施設収容人数に合わせた定員

の設定、用具の消毒作業など、職員や指導者のほか、参加者にも感染症対策を徹底

しながら、活動をしています。様々な場面で制限のある生活を送っていることか

ら、身体を動かす場所、機会があって良かったとのお声をいただいています。

学校の部活動支援について、とても関心のある内容ではあるものの、関

連するそれぞれの立場の考えがさまざまなので、簡単にはいかないと

思っています。

2 いしこしENJOYクラブ

定期的に開催しているサークル活動をはじめ，大人を対象とした「パークゴルフ教

室」や大自然を満喫しながらの「ウォーキング教室」，他町の方々と交流を兼ねた

「グラウンドゴルフ大会」，教養を養う「文化講座」、小学生を対象とした「キッ

ズ教室」等を開催しております。公民館やスポ少との共催事業も行っており、交流

の場が広がっております。ニュースポーツ用具の貸し出しも行っており，地域の皆

さんの健康作りと仲間づくりのお手伝いをしています。

サ ー クル：レクダンス、太極拳、卓球、トランポリン、サッカー、グランドゴル

フ、ママさんバレー、軽運動

教　　  室：ヨガ教室、ノルディックウォーキング教室、短期教室：ウォーキング

教室、キッズ教室、文化講座、パークゴルフ移動教室、ボーリング移動教室、共催

事業：登山、子ども体力テスト等

今は例年実施できていた行事を、会員・非会員の皆さんと安心して行え

るように願うばかり

です。

7 NPO法人かみジョイ

・2019年に町内の２つの総合型クラブが統合して出来たクラブ。

・スポーツだけでなく文化的な活動も行っており、町内のみならず町外

の会員もいる。

・ジュニアスクール（器械運動、カヌー等）

・サークル（硬式テニス、フットサル、タグラグビー）

・教室（アロママッサージ、ヨガ、エアロビクス、トレッキング、

ウォーキング、健康マージャン、なんでもチャレンジ広場等）

・その他イベント（小学生や親子向け、会員向け、屋外イベント）

・４月にInstagramアカウントを開設したので、既存のＨＰとFacebookと併せて活

用し、より多くの人達に総合型地域スポーツクラブの活動について、スポーツの楽

しさ等を発信していきたい。

・運動が苦手な子どもたちに向けての働きかけを学校を巻き込んで行っていきた

い。

・今年度初めて屋外でのヨガイベントを開催したので、今後も継続していきたい。

・イベントには、一般の町民の方やＳＮＳを見た町外の方

の参加もある。

・「新しい生活様式」に沿って、実際に同じ会場で顔を合

わせて他のクラブの方達との交流をとりたい。

8
なかだスポーツクラブ

“パティオ”

団体会員は認めず，全て個人会員のみで組織している。個人であれば市

外県外どこでも受付している。今年度の特徴は高齢者の男性会員の活動

が目立つことである。

新型コロナウイルス感染拡大予防のため３密対策をしっかり取ることを

大前提とし，５サークル１０教室で活動。年度初めである４月から５月

に登米市教育委員会より屋内施設利用中止の指示があり，新規および継

続会員の確保の機会を失い収入の大幅減につながっている。新規事業も

新型コロナで足止めされる不安もあり，なかなか進められない状況であ

る。

会員増につながるプログラムの作成に並行し既存教室の見直し

他のスポーツクラブと重ならない，しかも予算内のインストラクターの

発掘

会員減の現状でも当然，新型コロナ対策をしっかりさぜる

を得ないが，それに掛かる経費も頭が痛いところである。

10
とよさとマイ・タウン

クラブ

○他の市町からも会員を受け入れている。

○中学校部活動と連携して、部活動時間以外での練習のサポートをして

いる（クラブのサークルへの参加等）。

【教室】エアロビクス・健康体操・レクダンス・気功太極拳・ヨガ・よさこい・ヒップホップ

【サークル】バドミントン・ビニールバレー・ソフトバレー・卓球・ボクシング・バスケット・

ヨガ・パッチワーク

○新型コロナ感染症拡大予防の為に、昨年度は移動して開催する事業の大半が中止となったが、

今年度より少しずつ再開している。どんな活動をしていても、感染者が出たら……という不安が

ある。今までのように企画して運営していくのはまだまだ先のような気がする。

　少しずつ、前のようにクラブ運営ができればと思う。今まで以上に会

員のみなさんに「楽しい」を提供できればと考えている。

なかなか連絡協議会に参加できず申し訳ありません。

11
たじりコミュニケー

ションクラブスポ楽

当クラブは、フットサル、バドミントン、パドルテニス、ハンドボール

の4種目を各種目ごとに、週1回～週2回の定期活動をィ個なっておりま

す。どの種目も気軽に楽しくスポーツができるアットホームな環境で、

スポーツを通じて健康に楽しく活動をしています。

フットサル、バドミントン、パドルテニス、ハンドボール 定期的な活動を継続して行っていくために会員を増やすためのPRや普及

活動を行っていきたい。

12 中埣NETクラブ

種目や世代を越えて、スポーツやレクリエーションを愛好する地域の仲

間が集い、地域の文化、スポーツの振興に貢献することを理念としてい

る。

新型コロナ感染拡大にともない、昨年と同様に今年度のスポーツ大会は

中止とする。

中埣地区の一大イベントとなるスポーツ大会の実施。 特になし

14 アクアゆめクラブ

子どもからシニアまで、参加できるスポーツ教室を開催しています。特に水泳教室

が人気です。残念ですが、地の利は生かしきれていません…。町からスポーツ施設

の指定管理と介護予防教室の委託事業を受けています。設立16年を迎えますが、町

の施設アクアリーナと混同されている方も多く、まだまだ浸透しきれていないこと

が大きな課題です。

コロナ禍ではありますが、昨年ベースで会員は推移しています。小学生を対象としたスポーツ教

室をメインにシニア向けの体操教室などを開催しています。5月29日に初のイベントとなる『ス

ポーツ1day体験会』を行いました。教室の体験会をはじめ、「オリンピック聖火リレーのルート

を歩こう」のウォーキングプログラム、町観光協会に協力してもらうなど、会員の新規獲得と町

民の運動へのきっかけづくりを目的に開催しました。

未就学児をターゲットにした体操教室（コーディネーショントレーニン

グ）を町の子育て支援センターを会場に企画したいと考えています。講

師の先生を探しています。子育て世代の会員の獲得。どのようなものが

人気があるのか教えて欲しいです。

少子高齢化が進む中、シニアの会員を増やしていきたいが、他のクラブではどのよう

な工夫をされているのか教えてほしいです。教室の内容、料金設定など（ちなみにト

レッキングやシニア体操、成人スイミングなどは

行っています）

放課後子ども教室を開催していますが、参加人数も減り、現在模索中です。一つのス

ポーツに特化していないので、内容がマンネリ化しています。

16
唐桑総合型地域クラブ

カラット

スポーツ少年団，中学校運動部活動の支援

バレーボール，バスケットボール等成人スポーツ団体の支援

主催事業の企画運営

昨年度はできなかったが，地区民を対象としたピクニックを実施している。

ソフトバレーボール大会を企画する際は，他地区のチームの参加も認めている。

中学校の部活動支援は，学校の顧問と連絡を取り合いながら実施している。

コロナ禍での運営の在り方を探っていきたい

17
向陽台総合型地域ス

ポーツ・文化クラブ

・学区内13町内会全員が会員となっている組織。・各町内会から負担金を頂いて、

阻止を運営している。・地域団体との事業連携を積極的に行っている。・小学校建

設予定地だった場所を仙台市より借受け、パークゴルフができるよう整備を行い、

18ホールのコースが完成。

・スポーツ経験の無いスタッフが、新しい試み行っている。

・コロナ禍の中、マン防止解除と共に、各団体が活動を再開。・活動状況は、約6割と考える。・現、動いている活

動は、NWサークル・ディスコンサークル・パークゴルフササークル・グランドゴルフサークル・ウォーキングサー

クルなど主に活動場所が外のサークル。・昨年11月前述の運動広場で、「遊びの天国」なるものを開催。約400名の

参加があった。内容は、感染対策を実施した上で、運動ブース等（ウォークラリー・ストレッチ・体力測定・

ウォーキング・グランドゴルフ・パークゴルフ・薬剤師による薬こーなー・地域包括支援センターによる各種相談

コーナー・スポーツ遊びコーナー・ドッグランコーナー・長縄コーナー・凧揚げコーナーなど）を設け、参加者に

自由にに体験して貰う。荒天に恵まれ、スタッフも含めおおいにに楽しんだ一日だった・

今年度の目標

　・イベントの案内ではなく、定期的な広報活動の実施。

　・スタッフ間の情報共有の強化。

　・学区内のウォーキングマップの整備

　・日赤や消防団との連携による事業の構築　など

今回も仕事のため参加で、申し訳ありません。

会議の様子など、後日お知らせ頂ければ幸いです。

コロナ禍の中、何かとご苦労が絶えないとは思いますが、

必ず晴れの日は来ます、その日までくれぐれもご自愛くだ

さい。
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18 マリソル松島

・未就学児から高齢者対象にサッカー、テニス、バドミントン、太極拳、水中運動

教室のスポーツ教室を他の市町村からも会員を受け入れている。・松島運動公園と

松島町B＆G海洋センター及び町民グランド管理業務を松島町の指定管理者として受

託している。・松島フットボールセンター管理業務を宮城県サッカー協会より受託

している。

サッカー、テニス、バドミントン、太極拳、水中運動教室 ・高齢者を対象に健康セミナー（軽運動を中心とした）を開催した

い。・町内バドミントン大会を開催したい。

20
南光台東エンジョイ倶

楽部

コミュニティ創りを構築し、青少年の健全育成や高齢者の生きがいづく

りを推進すると共に、地域の活性化を図り、心身共に健康な「南光台東

のまちづくり」を目指す。を目的とし活動しています。地域の集会場・

コミュニティセンターを会場に事業を行なっているので、高齢者の方が

参加しやすく会員の70％以上が高齢者の方です。

昨年・今年度とコロナ禍で会員も減少したのですが、新しい事業として

小学校体育館で子供体力アップ教室を月2回始めました。スポ少指導者

の方に協力いただき、バスケット・空手・バトミントン他いろんな競技

で体を動かくす事の楽しさを伝えています。

コロナが収束し、東京オリンピック

21
スポーツクラブみなみ

かた

行政区での入会を募っているのが当クラブでの特徴です。各集会所での出前健康教室に重点を置

いた活動を続けてきましたが、コロナ禍ということで現在は自粛する行政区が多い状況です。グ

ラウンドゴルフ協会、パークゴルフ協会、スポ少の各団など地域の既存団体との協力体制を密に

し、大会開催等スムーズな運営ができるように尽力しています。指定管理を受けている施設にお

いては、地域の業者の方々にご理解とご協力をいただき修繕工事など、利用者にご不便をおかけ

しない体制づくりをしています。

健康サークル（グラウンドゴルフ）、レクダンス、太極拳、ヨガ、パークゴルフ、ユニカール

ノルディックウォーキングの教室を開催、行政区への出前健康教室は要望に応じて転倒予防体

操、ヨガ、ニュースポーツなど種目を用意して対応しています。単発イベントとしてプロ野球観

戦、県内外へのパークゴルフツアーなど、会員さんが行ってみたいやってみたいという要望に

沿った企画をしています。コロナ禍においては、ヨガのDVDを作成しそれを見ながら自宅でもで

きるように配布したり、毎戸配布のチラシに自宅でもできる簡単な運動をイラストや画像を使っ

て紹介して、運動不足にならないように声掛けをしました。

宮城県障害者スポーツ協会さんんからの依頼でボッチャの普及推進活動を初めようとしていま

す。まだ知られていない種目を多くの方に知ってもらえるようにしたいと思っています。

各教室については、年齢層が高齢者が多いので中年層の方たちがもっと運動に親しめるよう周

知、工夫が必要だと考えています。

コロナの感染拡大防止で昨年度から小学生の事業を中止しているので、定期でなくても子ども達

が運動に親しめるプログラムを検討中です。

24 レッツいわぬま

当クラブは岩沼サッカー協会が設立したクラブである。現在は種目が減

少傾向にあるが、スポーツのニーズがある限り行っていく。

キッズサッカー教室、ヒップホップ教室（基礎・初級・中級）、シニアスポーツ教室（毎月種目

が変わる）、障害者スポーツ体験教室（ボッチャ・ブラインドサッカー）、ミニバスケットボー

ル教室、アスリート教室（休止中）、臨空野球クラブ、岩沼西サッカースポーツ少年団

特になし

25 スポコムかくだ

①小中学生会員の割合　・角田市約５０％　・他、近隣市町

②事務所を設置している施設で行うソフト事業の受託

③笹川スポーツ財団から「地域スポーツ運営組織」研究事業の受託

（令和元年～令和３年）

④仙台大学スポーツマネジメントコースの実習学生受入

⑤JAXA（宇宙航空研究開発機構）角田宇宙センター内にクラブ名入り飲料自販機設置（コカ・

コーラ６台）・売上の一部がクラブへ寄付

①年会費だけで各教室に参加自由　・ジュニア教室／１０種目　・成人教室／８種

目

②スポーツ用具・器具の無料貸出　（ラケット、グローブ、バット、ゴルフクラブ

など）

③グライダー教室開催（期間限定）

④理科教室　・自然体験会（田んぼ、里山）

①中学校地域部活動運営

②スポーツボランティアの育成と組織運営

③スポーツ食育教室（栄養知識・野菜作り・親子料理）

＜今後の課題＞

　①後継者の育成　・事務局員　・各教室の指導者

　②クラブ運営での中・長期計画の立案　　・クラブの理

念再考　　・法人組織の確立　　・人材育成　　・事業計

画　　・財源確保

27
文化・スポーツクラブ

はさま

その名の通り、スポーツ、文化問わず多種目行っていること ・アクアビクス　・ヨガ【夜間】　・ヨガ【昼間】　・フィットネス　・ポールウ

オーキング　・太極拳　・俳句　・ピンポン【ラージボール】　・茶道　・レクダ

ンス　・ゆる体操　・舞踊ビクス　・図画工作　・ターゲットバードゴルフ　・古

文書入門　・小学生スポーツ　・華道　・バドミントン　・フットサル　・パソコ

ン　・弓道

総合型の理念に基づき、多種目多世代を踏襲しておりますが、市の補助

金頼りになっていることは否めません。現実との乖離に絶えず悩まされ

ていますが、可能な限りは「総合型」であり続けたいです。

28

特定非営利活動法人と

よまスポーツクラブ

蔵っこ

・行政からマラソン大会業務を受託し管理・運営している。

・地域のスポーツ団体（体育協会、スポーツ少年団）と連携をとり活動

している。

・コロナ禍により、室内での活動に様々な制限が課される。医療従事者

等の会員の方も勤務先の都合により参加できないなどがあり、会員の減

少に繋がっている。

・地域のスポーツ少年団との共存。

・行政が主導のもと設立されたクラブではあるが、行政頼りではなく少

しでも個のクラブとして存続できるようにしたい。

31
つやまモクモクスポー

ツクラブ

・そもそもの人口が少ない街なので、他市他町村気にせず会員を受け入

れている。

・換気を徹底しなければいけないのに、広い部屋に限って冷暖房が設置

されていない。暖房はまだいいが、冷房は熱中症対策にも関わってくる

ので非常に困る。

・現状維持

32 いしのまき総合スポーツクラブ

石巻市スポーツ協会として石巻市総合体育館とセイホクパーク石巻（石

巻市総合運動公園）2つの指定管理を受けていますので、環境的には恵

まれた中でクラブを運営しております。

特に行政や企業から事業委託など受けていませんので、現在はクラブの

スタッフで市民の皆様に楽しんでいただけるようなことを企画して小さ

いことをコツコツと行なっております。

今年度においては、会員の継続率もそれほど下がることなく昨年同様の会員数でス

タートしています。但し、新規の会員が増えないのが悩みです。そこで今年度は運

動のきっかけづくりとして、１～２ヵ月間で4~5回を設定して、短期教室をこまめ

に開催しています。特に当クラブは高齢者の入会率が高いのですが40～60歳台の年

齢層をターゲットにしたプログラムやセイホクパーク石巻の遊歩道を利用したノル

ディックウォーキング教室なども今年から始めました。

子供たちが外に出て体を動かし、様々な運動体験ができるようなことを

企画していきたいと考えていますが、指導者、経費、運営スタッフなど

の問題を解決していかなければなりませんので、情報を提供して頂ける

と助かります。

33
よねやまスポーツクラ

ブ

他の市町村からも会員を受け入れている

企業と連携し、イベントを開催

スポーツ少年団と共催しイベントを開催

社会福祉協議会と共催しイベントを開催

登米オルレのコースでもある平筒沼のウォーキングを行っている

コロナ禍で施設の臨時休館の期間があったため、昨年度の事業数等は減少したが、換気や空気清

浄機を設置するなど最大限の配慮をして事業を開催した

今年度は既存のバスケットボール教室をクラブの団体とした

開催していたヨガ教室を"椅子のヨガ"として再スタートさせた

和尚さんに依頼し写経教室を開催している

毎年、ウォーキングで様々な場所へでかけるが、昨年度はトレッキングで気仙沼へ行った際、お

かえりモネの撮影に遭遇して盛り上がった

行政区での教室開催や、放課後の子どもたちへの遊びの提供などを行い

たい



35
川崎町総合型スポーツ

クラブ　運動笑楽校

町民がスポーツに親しみ、自ら実践し、体力作りや生活習慣病予防を目的とした健

康づくりを行っています。

町教育委員会のスポーツ教室と共催プログラム実施

地域指導者（スポーツ少年団指導者、体育協会経験者）によるプログラム実施

地域企業による会員特典（サポーターズクラブ）あり

幼児体操教室、幼児プール遊び、幼児運動教室

小学生水泳教室、小学生スキー教室

ちびっこバレーボール、ティーボール、キッズベースボール

親子運動教室

ヨガ

成人運動教室（ダイエット）、ダンス教室、成人ピラティス

カヌー教室

ドッジボール教室

とび箱教室

SUP体験

運動笑楽校遠足（コロナ禍で中止中）復活させたい

37 H.Sスポーツクラブ

サッカーを中心に、震災復興をテーマに青少年の育成をしております。 サッカー、陸上、フットサル スポーツを通じて体の使い方や健康に興味をもってもらえるように講習

などしていきたいと考えています。

38 スポーツクラブ大内

大内地区協議会は丸森町の指定管理者でここ大内地区の自治組織とし

て、大内まちづくりセンターの運営管理を行っております。平成２４年

度に既存のスポーツ団体を中心にスポーツクラブ大内を設立し、その活

動を通して、地域の方々が日々の暮らしの中で体を動かすことの大切さ

を実感してもらうため活動を行っております。

現在７つの団体が活動しております。　太鼓　剣道　少年県道　バス

ケットボール　　　バスケットボール愛好会　卓球　グラウンドゴルフ

文化活動種目では民謡教室なども実施されております。　大内地区協議

会　保健福祉部会では健康な体作りのために「歩こう会」の実施や「健

康運動教室」を開催し多くの皆様に参加いただいております。

現在、新型コロナ感染防止対策のため６月１３日まで施設利用制限中であり、なか

なか活動ができないでおります。「体を動かさないと体の調子がいまいちだな～」

「早くみんなで卓球やりたい！」「剣道の練習したい！」との会員の皆様からのご

要望にこたえられるよう感染防止対策をしながら進めていきたいと思っておりま

す。また、今年は、保健福祉部会が中心となり「丸森町大内にある猫碑を巡る歩こ

う会」を実施したいと考えております。

39 尚絅学院大学　絆

小学生ソフトボールなど子ども向けの教室をはじめ、テニス、バレーボール、グラ

ンドゴルフなどの球技を楽しむ教室、ヨガストレッチやレクダンスなど無理なく楽

しく健康づくりができる教室など、た世代の方々がスポーツを通してやりがいを見

つけたり、交流できる機会を提供しています。また、ゴルフレッスンやテニスレッ

スンなど地元のスポーツ団体や他の総合型地域スポーツクラブと連携した取り組み

も行っています。

テニス教室、バレーボール教室ヨガストレッチ教室、レクダンス教室、

グランドゴルフ愛好会、小学生ソフトボール教室、ゴルフレッスン教室

大学施設の有効活用のみならず、運動やスポーツを通して地域の課題や要望（ニー

ズ）を把握し、大学の教育研究成果（シーズ）が活用できる取り組みを推進してい

行きたい。

コロナ禍の中でも安心安全な運動・スポーツが実施できる

よう感染症対策を万全に行うとともに、一部の口座でオン

ライン受講も可能となっております。

41 むらたスポーツクラブ

クラブ会員　　・正会員　・ジュニア会員　・賛助会員　村田町民に限らずどなた

でも、登録が可能。企業連携　　賛助協力社敷地内でのイベント開催（サーキット

コースウォーキング）。令和３年度コロナ予防接種終了後、体育館の開放日をクラ

ブの事業で実施予定。また来週、また今度という挨拶が多く、どの教室も参加者同

士のコミュニケーションが図られている。

定期活動　1.ヨガ（午前、夜間）　2.健康体操　3.卓球　4.バドミントン　5.ノルディック　6.太

極拳　7.エンジョイスポーツ　8.パドル＆タッチテニス　9.かけっこ

イベント　　令和２年度は中止、今年度については今後の役員会で協議。

コロナの影響　令和２年度と３年度は、年度末から開始にかけての期間、コロナ感染対策のため

施設利用休止となり、クラブの活動も休止となった。会員の登録に影響している（減少）。

室内テニス競技（生涯スポーツ）の普及活動。

コロナ禍で中止となっているイベントや交流会の開催。

新規教室をもう一つ増やしたい。ジャンルや種目を知りたい。

町内観光施設のウォーキングコース作成。

各教室マンネリ化防止。

令和４年の指定管理者制度の受託準備に取り組んでいる。

42 Enableスポーツクラブ

「小さな完成より、大きな未完成！」をテーマに活動する育成クラブで

す。サッカーを中心にバスケットボール、バレエクラスも同じ志で種ま

きする毎日です。

・サッカースクール（幼児/小学生）

・サッカーチーム（小学生/中学生)

・バスケットボールスクール（小学生/中学生)

・バレエスクール（幼児/小学生）

各クラスの拡大とホームグランド設立。

44 NPO法人　ARDORE

サッカー部門において、短大、専門学校、大学を卒業したOBを東洋

ワーク(株)に雇用斡旋し、社会人サッカーチームの応援サポートをして

頂くという相互関係を構築しようと試みております。

サッカー部門　小学生、中学生、高校生、社会人,、小学1年生から上は50代まで、幅の広い年齢層が会員となって

おります。サッカー部門においてはクラブ内の小学生のカテゴリーから中学生のカテゴリー、そして高校生のカテ

ゴリーへと繋がっており、近年では卒業したOBがクラブ内の社会人チームに所属して社会人リーグで活躍しており

ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨガ部門　社会人ヨガの部門

ではトレーニングだけでなく、ヨガの哲学から学ぶ生活と精神の捉え方なども活動内容に取り入れており、コロナ

禍により活動制限された期間には生活に不安を抱えるメンタルのサポートとしてSNSを利用したメンタルコーディ

ネートトレーニングの配信なども行っておりました。

筋トレやストレッチ及び体幹など、フィットネストレーナーからの指導

を受ける、もしくは部門として成り立たせたいと考えております。

ヨガ部門としては横のつながりを強化できればと考えてお

ります。（他クラブや市区町村との連携など）

45
柴田町総合型地域ス

ポーツクラブ

・教室に参加したいと問い合わせがあれば、他の市町村でも会員として受け入れている。

・仙台大学のレクリエーション部等と連携してレクやニュースポーツ、炊事体験を取り入れたイベントを行ってい

る。

・柴田高校の水球部と連携して、アクア教室を行っている。

・行政との連携も取れていて、町の教室として行っていたボクシングエクササイズ教室をス　ポーツクラブが引き

継いで行っている。イメージとしては、町でスポーツ教室の土台を作って、スポーツクラブが回数を増やすなど、

発展させて教室を行う流れがある。

【教室】〈成人向け〉・らくらく健康ビクス教室（エアロビ）　・ヨガ教室（2コース）・ボクシングエクササイズ

教室　・水中トレーニング教室

　〈子ども向け〉・スポーツ広場教室　・アクア教室（水球）

【イベント】・わくわく体験デイキャンプ（レク・ニュースポーツ体験、炊事体験）・みやぎジュニア玉入れ選手

権大会　・プラぞり大会　・会員限定イベント

　基本的にはマスク着用で教室を行っている。マスクを着用できないプールでの教室や、夏場の暑い時期は、マウ

スシールドの着用を義務付けている。マウスシールドはスポーツクラブで用意して、参加者に配っている。困って

いることは、新型コロナウイルス感染拡大防止に関して、参加者の中で温度差があること。

　タケノコ掘体験や竹馬づくり体験、田植え体験などの文化的活動と合わせた小学生向けイベン

トをやっていきたいと考えている。

　また、令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大を理由に小学生向けの教室をすべて中止にし

た。今年度はできること・できないことを的確に判断して、できることに全力で取り組んでいき

たい。「小学生向けの教室は今年はやりますか？」というような問い合わせが少しあった。少し

でもこの声や要望に応えていきたい。

　他のクラブがどのような小学生向け教室を行っているの

かを知って、ぜひ参考にさせていただきたい。

　また、夏場のコロナ対策と熱中症対策をどのように行っ

ているのか知りたい。

48
ラソススポルチクルー

ビ

仙台西部地区を中心に2016年から活動し、2017年に総合型地域スポーツクラブとし

てスタートしている。

ラソススポルチクルービはNPO法人ラソススポルチクルービが運営しており、株式

会社ラソスの管理しているラソスソサイチ＆フットサルフィールドを優先的に使用

して活動を行っている。ラソスソサイチ＆フットサルフィールドはナイター照明・

クラブハウス付きの人工芝グラウンドである。

サッカー・フットサル(小学生サッカースクール、中学生クラブチーム、社会人チー

ム、女子スクール)

グラウンドゴルフ

運動クラブ(子育て世代向けフリースポーツ教室)

英語でスポーツ(5歳～小学3年生対象のオールイングリッシュのフリースポーツ教

室)

障がい者スポーツを展開したい。理由としては、障がい者、特に就労支援施設などを使用してい

る障がい者の方の健康状態に課題があると感じている。その点を解消するために、障がい児では

なく。成人を対象とした障がい者の為の生涯スポーツという分野を開拓すします。

より多くの方が参加できるように、サッカーコート2～3面の人工芝コートの建設を行い、総合型

地域スポーツクラブ専用の活動拠点を確保します。

Jリーグクラブとして活動を本格化します。

49
Ｇｏｏｄすぽーつ東松

島

「みんなが」「だれでも」「みずから」気軽に運動・文化に触れることができる環

境をつくり、地域住民の健康づくりに寄与し明るく元気な東松島の未来をつくるこ

とが目標。去年までの活動として、スポーツ教室の開講、単発イベントを行ってい

る。現在はコロナなどの諸事情により、教室は行っておらず、今年度は単発イベン

トを行う予定。

現在クラブ活動はなし　　今後、イベントなどの単発事業予定 講師を集め、クラブ活動の再開　　単発イベントによる会員の集客

中学校の部活動支援



50 AHA仙台

・スポーツ種目の枠を超え，個人に合った種目の選択ができる。

・それぞれの団体で、トップレベルの指導力がある。

・大学等と連携し、幅広い世代にアプローチできるイベントなどを開催していま

す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・スポーツと勉強の両

立を目指し、次世代のリーダー育成に力を入れています。

・今までにない全く新しい形のホールディングス型の総合型スポーツクラブです。

・サッカー、バレーボール、スキー、ラグビー、柔道、トレッキング、

学習サポート

地域密着の一つとして、学校部活動の受け皿としての総合型を目指す。

52 ライトハウス

・他の市町村からも会員を受け入れている。

・行政からスポーツ指導の受託をしている。

サッカー（社会人・中学生・小学生)

スポーツ教室(鶴ケ谷・名取)

ソフトボール同好会(社会人)

陸上競技を準備中

54
南三陸スポーツクラブ

（仮）

・町内の既存サークルを統合して設立（予定）

・町内の総合型地域スポーツクラブ施設の指定管理委託（R7年より予

定）

・気仙沼市のスポーツ事業にも着手（運営法人として）

・会費は固定で、参画するすべてのサークルの活動に参加可能

・生涯スポーツの普及活動として、町民運動会などのイベント開催

・市町村を跨いだ交流活動（主に気仙沼市）

・アルティメットの普及活動

・会員の把握、管理するための方法を模索中（アプリ？カード？その

他）

・税金対策、立ち上げ初期の運転資金の確保について

・地域内、地域外向けでこれから期待されるスポーツを軸にしたコンテ

ンツとは

・補助金、助成金情報で大口以外のものが定期的に知りた

い

・クラブ立ち上げ、運営初期の辺りで必要なお金と法整備

周りのサポートがほしい
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