平成２９年度地域スポーツクラブ普及推進事業
市町村体協

事 業 名

事業報告書

事業内容

事業開始年月日

場

所

参加対象
及び人数等

1 仙台市
太白区

(1)ｽﾎﾟｰﾂ交流大会

第18回太白区民ﾏﾗｿﾝ大会

平成29年11月3日（金・祝）
（8：40～12：00）

広瀬川・名取側緑地公園

選手215名
役員79名

事業目的 区内アスリートの健康増進とスポーツ愛好会の普及・拡大を図り、参加者相互の交流と総合型地域スポーツクラブ啓発を図ることを目的とする
設立クラブ ◎一般社団法人Ｅｎａｂｌｅ（エナブル）スポーツクラブ
設立日 平成25年6月29日
青葉区 (1)ｽﾎﾟｰﾂ教室
①青葉区バスケットボール協会
指導者研修会

◎ＮＰＯ法人仙台中田スポーツクラブ
平成29年3月26日
平成３０年2月24日（土）
仙台市五橋中学校体育館お 青葉区内中学生58
（14:00～17:00）
よび教室
名、指導者19名

事業目的 ソフトテニスのアウトドアとインドアの試合方法の違いを指導し、個々の技術向上を目指す。また、初心者には、基本的な技術の指導、上級者に
は、応用的な技術の指導を行い、スポーツ普及を目的とする
設立クラブ
設立日
設立クラブ
設立日
若林区

◎ＮＰＯ法人Ｐｌａｃｅ Ｏｆ Ｐｌａｙ仙台
平成17年3月27日
◎ゼファスポーツクラブ
平成22年9月21日
(1)ｽﾎﾟｰﾂ教室・大会
①ﾏｲﾀｳﾝｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ
・ﾐﾆﾃﾆｽ
・ｻｯｶｰ
・ﾃﾆｽ
・ｿﾌﾄﾃﾆｽ

◎KHKスポーツクラブASPA
平成18年8月19日
◎NPO法人HSスポーツクラブ
平成23年11月20日
平成29年10月9日（月・祝）
今泉運動場、若林体育館、そ 一般市民541名
（9：00～15：00）
の他

事業目的 マイタウンスポーツディー（体育の日）を利用してスポーツ教室や交流大会を開催し、区民に広くスポーツの楽しさを広め、総合型地域スポーツクラ
ブ啓発を図ることを目的とする
設立クラブ
設立日
宮城野区
事業目的
設立クラブ
設立日
泉区

◎ヴォスクオーレ仙台スポーツクラブ
平成25年9月9日
実施せず
――
◎一般社団法人ボディジャンプ
平成27年7月7日
(1)ｽﾎﾟｰﾂ交流大会
泉区民武道大会
平成29年11月3日（金）
（柔道・剣道・空手道・弓道・な （9:00～17:00）
ぎなた・合気道）

泉区総合運動場（体育館、武 幼稚園児以上～
道館、弓道場、剣道場）
一般500名

事業目的 日本古来の武道、柔道、剣道、空手、なぎなた、弓道、合気道の６種目を合同で開催することによる普及促進と、武道の普及発展及び相互親睦融
和を図ることを目的とする
設立クラブ ◎ＮＰＯ法人泉パークタウン ◎向陽台総合型
ＳＰＯ＆ＣＯＭクラブＤＵＯ
地域スポーツ・文化クラブ
設立日
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白石市

平成17年3月21日
(1)ｽﾎﾟｰﾂ教室

◎南光台東エンジョイクラブ

平成18年3月20日
①ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ体験教室

◎NPO法人アミスタプレシャ
スチルドレン

平成19年3月25日
平成29年4月1日（土）～平成
30年2月24日（土）
（毎週木曜日18：30～21:00・
土曜日9：00～12：00）
②小中学校児童生徒ｿﾌﾄﾃﾆｽ 平成29年7月16日（日）
教室
(9:00～15:00)
（体験教室）

平成25年11月2日
白石市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

③剣道教室（武道体験教室）

平成30年3月3日（土）
（9:00～12:00）
④柔道教室（武道体験教室） 平成30年3月3日（土）
（9:00～10:00）
⑤空手道教室（武道体験教室） 平成30年3月4日（日）

白石市立福岡中学校体育館 市内小・中学生33名

スポーツフェスティバル ｉｎ
かくだ

平成29年10月9日（月・祝）
(9:30～14:30)

角田市総合体育館

周辺地域の小学生以
上約300名

10人11脚競走大会

平成30年1月8日（月・祝）
(9:00～）

角田市総合体育館

小学生他 約140名

益岡公園ﾃﾆｽｺｰﾄ（白石市
内）

小・中学生
月平均延べ100名
小・中学生110名

小・中学生他
20名
白石中学校武道館 拓心館 小・中学生他
55名
事業目的 スポーツ人口の底辺拡大、青少年の健全育成及び地域コミュニティづくりを図ることを事業目的としてスポーツ教室を開催し、総合型地域スポーツ
クラブ啓発を図ることを目的とする
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設立クラブ ――
設立日 ――
角田市 (1)ｽﾎﾟｰﾂ交流大会

白石中学校武道館 拓心館

事業目的 角田や近隣地域の子どもから大人までを対象に、スポーツフェスティバルを開催し、様々な競技を体験しスポーツに親しむ機会を提供することで、
地域住民における健康づくり、スポーツ普及を図る、また、角田市10人11脚競争大会を開催し、総合型地域スポーツクラブ会員や会員以外の地
域スポーツ推進を図ることを目的とする
設立クラブ ◎ＮＰＯ法人スポーツコミュニケーションかくだ
設立日 平成20年3月28日
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平成２９年度地域スポーツクラブ普及推進事業
4 大河原町
事業目的
設立クラブ
設立日

5 柴田町
事業目的
設立クラブ
設立日

6 村田町
事業目的
設立クラブ
設立日

7 川崎町
事業目的
設立クラブ
設立日

8 丸森町
事業目的
設立クラブ
設立日

9 蔵王町

事業報告書

実施せず
――
――
――
実施せず
――
◆柴田町総合型地域スポーツクラブ
平成27年3月22日
実施せず
――
◆ＮＰＯ法人むらたスポーツクラブ
平成25年3月24日
実施せず
――
◆川崎町総合型クラブ「運動笑楽校（うんどうしょうがっこう）」
平成24年5月26日
実施せず
――
◆スポーツクラブ大内
平成24年7月19日
(1)ｽﾎﾟｰﾂ教室
①小学生陸上競技実技講習会

蔵王町小学校陸上記録会
②ﾄﾞｯﾁﾎﾞｰﾙ競技審判講習会

町内ドッジボール大会

平成29年9月～10月(11回）
(14：00～16:00)

各小学校校庭・体育館・地区 児童210名
グラウンド
先生等30名

平成29年10月3日（火）

蔵王町小学校

平成30年2月9日（金）

蔵王勤労者体育ｾﾝﾀｰ

平成30年2月18日（日）
（9:00～13:00)

蔵王町B&G海洋ｾﾝﾀｰｱﾘｰﾅ 児童200名、一般100
名

一般住民30名

事業目的 地域スポーツ活動の促進を図る一環として、蔵王町体育協会が町内陸上競技愛好者及び町内各小中学校と連携し、陸上競技実技講習会やドッ
チボール審判講習会を開催し、体力向上と健康維持、スポーツ推進することを目的とする
設立クラブ ――
設立日 ――
実施せず
10 七ヶ宿町
事業目的 ――
設立クラブ ――
設立日 ――
実施せず
11 塩釜市
事業目的 ――
設立クラブ ◎一般社団法人 塩竃フットボールクラブ
設立日 平成15年4月1日
(１)ｽﾎﾟｰﾂ交流大会
第46回名取市民総合ｽﾎﾟｰﾂ祭 平成29年10月9日（月・祝）
12 名取市
健康づくりﾄｰﾀﾙｽﾎﾟｰﾂ大会
(9:00～13:00)
・ﾘｱﾙｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ盤大会
・ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ体験
・体育協会ｱﾚﾝｼﾞ体験ｹﾞｰﾑ
・ﾖｶﾞ体験

十三塚公園（名取市民球場・ 市民約800名
陸上競技場・庭球場）、名取
市民体育館

事業目的 市民生活にスポーツを積極的に導入し、見るスポーツから参加するスポーツに発展させる動機をつくり、生涯にわたって様々なスポーツに親しむ
ために「健康づくりトータルスポーツ大会」を開催し、生活の中にスポーツを導入するための活動拠点となるクラブ（名取市内）早期実現を図ることを
目的とする
設立クラブ ◆尚絅学院大学総合型地域スポーツクラブ「絆・ＫＩＺＵＮＡ」
設立日 平成25年3月6日
実施せず
13 亘理町
事業目的 ――
設立クラブ ――
設立日 ――
(1)ｽﾎﾟｰﾂ教室
①小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ教室
平成29年7月25日（火）～
山元町体育文化センター
小学生33名
14 山元町
7月29日（土）までの 5日間 （アリーナ）
予定
(19:00～21:00)
②卓球教室

平成29年8月13日（日）
(9:00～15:00)

山元町体育文化センター
（アリーナ）

小学生以上15名

事業目的 地域住民のスポーツ活動（スポーツ教室）を通し、コミュニティ活動の拠点となる、総合型地域スポーツクラブの啓発を目的とする
設立クラブ ――
設立日 ――
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15 岩沼市
事業目的
設立クラブ
設立日

16 多賀城市

事業目的
設立クラブ
設立日

17 松島町
事業目的
設立クラブ
設立日

18 七ヶ浜町
事業目的
設立クラブ
設立日

19 利府町
事業目的
設立クラブ
設立日

20 大和町

事業報告書

実施せず
――
◎ＮＰＯ法人総合型スポーツクラブレッツいわぬまスポーツネット
平成20年3月16日
(1)ｽﾎﾟｰﾂ教室
少年少女野球教室
平成29年5月14日（日）
多賀城市中央公園多目的広
(9:00～16:30)
場
(2)研修会・講習会
多賀城市全体研修会
平成30年2月24日（土）
多賀城市市民活動サポートセ
(14:00～17:00)
ンター
普通救命救急講習会
平成29年12月2日（土）
多賀城市総合体育館 柔剣
(9:00～18:00)
道場
――
◎ＮＰＯ法人多賀城市民スポーツクラブ
◎ＮＰＯ法人Ｌｅｏ Club Ｊａｐａｎ （レオクラブジャパン）
平成13年3月31日
平成15年7月14日
実施せず
――
◎NPO法人マリソル松島スポーツクラブ
平成18年6月24日
実施せず
――
◎ＮＰＯ法人アクアゆめクラブ
平成17年3月27日
実施せず
――
◎ＮＰＯ法人りふスポーツクラブ
平成20年9月6日
(１)ｽﾎﾟｰﾂ交流大会
第55回町民球技大会（家庭ﾊﾞ 平成29年7月16日（日）
大和町総合体育館・大和町
ﾚｰﾎﾞｰﾙ,ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ,男女混合綱 (9:00～16:30)
総合運動公園多目的広場
引競技）

多賀城市内中学生
323名
55名
61名

町民700名

事業目的 スポーツレクリエーション活動を通じて、町民の生涯スポーツへの関心を高め、うるおいのある生活環境の一層の充実に資することを目的とし、総
合型地域スポーツクラブについての啓発を図ることを目的とする
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22

23

24

設立クラブ ――
設立日 ――
実施せず
大郷町
事業目的 ――
設立クラブ ――
設立日 ――
実施せず
富谷町
事業目的 ――
設立クラブ ◆一般社団法人とみやスポーツクラブ
設立日 平成25年3月19日
実施せず
大衡村
事業目的 ――
設立クラブ ――
設立日 ――
(1)ｽﾎﾟｰﾂ教室
松山ソフトテニス教室
大崎市

平成29年6月10日（土）～10 大崎市松山庭球場
小学生1年～6年
月28日(土）13回
22名
（9:00～11:00）
事業目的 地域住民がスポーツを通した健康づくりと地域間コミュニケーションを図り、世代間交流を図り、スポーツ活動への参加と動機づけ、市民の「だれも
が」「いつでも」「どこでも」の合言葉で「スポーツを楽しめる環境づくり」、「スポーツと健康を考える」ことを目的とする

設立クラブ ◎たじりスポーツコミュニケーションクラブスポ楽(ら)
設立日 平成17年1月8日
実施せず
25 加美町
事業目的 ――
設立クラブ ◎ＮＰＯ法人 ジョイナス
設立日 平成15年10月29日
実施せず
26 色麻町
事業目的 ――
設立クラブ ――
設立日 ――
(1)ｽﾎﾟｰﾂ交流大会
町民体育の日 「ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ
27 涌谷町
ﾊﾞﾙ」ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ、ﾊﾟﾄﾞﾙﾃﾆｽ、ｿﾌ
ﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂ

◎まじゃらいんスポーツクラブ
平成20年2月3日

◎加美ingスポーツクラブ
平成29年3月23日

平成29年10月9日（月・祝）
(8:30～12:00)

涌谷スタジアム・多目的運動 町民250名
場・
Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ

事業目的 体育の日に「いつでも」、「誰でも」、「いつまでも」を合言葉に手軽に楽しめるスポーツを通して、町民の体力向上・健康増進の意欲向上を図るとと
もに、スポーツに親しむことで底辺の拡大を図り、総合型スポーツクラブ設立の機運を高めることを目的とする
設立クラブ ◎涌谷町総合型地域スポーツクラブ
設立日 平成29年4月19日
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28 美里町

(1)ｽﾎﾟｰﾂ教室

(2)ｽﾎﾟｰﾂ交流大会

「ｼﾞｭﾆｱ育成事業｣
剣道錬成会
健康ｽﾎﾟｰﾂ教室講習会

室内ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会
ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽ大会
ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

事業報告書
平成29年7月１日（土）
平成30年1月16日（火）・31日
（水）・2月14日（水）・27日
（火）
平成30年1月27日（土）
(8:30～15:30)
平成30年3月18日（日）
(10:00～14:30)
平成29年7月23日（日）
(9:00～15:00)

美里町農村環境改善ｾﾝﾀｰ
多目的ﾎｰﾙ

小学生以上62名
65歳以上のべ49名

美里町ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
第一競技場
（同会場）

47名（7ﾁｰﾑ）

（同会場）

105名(10ﾁｰﾑ）

26名

事業目的 長期的に剣道ジュニア強化に取り組み、小学生・中学生を対象に素質のある選手の早期発見・発掘育成し、一貫指導体制の確立をめざし、錬成
会を行う。また、スポーツ交流大会を開催し、スポーツ人口の底辺拡大とスポーツを楽しみながら、世代間交流を通して心の健康作りを目指すこと
を目的とする
設立クラブ ◎中埣(なかぞね)ＮＥＴクラブ
◎スポーツクラブＷＡＹ”
設立日 平成17年2月27日
平成20年2月23日
実施せず
29 栗原市
――
事業目的 地域施設を活用した事業を展開し、築館地区にスポーツクラブ創設を支援する、また、町民の体力向上・健康増進の意欲向上を図るとともに、ス
ポーツに親しむことで底辺地域つながり、また、現在設立しているスポーツクラブ活用を目的とする
設立クラブ ◆しわひめスポーツクラブ
設立日 平成16年3月21日
(1)ｽﾎﾟｰﾂ交流大会
30 登米市

登米市ｽﾎﾟｰﾂまつり
ふるさとｳｫｰｷﾝｸﾞinはさま

◎わかやなぎスポーツクラブ
平成24年3月25日
平成29年10月9日（月・祝）
登米市 迫町
登米市民405名
（9：00～14：00）
登米市立北方小学校校庭等

事業目的 市内スポーツ関係団体が主体となり、スポーツイベントを実施することにより、スポーツへの理解と関心を深めるとともに、スポーツ推進や発展及び
参加者相互の交流を図ることを目的とし、年代を問わず気軽に実践できるウォーキングを通じて市民がスポーツへの関心を深めることを目的とする
設立クラブ ◆ＮＰＯ法人いしこしＥＮＪＯ
Ｙスポーツクラブ

◆なかだスポーツクラブ“パティ ◆ＮＰＯ法人とよさとマイ・タウ ◆～いきいき健康づくり～
オ”
ンクラブ
スポーツクラブみなみかた

◎文化・スポーツクラ
ブはさま

設立日 平成14年8月23日
設立クラブ ◎とよまスポーツクラブ
“蔵っこ”

平成16年1月18日
◎東和スポーツクラブあばせ

平成16年9月12日
平成19年12月16日
◎つやまモクモクスポーツクラ ◎よねやまスポーツクラブ
ブ

平成20年12月14日

平成22年1月17日
(1)ｽﾎﾟｰﾂ教室

平成22年12月5日
親子・市民ｽﾎﾟｰﾂ教室
（5教室）

平成23年2月11日
平成29年9月3日（日）
～10月8日（日）

平成24年2月26日
気仙沼市総合体育館ほか

(2)ｽﾎﾟｰﾂ交流大会

親子ふれあいﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ大会

平成30年2月18日（日）

気仙沼市総合体育館
（ケー・ウエーブ）
メイン・サブアリーナ

設立日

31 気仙沼市

親子・初心者・小中
学生 5教室合計延
べ636名
親子・初心者・小中
学生 170名

事業目的 親子やその種目を経験したことのない人を対象に、楽しみながら世代間交流を図れるスポーツ教室、並びにスポーツ交流大会を開催することで、
地域の健康づくり、スポーツ活動参加への動機づけを目的とする
設立クラブ ◎ＮＰＯ法人なんでもエンジョイ面瀬クラブ≪ＮＥＯ≫
設立日

32 南三陸町

平成15年2月23日
(1)ｽﾎﾟｰﾂ教室

仙台89ｓﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ・ｸﾘﾆｯｸ
in南三陸

◆唐桑総合型地域クラブ「カラット」
平成18年1月29日
平成29年8月5日（土）

南三陸町総合体育館
(ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｱﾘｰﾅ) 他

小学生132名・中・高
生68名

事業目的 総合型地域スポーツクラブの創設を実現するため、スポーツ活動参加への動機づけ及び世代間交流を目的としたスポーツ教室を開催し、地域住
民の意識啓発及び理解促進ならびに、地域スポーツクラブの中核となる組織の育成を図ることを目的とする
設立クラブ ――
設立日 ――
(1)ｽﾎﾟｰﾂ教室
33 石巻市

トランポリン無料体験会

平成29年6月10日（土）
（9：30～12:15）

石巻市総合体育館
第二武道場

年長児～小学6年生
33名

事業目的 市民の誰もが、いつでもどこでもスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会の実現を目標に子供達が体を動かす楽しさや歓びを知り、また運
動習慣を身につけることで生涯にわたってスポーツを楽しむ基盤をつくることを目的とする。
設立クラブ ◎ＮＰＯ法人石巻スポーツ振興サポートセンター
◎いしのまき総合スポーツクラブ
設立日 平成15年7月24日
平成23年4月27日
ゆるレク体操教室 初心者対象 平成29年5月10日（水）～7月 東松島市市民体育館
中高齢者対象
34 東松島市 (1)ｽﾎﾟｰﾂ教室
レクリェーション教室
19日（水）10日間
男女20名
事業目的 スポーツ・レクリエーション活動を通じて、高齢者の基礎体力と日々の健康状態の向上を図ると共に、相互のコミュニケーションづくり、交流、余暇
活用の充実とともに、総合型スポーツクラブを見据えたスポーツ教室実施を基盤に本格艇運営に向けた組織づくりを行う。
設立クラブ ――
設立日 ――
実施せず
35 女川町
事業目的 ――
設立クラブ ◎女川町スポーツクラブネット
設立日 平成22年6月18日
※設立クラブ表記
◆印：市町村体育協会主体で設立した総合型地域スポーツクラブ
◎印：地域住民主体で設立した総合型地域スポーツクラブ
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