
2020-21シーズン総会

1仙台89ERSホームタウン協議会

2020-21シーズン事業報告

コロナ禍により、書面議決にて実施

【日時】：令和2年 8月 28日（金）事務局発出

【内容】：2019-20シーズン事業報告・決算、2020-21シーズン事業計画・予算について審議し、

すべての議案について承認された。

※総会後、実働の中心である運営委員に参集いただき、承認を得た事業における具体的な

支援策について、意見交換を行った。

■新シーズンに向けて

コロナ禍において、チーム・街（地域）・支える人たち（ブースター・ボランティア）の生活様

式が一変し、例年どおりの活動が困難ないま、当会活動目的『チームが多くの人々に愛され地域

に密着した球団となるよう支援し、バスケットボールを核としたスポーツの振興、地域の活性化

に寄与すること』の原点に返り、チーム事情・地域事情を解決するキッカケになる土台・土壌づ

くりに重点を置き事業展開する。

■2020-21シーズン事業計画方針について



クラブの取り組む事業等への支援
及び応援機運醸成事業

■仙台89ERSホームタウン協議会応援デーの実施
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2020-21シーズン事業報告

会員企業・団体の皆様を対象に、特典付チケットを販売

し、集客をサポートした。

【日時】：令和3年3月31日(水)
※対戦相手における陽性者判明のため、試合中止

令和3年4月3日(土)・4日(日)
【特典】：①優待価格でのチケット販売

大人 2,000円／こども（小中学生）1,000円
②NINERS FAMILY  Tシャツ

③メッセージカード(全選手・桶谷HC 全14枚)
【申込数】：

日時 4/3(土) 4/4（日)

来場者
大人10名
こども6名

大人18名
こども6名

合計 16名 24名 ※コロナ禍により申込者数は減少



■緊急メッセージ発信企画
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2020-21シーズン事業報告

コロナ禍における観戦依頼の制限・チーム関係者一時的不

在・成績不振により試練の時を乗り越えるために、

地域一丸となって応援していることを伝えるため、メッ

セージ動画を撮影して、ホームゲーム会場で放映した。

【メッセージ動画にご協力いただいた方々（11名）】

宮城県知事・仙台市長(協議会会長)・仙台市太白区長

NINERSHOOP実施自治体首長・

（塩釜市長・白石市長・名取市長・登米市長・加美町長）

仙台商工会議所会頭・長町商店街会長・

ベガルタ仙台手倉森監督

クラブの取り組む事業等への支援
及び応援機運醸成事業

【名取市長】

【塩釜市長】



■B2プレーオフ パブリックビューイングへの協力
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2020-21シーズン事業報告

アウェイで開催されるB1昇格をかけたプレーオフについ
て、現地に行くことのできないブースターと共に応援す
るパブリックビューイングの開催に協力した。

【日時】①令和3年5月 7 日（金）17時～
②令和3年5月 8 日（土）15時～※クオーターファイナル

③令和3年5月15日（土）14時～
④令和3年5月16日（日）14時～※セミファイナル

【対戦相手】①②西宮ストークス③④茨城ロボッツ

【会場】①ゼビオアリーナ仙台 [ ホワイエ ]
②仙台PIT
③④ゼビオアリーナ仙台 [ アリーナ ]

【観客数】① 63名②184名③120名④190名
【その他】飲食ブース・グッズ販売等あり

クラブの取り組む事業等への支援
及び応援機運醸成事業



■ＰＲ活動
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2020-21シーズン事業報告

情報発信伝達ツールとして、老若男女問わず活用されて

いるSNSを用い情報を発信することで、協議会会員相互

の連携強化・クラブの認知度向上に寄与した。

フォロワー：FB 103人・Twitter 313人

【SNSによる情報発信】

仙台駅前にある東北電力ネットワーク㈱仙台電力セン

ター様にご協力いただき、ショーウィンドウにクラブ広

告物を掲出した。

12月からは、スーパースポーツゼビオあすと長町店の

ショーウィンドウに移設した。

【参画団体からの協力】

クラブの取り組む事業等への支援
及び応援機運醸成事業



■ホームアリーナ周辺の装飾事業
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2020-21シーズン事業報告

長町商店街・アリーナ周辺を装飾し、長町界隈がホーム
タウンであることをPRした。

【地下鉄駅構内の装飾など】

《長町商店街街灯ポールへのフラッグ掲出》
【設置エリア】長町一丁目～長町駅～あすと長町周辺
【設置期間】街灯ポール広告販売枠期間外常時
《ゼビオアリーナへのフラッグ掲出》
【期間】ホームゲーム開催時

【ゼビオアリーナ仙台内および周辺の装飾】

バスケットボールを中心とした地域スポーツ振興事業

《地下鉄長町・長町一丁目・富沢・勾当台公園駅構内装飾》
【内容】①ホームゲームスケジュール掲出

※シーズン終了後、サンクスメッセージ掲出

②富沢駅構内上部フラッグ掲出

③ホーム階へのアドステッカー掲出

◆長町駅・長町一丁目駅・富沢駅

【期間】令和2年9月～新シーズンスタートまで



■長町商店街との協力関係構築
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2020-21シーズン事業報告

長町商店街連合会の会合への出席により、相互理解・協

力における情報収集をし、地域とチームを繋ぎ、互いの

課題解決に向けて、真の『バスケのまち長町』を作り上

げるための関係構築に努めた。

クラブを核とした地域（太白区・長町）・経済活性化事業

地域を上げた支援

地域への貢献

・応援機運醸成
・集客への協力
・広報への協力

・地域の活性化
・交流人口の拡大
・スポーツの振興

※コロナ禍により中止



■訪問事業
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2020-21シーズン事業報告

市内幼稚園・保育園・小学校を訪問。チアーズ・ティナに

よるダンス体験などを実施したことへの助成。

コロナ禍により、例年実施しているバスケットボール教室

やふれあいイベントは見合わせた。

※保育・幼稚園 [ミニゴール、ボール、ステッカー] 小学校 [ステッカー] 贈呈

青少年の健全育成事業

■実施実績

No 日程 訪問先 対象 人数 訪問者 分類 応募数 実施校

1 8月20日(木) 仙台保育園 未就学児 21 チア、ティナ 保育・幼稚園 43 14

2 8月25日(火) ちゃいるどらんど荒井こども園 未就学児 43 チア、ティナ 小学校 24 9

3 9月3日(木) 仙台市立北中山小学校 小学校 114 チア、ティナ 中学校 0 0

4 9月14日(月) おたまや幼稚園 未就学児 62 チア、ティナ 養護学校・支援学級 0 0

5 9月18日(金) 仙台市立大沢小学校 小学校 80 チア、ティナ インターナショナルスクール 0 0

6 10月5日(月) ふたばハイジ幼稚園 未就学児 114 チア、ティナ 計 67 23

7 10月14日(水) 仙台市立人来田小学校 小学校 44 チア、ティナ

8 10月20日(火) 仙台市立鶴が丘小学校 小学校 43 チア、ティナ

9 11月4日(水) 仙台市立六郷小学校 小学校 17 チア、ティナ 分類

10 11月6日(金) 仙台八乙女雲母保育園 未就学児 33 チア、ティナ 保育・幼稚園

11 11月17日(火) 仙台市立東四郎丸小学校 小学校 77 チア、ティナ 小学校

12 11月24日(火) 仙台市立秋保小学校 小学校 44 チア、ティナ 中学校

13 12月7日(月) 東仙台幼稚園 未就学児 35 チア、ティナ 養護学校・支援学級

14 12月16日(水) アスク南仙台保育園 未就学児 34 チア、ティナ インターナショナルスクール

15 12月22日(火) 黒松保育所 未就学児 81 チア、ティナ 計

16 1月13日(水) 七北田保育所 未就学児 54 チア、ティナ

17 1月20日(水) 仙台市立黒松小学校 小学校 62 チア、ティナ

18 1月21日(木) 仙台市立遠見塚小学校(1クラス) 小学校 34 チア、ティナ

19 1月21日(木) 仙台市立遠見塚小学校(1クラス) 小学校 34 チア、ティナ

20 1月29日(金) アスク小鶴新田保育園 未就学児 70 チア、ティナ

21 2月9日(火) 大野田すぎのこ保育園 未就学児 142 チア、ティナ

22 2月12日(金) 東仙台保育所 未就学児 39 チア、ティナ

23 3月16日(火) 岩切どろんこ保育園 未就学児 22 チア、ティナ

参加者計 1,299

0

0

1,299

■分類別応募数・実施数

■分類別参加人数

参加人数

750

549

0


2019-20

		

		2019-20シーズン　仙台89ERS学校訪問　実績 センダイジッセキ

				■実施実績 ジッセキ																		■分類別応募数・実施数 ブンルイベツスウ

				No		日程		訪問先		対象 タイショウ		学年 ガクネン		人数		訪問者 ホウモンシャ		内容 ナイヨウ				分類		応募数		実施校

				1		8月21日(水) ガツニチスイ		泉第2チェリーこども園 イズミダイエン		未就学児 ミシュウガクジ				55		チア		ダンスを踊ろう オド				保育・幼稚園		106		14

				2		8月28日(水) ガツニチスイ		仙台らぴあ保育園 センダイホイクエン		未就学児 ミシュウガクジ				33		チア		ダンスを踊ろう オド				小学校		23		10

				3		9月4日（水） ガツニチスイ		アスク長町南保育園 ナガマチミナミホイクエン		未就学児 ミシュウガクジ				108		チア		ダンスを踊ろう オド				中学校		0		0

				4		9月19日(木) ガツニチモク		青葉保育園 アオバホイクエン		未就学児 ミシュウガクジ				63		チア		ダンスを踊ろう オド				養護学校・支援学級 ヨウゴガッコウシエンガッキュウ		0		0

				5		10月7日(月) ガツニチゲツ		仙台市立馬場小学校 センダイシリツババショウガッコウ		小学生 ショウガクセイ		全学年 ゼンガクネン		22		選手 センシュ		バスケットボールを楽しもう タノ				インターナショナルスクール		0		0

				6		10月7日(月) ガツニチゲツ		仙台市中山小学校 センダイシナカヤマショウガッコウ		小学生 ショウガクセイ		3年生 ネンセイ		90		選手 センシュ		バスケットボールを楽しもう タノ				計		129		24

				7		10月9日(水) ガツニチスイ		あい保育園長町南 ホイクエンナガマチミナミ		未就学児 ミシュウガクジ				75		チア		ダンスを踊ろう オド

				8		10月24日(木) ガツニチモク		太子堂すいせんこども園 タイシドウエン		未就学児 ミシュウガクジ				114		チア		ダンスを踊ろう オド				■分類別参加人数 サンカニンズウ

				9		10月28日(月) ガツニチゲツ		仙台市八木山南小学校 センダイシヤギヤマミナミショウガッコウ		小学生 ショウガクセイ		5年生 ネンセイ		37		チア		ダンスを踊ろう オド				分類		参加人数 サンカニンズウ

				10		11月13日(水) ガツニチスイ		アスク山田かぎとり保育園 ヤマダホイクエン		未就学児 ミシュウガクジ				46		チア		ダンスを踊ろう オド				保育・幼稚園		1180

				11		11月19日(火) ガツニチ		仙台市立折立小学校 センダイシリツオリタテショウガッコウ		小学生 ショウガクセイ		2年生 ネンセイ		61		チア		ダンスを踊ろう オド				小学校		511

				12		11月27日(水) ガツニチスイ		ピースフル保育園 ホイクエン		未就学児 ミシュウガクジ				43		チア		ダンスを踊ろう オド				中学校		0

				13		11月27日(水) ガツニチスイ		仙台市立南中山小学校 センダイシリツミナミナカヤマショウガッコウ		小学生 ショウガクセイ		6年生 ネンセイ		76		選手 センシュ		バスケットボールを楽しもう タノ				養護学校・支援学級 ヨウゴガッコウシエンガッキュウ		0

				14		11月27日(水) ガツニチスイ		仙台市立岡田小学校 センダイシリツオカダショウガッコウ		小学生 ショウガクセイ		5年生 ネンセイ		31		選手 センシュ		バスケットボールを楽しもう タノ				インターナショナルスクール		0

				15		12月5日(木) ガツニチモク		マザーズ・かみすぎ保育園 ホイクエン		未就学児 ミシュウガクジ				49		チア		ダンスを踊ろう オド				計		1,691

				16		12月16日(月) ガツニチゲツ		仙台市沖野保育所 センダイシオキノホイクショ		未就学児 ミシュウガクジ				97		チア		ダンスを踊ろう オド

				17		12月16日(月) ガツニチゲツ		仙台市立向山小学校 センダイシリツムカイヤマショウガッコウ		小学生 ショウガクセイ		6年生 ネンセイ		40		選手 センシュ		バスケットボールを楽しもう タノ

				18		12月19日(木) ガツニチモク		仙台袋原あおぞら保育園 センダイフクロバラホイクエン		未就学児 ミシュウガクジ				120		チア		ダンスを踊ろう オド

				19		1月16日(木) ガツニチモク		コスモス〆木保育園 キホイクエン		未就学児 ミシュウガクジ				135		チア		ダンスを踊ろう オド

				20		1月22日(水) ガツニチスイ		仙台市立沖野東小学校 センダイシリツオキノヒガシショウガッコウ		小学生 ショウガクセイ		6年生 ネンセイ		60		選手 センシュ		バスケットボールを楽しもう タノ

				21		1月27日(月) ガツニチゲツ		仙台市立泉ヶ丘小学校 センダイシリツイズミガオカショウガッコウ		小学生 ショウガクセイ		6年生 ネンセイ		45		選手 センシュ		バスケットボールを楽しもう タノ

				22		1月30日(木) ガツニチモク		長町自由の星幼稚園 チョウマチジユウホシヨウチエン		未就学児 ミシュウガクジ				137		チア		ダンスを踊ろう オド

				23		2月5日(水) ガツニチスイ		仙台市立茂庭台小学校 センダイシリツモニワダイショウガッコウ		小学生 ショウガクセイ		5年生 ネンセイ		49		選手 センシュ		バスケットボールを楽しもう タノ

				24		2月13日(木) ガツニチモク		太白すぎのこ保育園 タイハクホイクエン		未就学児 ミシュウガクジ				105		チア		ダンスを踊ろう オド

										参加者計				1,691
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		2020-21シーズン　仙台89ERS学校訪問　実績 センダイジッセキ

				■実施実績 ジッセキ														■分類別応募数・実施数

				No		日程		訪問先		対象		人数		訪問者				分類		応募数		実施校

				1		8月20日(木)		仙台保育園		未就学児		21		チア、ティナ				保育・幼稚園		43		14

				2		8月25日(火)		ちゃいるどらんど荒井こども園		未就学児		43		チア、ティナ				小学校		24		9

				3		9月3日(木)		仙台市立北中山小学校		小学校		114		チア、ティナ				中学校		0		0

				4		9月14日(月)		おたまや幼稚園		未就学児		62		チア、ティナ				養護学校・支援学級		0		0

				5		9月18日(金)		仙台市立大沢小学校		小学校		80		チア、ティナ				インターナショナルスクール		0		0

				6		10月5日(月)		ふたばハイジ幼稚園		未就学児		114		チア、ティナ				計		67		23

				7		10月14日(水)		仙台市立人来田小学校		小学校		44		チア、ティナ

				8		10月20日(火)		仙台市立鶴が丘小学校		小学校		43		チア、ティナ				■分類別参加人数

				9		11月4日(水)		仙台市立六郷小学校		小学校		17		チア、ティナ				分類		参加人数

				10		11月6日(金)		仙台八乙女雲母保育園		未就学児		33		チア、ティナ				保育・幼稚園		750

				11		11月17日(火)		仙台市立東四郎丸小学校		小学校		77		チア、ティナ				小学校		549

				12		11月24日(火)		仙台市立秋保小学校		小学校		44		チア、ティナ				中学校		0

				13		12月7日(月)		東仙台幼稚園		未就学児		35		チア、ティナ				養護学校・支援学級		0

				14		12月16日(水)		アスク南仙台保育園		未就学児		34		チア、ティナ				インターナショナルスクール		0

				15		12月22日(火)		黒松保育所		未就学児		81		チア、ティナ				計		1,299

				16		1月13日(水)		七北田保育所		未就学児		54		チア、ティナ

				17		1月20日(水)		仙台市立黒松小学校		小学校		62		チア、ティナ

				18		1月21日(木)		仙台市立遠見塚小学校(1クラス)		小学校		34		チア、ティナ

				19		1月21日(木)		仙台市立遠見塚小学校(1クラス)		小学校		34		チア、ティナ

				20		1月29日(金)		アスク小鶴新田保育園		未就学児		70		チア、ティナ

				21		2月9日(火)		大野田すぎのこ保育園		未就学児		142		チア、ティナ

				22		2月12日(金)		東仙台保育所		未就学児		39		チア、ティナ

				23		3月16日(火)		岩切どろんこ保育園		未就学児		22		チア、ティナ

										参加者計		1,299



&R&D



2020-21 (教育委員会へ)

		

		2020-21シーズン　仙台89ERS学校訪問　実績 センダイジッセキ

				■実施実績 ジッセキ														■分類別応募数・実施数

				No		日程		訪問先		対象		人数		訪問者				分類		応募数		実施校

				1		8月20日(木)		仙台保育園		未就学児		21		チア、ティナ				保育・幼稚園		43		14

				2		8月25日(火)		ちゃいるどらんど荒井こども園		未就学児		43		チア、ティナ				小学校		24		9

				3		9月3日(木)		仙台市立北中山小学校		小学校		114		チア、ティナ				中学校		0		0

				4		9月14日(月)		おたまや幼稚園		未就学児		62		チア、ティナ				養護学校・支援学級		0		0

				5		9月18日(金)		仙台市立大沢小学校		小学校		80		チア、ティナ				インターナショナルスクール		0		0

				6		10月5日(月)		ふたばハイジ幼稚園		未就学児		114		チア、ティナ				計		67		23

				7		10月14日(水)		仙台市立人来田小学校		小学校		44		チア、ティナ

				8		10月20日(火)		仙台市立鶴が丘小学校		小学校		43		チア、ティナ				■分類別参加人数

				9		11月4日(水)		仙台市立六郷小学校		小学校		17		チア、ティナ				分類		参加人数

				10		11月6日(金)		仙台八乙女雲母保育園		未就学児		33		チア、ティナ				保育・幼稚園		750

				11		11月17日(火)		仙台市立東四郎丸小学校		小学校		77		チア、ティナ				小学校		549

				12		11月24日(火)		仙台市立秋保小学校		小学校		44		チア、ティナ				中学校		0

				13		12月7日(月)		東仙台幼稚園		未就学児		35		チア、ティナ				養護学校・支援学級		0

				14		12月16日(水)		アスク南仙台保育園		未就学児		34		チア、ティナ				インターナショナルスクール		0

				15		12月22日(火)		黒松保育所		未就学児		81		チア、ティナ				計		1,299

				16		1月13日(水)		七北田保育所		未就学児		54		チア、ティナ

				17		1月20日(水)		仙台市立黒松小学校		小学校		62		チア、ティナ

				18		1月21日(木)		仙台市立遠見塚小学校(1クラス)		小学校		34		チア、ティナ

				19		1月21日(木)		仙台市立遠見塚小学校(1クラス)		小学校		34		チア、ティナ

				20		1月29日(金)		アスク小鶴新田保育園		未就学児		70		チア、ティナ

				21		2月9日(火)		大野田すぎのこ保育園		未就学児		142		チア、ティナ

				22		2月12日(金)		東仙台保育所		未就学児		39		チア、ティナ

				23		3月16日(火)		岩切どろんこ保育園		未就学児		22		チア、ティナ

										参加者計		1,299















■仙台プロスポーツネットとの連携

９仙台89ERSホームタウン協議会

2020-21シーズン事業報告

仙台プロスポーツネットと連携して作成した案内チラシを、区役

所で手続きに訪れた転入者に配布し、ホームゲーム招待を行った。

【転入者招待事業】

その他の事業

2020-21シーズン転入者チラシ利用者数

NO 試合日 会場 件数 人数

1 10月17日(土) 0 0
2 10月18日(日) 0 0
3 11月21日(土) 2 6
4 11月22日(日) 0 0
5 1月23日(土) 1 2
6 1月24日(日) 0 0
7 1月30日(土) 0 0
8 1月31日(日) 1 3
9 2月13日(土) 0 0
10 2月14日(日) 中止 中止

11 2月20日(土) 0 0
12 2月21日(日) 0 0
13 3月13日(土) 0 0
14 3月14日(日) 1 3
15 3月24日(水) 本山製作所青葉アリーナ 0 0
16 4月3日(土) 0 0
17 4月4日(日) 3 9
18 4月14日(水) 0 0
19 4月24日(土) 2 2
20 4月25日(日) 4 6

合計 14 31

ゼビオアリーナ仙台

ゼビオアリーナ仙台

カメイアリーナ仙台
(仙台市体育館)

ゼビオアリーナ仙台
2017-18
2018-19

105
141

＜参考＞

シーズン 人数

2019-20 70

※コロナ禍により利用者数は減少


20-21（全部）

		2020-21シーズン転入者チラシ利用者数										＜参考＞

		試合日		会場		件数		人数				シーズン				人数

		10月2日(金)		名取市民体育館		-		-				2019-20				70

		10月3日(土)				-		-				2018-19				141

		10月17日(土)		ゼビオアリーナ仙台		0		0				2017-18				105

		10月18日(日)				0		0

		10月28日(水)		塩釜ガス体育館		-		-

		11月21日(土)		ゼビオアリーナ仙台		2		6

		11月22日(日)				0		0

		12月5日(土)		白石市文化体育活動センター
(ホワイトキューブ)		-		-

		12月6日(日)				-		-

		12月19日(土)		加美町陶芸の里スポーツ公園		-		-

		12月20日(日)				-		-

		12月5日(土)		登米総合体育館(とよま蔵ジアム)		-		-

		12月6日(日)				-		-

		1月23日(土)		カメイアリーナ仙台(仙台市体育館)		1		2

		1月24日(日)				0		0

		1月30日(土)				0		0

		1月31日(日)				1		3

		2月13日(土)		ゼビオアリーナ仙台		0		0

		2月14日(日)				中止		中止

		2月20日(土)				0		0

		2月21日(日)				0		0

		2月27日(土)		南三陸町ベイサイドアリーナ		-		-

		2月28日(日)				-		-

		3月13日(土)		ゼビオアリーナ仙台		0		0

		3月14日(日)				1		3

		3月24日(水)		本山製作所青葉アリーナ		0		0

		4月3日(土)		ゼビオアリーナ仙台		0		0

		4月4日(日)				3		9

		4月14日(水)				0		0

		4月24日(土)				2		2

		4月25日(日)				4		6

		合計				14		31





20-21 (市内のみ)

		2020-21シーズン転入者チラシ利用者数												＜参考＞

		NO		試合日		会場		件数		人数				シーズン				人数

		1		10月17日(土)		ゼビオアリーナ仙台		0		0				2019-20				70

		2		10月18日(日)				0		0				2018-19				141

		3		11月21日(土)				2		6				2017-18				105

		4		11月22日(日)				0		0

		5		1月23日(土)		カメイアリーナ仙台
(仙台市体育館)		1		2

		6		1月24日(日)				0		0

		7		1月30日(土)				0		0

		8		1月31日(日)				1		3

		9		2月13日(土)		ゼビオアリーナ仙台		0		0

		10		2月14日(日)				中止		中止

		11		2月20日(土)				0		0

		12		2月21日(日)				0		0

		13		3月13日(土)				0		0

		14		3月14日(日)				1		3

		15		3月24日(水)		本山製作所青葉アリーナ		0		0

		16		4月3日(土)		ゼビオアリーナ仙台		0		0

		17		4月4日(日)				3		9

		18		4月14日(水)				0		0

		19		4月24日(土)				2		2

		20		4月25日(日)				4		6

						合計		14		31



























Table 1 (2)

		2019-20シーズン転入者チラシ利用者数

		＜参考＞

		シーズン				人数

		2019-20				70

		2017-18				120

		2016-17				259

		2015-16				76

		2013-14				184

		試合日		曜日				件数				引換人数		会場

		9月28日		土				0				0		ゼビオアリーナ仙台

		9月29日		日				0				0

		10月5日		土				2				4

		10月6日		日				3				5

		10月16日		水				0				0

		10月19日		土				1				2

		10月20日		日				4				6

		11月9日		土				0				0		南三陸ベイサイド
アリーナ

		11月10日		日				0				0

		11月23日		土				0				0		ゼビオアリーナ仙台

		11月24日		日				4				8

		12月13日		金				1				2

		12月14日		土				4				7

		12月28日		土				2				5

		12月29日		日				4				8

		1月25日		土				2				4

		1月26日		日				1				1

		2月1日		土				2				4

		2月2日		日				3				6

		2月21日		金				2				4		カメイアリーナ仙台

		2月22日		土				2				4

		合計						37				70







■クラブが取り組む事業などへの協力

10仙台89ERSホームタウン協議会

2020-21シーズン事業報告

【ホームゲーム開幕戦における

会員向け観戦招待案内・チアボード制作協力】

クラブが企画・実施するイベントに対し、当会会員、

関係機関の皆様への周知や制作物への協力により、

クラブPR・集客増加につながる支援を行った。

【ホームゲーム運営ボランティア募集協力】

コロナ禍により、クラブボランティアの集まりが思わ

しくなかったため、当会事務局の仙台市スポーツ振興

事業団が運用している「せんだいスポーツボランティ

アステーション」にて募集に協力した。

その他の事業
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