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１ 地域密着推進事業 

■ベガルタ仙台が実施する各種スポーツ教室の支援 

 ベガルタ仙台が実施する県内全域を対象としたサッカーや他種目のスポーツ教室等の活

動に対し助成を行った。 

・サッカー教室    16回   1,375名 

・指導者講習会    2回    100名 

・各種スポーツ教室  6回    329名 

 

■延岡市・仙台市の地域間交流事業の開催 

（１）延岡市小学生サッカー選抜チーム仙台市招待 

日 程：平成 26年 8月 1日（金）～3日（日） 

会 場：ユアテックスタジアム仙台ほか 

内 容：延岡市選抜少年サッカーチーム（15名）を 

仙台に招いて交流活動を行った。 

・仙台市選抜との交流試合（ベガルタ仙台対大宮アルディージャ戦の前座試合） 

・若林区選抜サッカーチームの交流試合 

・震災被災地見学（東松島地区） 

 

（２）仙台市小学生サッカー選抜チーム延岡市訪問 

日 程：平成 26年 8月 22日（金）～24日（日） 

会 場：西階陸上競技場ほか 

内 容：仙台市選抜少年サッカーチーム（15名） 

    が延岡市を訪問して交流活動を行った。 

・延岡市選抜との交流試合 

・高千穂等視察 

 

（３）キャンプ地激励訪問 

期 間：平成 27年 2月 2日（月）～3日（火） 

内 容：宮崎県延岡市でキャンプを行うチームを 

訪問し、仙台牛、仙台いちごを差し入れた。 
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■ベガルタカップ招待決勝大会 

日 時：平成 26年 10月 11日（土）・12日（日） 

会 場：泉パークタウンサッカー場 

参加チーム：ベガルタカップ少年サッカー大会各地区優勝チーム（青葉・宮城野・若林・

太白・泉・大崎ブロック）・仙台市選抜・ベガルタ仙台ジュニア合計 8チー

ム 

内 容：ベガルタカップの各ブロックの優勝・準優勝チームへ表彰状の贈呈、決勝大会

参加選手に記念品（ノート、シャープペンシル）をプレゼントした。 

結 果：優勝 ベガルタ仙台ジュニア 

準優勝 黒松パル FC 

 

 

■フラッグの作成・掲出 

泉中央、ユアスタ周辺、大町商店街、中山商店街、仙台空港などに合計約 400 枚のフラ

ッグを掲出した。 

 

 

泉中央駅周辺 

おおまち商店街 
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２ ファン拡大事業 

■2014 ベガルタ仙台ホームゲーム観戦招待 

（１）シルバー招待 

期 間：平成 26年 5月 28日（水）～11月 29日（土） 

内 容：県内在住の 65歳以上の方をホームゲームに招待した 

9試合 270組 540人 

 

（２）児童福祉施設招待 

期 間：平成 26年 4月 19日（土）～11月 29日（土） 

内 容：県内の児童福祉施設をホームゲームに招待した 

14試合 8施設 436人 

 

（３）親子ペア招待 

期 間：平成 26年 8月 30日（土）・9月 23（火・祝）・10月 18日（土） 

内 容：県内在住の小・中学生と保護者の方をホームゲームに招待した 

3試合 90組 180人 

 

（４）ベガルタカップ参加者招待 

期 間：平成 26年 7月 23日（水）・8月 2日（土）・16日（土） 

内 容：ベガルタカップ少年サッカー大会参加者をホームゲームに招待した 

各試合 400人 合計 1,200人 

 

 

■２０１４ ベガルタ仙台ホームタウン協議会応援デーの開催 

ホームタウン協議会参加各社を対象に割安で試合を観戦できる企画を実施した。 

開催日等：3月 29日（土）甲府戦    199名 

4月 19日（土）鳥栖戦    25名 

5月 18日（日）広島戦    79名 

5月 28日（水）Ｇ大阪戦  150名 

7月 23日（水）名古屋戦   508名 

 

 



 

ベガルタ仙台ホームタウン協議会                   平成 26年度事業報告 

 

 

３ レディース支援事業 

■レディース最終戦セレモニー参加 

日 時：平成 26年 11月 1日（土） 

 13:30キックオフ 

対戦相手：ASエルフェン埼玉 

会 場：ユアテックスタジアム仙台 

内 容：試合終了後の最終戦セレモニーで 

会長によるあいさつ・花束贈呈を行った 
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４ 広報事業 

■地下鉄ショウウインドウ広告 

掲出期間：通年 

内 容：地下鉄仙台駅構内のショーウィンドーを 

利用して、試合日程や順位を告知した。 

今年度はレディースの試合日程ポスターも 

掲出した。 

 

 

■ホームゲーム試合告知横断幕設置 

掲出期間：平成 26年 2月～5月末、7月～8月末、9月～11月末 

内 容：地下鉄仙台駅、泉中央駅改札口周辺にホームゲーム試合告知看板設置し集客を図

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

■「カントリーロード 2014-2015」への広告掲出 

発行日：平成 25年 2月 5日（木） 

発行部数：10,000部 

内 容：ベガルタ仙台・市民後援会が発行する 

「カントリーロード 2014-2015」に広告を 

掲載した。 

仙台駅 泉中央駅 
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■2015 シーズン開幕に向けた地下鉄広告リニューアル 

内 容：新シーズンの開幕に合わせ、地下鉄八乙女駅他７駅の内照広告、泉中央駅の改

札機ステッカー、車両内のポスター、ステッカーを一新し、新たにフラッグを

設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2015 シーズンに向けたユアテックスタジアム仙台周辺の装飾 

内 容：ホームゲーム開催時の応援機運を盛り上げるべく、ユアテックスタジアム仙台

北エントランスや周辺道路の装飾のため造作物を作製（協力）した。 

  

ユアスタ北エントランスを盛り上げるため設置したエアアーチ、テント（6張）、ステージ 

選手全員と監督ののぼり旗、６選手の等身大パネル及び試合前集合写真パネルを作製 

台原駅内照 泉中央駅改札 泉中央駅フラッグ 
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５ イベント事業 

■渡辺晋監督商店街訪問 

期 日：平成 26年 5月 1日（木） 

内 容：4月 9日に就任した渡辺晋監督が市中心部商店街を訪問 

して、監督就任のあいさつと、ホームゲームの PRのため 

に商店街の各店舗のポスターをプレゼントした。 

 

 

■「いず・ちゅう祭」への参加 

期 日：平成 26年 7月 20日（日） 

会 場：地下鉄泉中央駅前 

内 容：泉中央駅前活性化協議会等で構成される「泉中央活性化 

フォーラム」が主催となり、泉中央駅前の盛り上げを図 

るため毎年開催する「いず・ちゅう祭」参加し、祭り客 

へホームゲーム開催を周知するとともに、泉区役所が中 

心となり、泉区にある大学、短大の学生と協力して、応 

援メッセージを短冊へ書いてもらい、七夕へ飾り付け、 

ホームゲームをはじめ、さまざまなイベントで掲出した。 

 

 

■ベガルタ仙台ホームタウンフェスタ in泉開催 

期 日：平成 26年 8月 17日（日） 

会 場：泉中央駅前ペデストリアンデッキ 

内 容：ベガルタ仙台 20周年記念試合に合わせ、 

みやぎ仙台商工会泉区役所等泉地区の関 

係者の他、仙台市経済局とも連携して飲 

食ブース、物産、ステージ等のイベント 

を地下鉄泉中央駅前ペデストリアンデッ 

キ上で開催した。 
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■ベガルタ仙台創立 20 周年記念事業開催支援 

ベガルタ仙台創立 20周年記念事業の開催支援のため、同実行委員会へ負担金として 100

万円を支出した。 

（１）ユヴェントスレジェンズによる被災地訪問 

期 日：8月 16日（土） 

内 容：ユヴェントスレジェンズの選手が 2班に分かれ、石巻、閖上 

の被災地を訪問。また、石巻、岩沼、仙台で各会場、約 100 

名の小学生を対象にサッカー教室を開催した。 

 

（２）サッカー教室及び観戦招待 

日 時：8月 17日（日）14:00～ 

内 容：被災地（気仙沼、南三陸、仙台市沿岸部）のサッカースポー 

ツ少年団、約 160人を対象に記念試合開始前のピッチ上で、 

ユヴェントスレジェンズ、ベガルタ仙台 OBによるサッカー 

教室を開催し、父兄も含めた約 250人を試合観戦に招待した。 

 

（３）記念試合 

日 時：8月 17日（日）16:30キックオフ 

入場者数：11,759人 

試合結果：ベガルタ仙台 OB  ユヴェントスレジェンズ 

         4     -    5 

 

（４）サッカーの見方講座 

開催日：9月 23日から 10月 26日のホームゲーム４試合 

内 容：ベガルタ仙台 OBを講師に迎え、観戦初心者を対象にサッカー 

観戦のポイントをプロが解説したほか、ピッチ上での記念撮 

影などを行い、サッカーとベガルタの新たなファンの開拓を 

図った。 

 

（５）パネル展 

内 容：ベガルタ仙台 20年の歴史をパネルで振り返り、各時代を思い起こすことによ

って、一度スタジアムから足が遠のいたサポーターを再びスタジアムへ促す

試みを実施した。 

展示実績： 

・9月 23日（火・祝）鹿島戦よりホームゲーム開催時にユアスタ 

・10月 11日（土）～13日（月）仙台なびっく 
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・10月 18日（土）・19日（日）フラワーアート（サンモール）、みやぎまるごとフ

ェスタ（勾当台公園） 

・10月 25日（土）クリスロード（ハロウィンパーティーにあわせて展示。ベガッ太、

ベガチアも参加） 

・11月 18日（火）～12月 16日（火）泉区役所１階 

・11月 28日（金）～12月 17日（木）泉中央セルバ４階アリオ連絡通路 

・12月 18日（木）イズイティ２１（シンポジウム会場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）シンポジウム 

日 時：平成 26年 12月 18日（木）19:00～21:00  

会 場：イズミティ２１ 大ホール 

入場者数：約 850人 

内 容：  

【第一部】パネルディスカッション「ベガルタ仙台の次の 

20年にむけて」 

＜パネリスト＞ 

Ｊリーグ常務理事 中西 大介 氏 

ベガルタ仙台・市民後援会理事長 佐々木 知廣 氏 

ベガルタ仙台 渡邉 晋 監督 

ＮＨＫ仙台スポーツキャスター 藤原 由佳 氏 

 藤原キャッスターを進行役に、意見を交わし、中西常務理事からはこれからのベガ

ルタへ期待することとして育成面の充実などを挙げ、佐々木理事長は市民後援会設立

のきっかけなどを振り返った。そして、渡邉監督からは、ベガルタが次のステージへ

サポーターを連れて行きたいといった抱負が語られ、観客は熱心に耳を傾けていた。 

クリスロード ユアスタ北エントランス 

セルバ 

泉区役所 

イズミティ 
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【第二部】ベガルタ仙台 20周年記念トークショー 

＜ゲスト＞ 

岩本 輝雄 氏（ベストゴール第 1位） 

千葉 直樹 氏 

財前 宣之 氏（ベストゴール第３位） 

平瀬 智行 氏 

・各ゲストの現役当時の映像、サポーターが選ぶベストゴール 

の映像を放映し、ベストゴール第 1位に選ばれた岩本氏を 

表彰し、記念の楯を贈った。 

・ゲストは現役時代の思い出を中心に語り合い、会場は大いに 

盛り上がった。 

・ゲストのサイン入りパネルが当たるプレゼント抽選の当選番号 

発表を行った（抽選番号は来場記念品のポストカードにナンバ 

リング）。 

 

【柳沢選手引退あいさつ】 

今シーズン限りで現役を引退した柳沢敦選手に 

花束を贈呈し、柳沢選手からは引退のあいさつが 

行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報用チラシ 

来場記念品ポストカード 
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■「クリーンベガルタ」への協力 

期 日：平成 26年 11月 8日（土）  

会 場：ユアテックスタジアム仙台周辺 

内 容：泉区まちづくり推進協議会主催の泉中央美化推進事業に 

ベガルタ仙台（シュミット・ダニエル選手が参加）、ベガルタ 

仙台・市民後援会と共に参加し、ユアテックスタジアム仙台 

周辺のほか、泉中央駅周辺の清掃を行った。 

 

■トップチームホーム最終戦イベント開催・支援 

日 時：平成 26年 11月 29日（土） 

 17:00キックオフ 

対戦相手：徳島ヴォルティス 

会 場：ユアテックスタジアム仙台 

▼チアペーパーの作成・配布 

 内 容：チアペーパーを作成。来場者全員に配布し、 

チアぺーパーを使い人文字を作った。 

作成枚数：20,000 枚 

 

▼選手へのありがとう！メッセージブースの設置 

 内 容：スタジアム北側エントランスにブースを設置し、 

監督・選手の写真パネルを飾り、来場者に監督・ 

選手に向けたメッセージを記入・投函するイベ 

ントを開催した。 

 投函数：1,506通 

 

▼「ユアテック感動サポート賞」受賞団体推薦 

内 容：スタジアム運営等に貢献した団体を称える 

ことを目的とした「ユアテック感動サポート 

賞」の受賞団体を推薦した。また、ホーム最 

終戦セレモニーの際に、株式会社ユアテック 

佐竹勤 取締役社長より表彰した。 

推薦団体：公益社団法人仙台市シルバー人材センター清掃班 

推薦理由：ベガルタ仙台のホームスタジアムである「ユアテックスタジアム仙台」

において、試合観戦に訪れる観客が快適な時間を過ごすことができるよ

う、観客席、トイレの清掃やスタジアム周辺の除草、清掃など心のこも

った美化活動を続けているため。 
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■皇后杯応援ツアー開催 

日 時：平成 26年 12月 28日（日）11:00キックオフ 

対戦相手：日テレ・ベレーザ 

会 場：味の素フィールド西が丘 

内 容：第３６回全日本女子サッカー選手権大会「皇后杯」 

準決勝に進出したベガルタ仙台レディースを応援する 

ため、宮城県サッカー協会と共催で「ベガルタ仙台レ 

ディース皇后杯応援ツアー」を開催した。 

 

 

■２０１５シーズンキャンプ出発壮行式開催 

日 時：平成 27年 1月 26日（月）7:20～ 

会 場：仙台空港１階センタープラザ 

内 容：2015シーズンに向けてキャンプ地（鹿児島県さつま町、 

宮崎県宮崎市、延岡市）へ出発するベガルタ仙台を激 

励するため、キャンプ出発壮行式を開催した。 

 

 

■２０１５シーズン開幕戦イベント 

日 時：平成 27年 3月 7日（土） 

 14:00キックオフ 

対戦相手：モンテディオ山形戦 

会 場：ユアテックスタジアム仙台 

内 容：チアペーパーを作成。来場者全員に配布し、チア 

ぺーパーを使い人文字を作った。 

作成枚数：20,000枚 

 

 

■２０１５シーズン激励会への協力 

日 時：平成 27年 3月 8日（日）17:00～ 

会 場：クローバーズ・ピア ワッセ 

内 容：宮城県サッカー協会が主催する 

激励会に参加したほか、抽選会の 

景品となる商品の購入を助成した。 
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■在仙プロスポーツ連携事業 

期 日：平成 27年 3月 15日（日）  

会 場：クリスロード商店街 

内 容：仙台プロスポーツネットが主催する在仙プロス 

ポーツ３球団の PR企画に協力した。 

    また、あわせて、今シーズンの新加入選手の写真 

パネルを掲出する等、ベガルタ仙台独自の PRも 

行った。 
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６ 支援活動事業 

■ベガルタ七夕飾り支援 

日 時：平成 26年 8月 6日（水）～8日（金） 

会 場：クリスロード商店街常陽銀行前 

内 容：ベガルタ仙台・市民後援会がホームゲーム時に願いごと 

短冊を募集し制作した「ベガルタ七夕飾り」を仙台七夕ま 

つりに掲出し、観光客にベガルタ仙台をアピールした。 

 

■他クラブホームタウン活動視察 

日 時：平成 26年 9月 27日（土）～28日（日） 

会 場：等々力陸上競技場 

参加者：宮城県サッカー協会 専務理事  菅原 英俊 

ベガルタ仙台・市民後援会 情報部副部長  中川西 寿美子 

ベガルタ仙台ホームタウン協議会事務局  星野 均 

内 容：今後の活動の参考とするため、ホームゲーム開催時のスタジアム周辺の盛り上

がりや、最寄り駅の装飾などを視察した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武蔵中原駅の試合告知 運動公園入口のエアーアーチ キックオフ４時間前の賑わい 

周辺商店街の横断幕 スタジアム内の休憩スペース サイン会会場 



 

ベガルタ仙台ホームタウン協議会                   平成 26年度事業報告 

 

 

■集客支援活動助成 

ベガルタ仙台・市民後援会が企画した集客支援活動に係る 

経費の一部を助成した。 

内 容：10月のホームゲーム 3試合で販売される 

V-PRESSを応募券代わりとして 20周年記念 

ユニフォームなどが当たる抽選会事業を支 

援した。 

 

■サポーター等活動助成 

内 容：サポーター有志が主体となり作成する応援用横断幕の作成費用の一部を助成した。 

 

 


