
- 1 -

           2021-22シーズン事業報告

■仙台89ERSホームタウン協議会応援デーの実施

クラブの協力のもと、会員企業・団体の皆様を対象に、割引チケット・グッズプレゼント等

の特典を付与した応援企画を実施し、集客をサポートした。

【第1回】

試合日：令和3年 ①11月20日（土）②11月21日（日） 
会 場：ゼビオアリーナ仙台 

対戦相手：青森ワッツ  

特 典：(1) 優待価格でのチケット販売(大人1,500円／子ども500円) 
(2)「Ascend」Tシャツ

(3) 選手直筆サイン入りミニボール※抽選

申込数：①大人32名／子ども13名【合計45名】②大人30名／子ども13名【合計43名】
 

【第2回】

試合日：令和4年 ①3月12日（土）②3月13日（日）③3月19日（土）④3月20日（日） 
会 場：ゼビオアリーナ仙台

対戦相手：①②西宮ストークス③④越谷アルファーズ

特 典：(1) 優待価格でのチケット販売(大人1,000円／子ども500円) 
(2) 全選手直筆サイン入り「Ascend」Tシャツ

(3) 選手との集合写真撮影会 ※コロナ感染状況により中止

申込数：① 大人17名／子ども7名【合計24名】② 大人21名／子ども6名【合計27名】 
③大人13名／子ども3名【合計16名】④ 大人29名／子ども6名【合計35名】

■B2プレーオフバプリックビューイングへの協力

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】令和 4 年①5 月 14 日（土）13 時 00 分～※セミファイナル

②5 月 21 日（土）15 時 00 分～※ファイナル

【対戦相手】①香川ファイブアローズ②ファイティングイーグルス名古屋 

【会 場】①本山製作所青葉アリーナ②ゼビオアリーナ仙台  

【観客数】① 351 名②265 名 
【その他】飲食ブース・グッズ販売等あり
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■B1昇格報告会の開催

多くの市民が行き交う市内中心部にて、B1昇格の報告と黄援への感謝の意を伝えるため、

会を開催した。

【日時】令和4年5月29日（日）11時00分～11時20分
【会場】サンモール一番町 藤崎前特設ステージ

【参加者】志村社長・藤田ヘッドコーチ・選手・チアーズ・ティナ

【観客数】約400名

■仙台空港でのお出迎え

アウェーの地でB1昇格を決め、16日間で9試合というハードなプレーオフのスケジュール

を戦いきった選手たちに向けて、祝福と感謝の横断幕を作成して、ブースターとともに

出迎えた。

【日時】令和4年5月17日（火）※香川より帰航／5月23日（月）※名古屋より帰航 
【場所】仙台国際空港1Fセンタープラザ
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■PR活動

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 104 名（前年比＋1 名）、 Twitter 411 名（前年比＋98 名）

■ホームアリーナ及び周辺の装飾事業

ホームアリーナであるゼビオアリーナ仙台や隣接している長町商店街を装飾し、

長町界隈がホームタウンであることを PR した。

【ゼビオアリーナ仙台内および周辺の装飾】 

《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～笹谷街道 

【期間】通年 

《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 
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【地下鉄駅構内の装飾】 

《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（長町・長町一丁目・富沢駅） 

※シーズン終了後は、「昇格おめでとう」メッセージ掲出

②ホーム対向壁ステッカー広告（長町・長町一丁目・富沢駅）

③ホーム内照広告（勾当台公園駅）

④ラッチステッカー（長町・富沢駅）

⑤フラッグ掲出（富沢駅）

⑥ポスターボードの活用（長町駅・富沢駅）

⑦駅貼りポスターの活用（長町駅）

【期間】通年 

■長町商店街との連携深化

チームが取り組む「イエロープロジェクト」について、長町駅前の花壇設置における、

賛同団体を掲載した看板設置への協力 

【場所】長町駅 東口 

【期間】令和3年12月5日
～令和8年3月31日まで

【クラブを核とした地域（太白区・長町）・経済活性化事業】 
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■学校訪問活動支援

チームが実施する市内全域を対象としたバスケットボール教室やダンス教室について、開催

回数を条件とした覚書を締結し、助成を行った。

【記念品】保育・幼稚園[ミニボール、ゴール、ステッカー] 小学校[ステッカー]

【実 績】以下表のとおり
■実施実績 ■分類別応募数・実施数

No 日程 訪問先 対象 人数 訪問者 内容 分類 応募数 実施校

1 10月15日(金) 仙台市立大和小学校 3年 86 89ERSチアーズ、ティナ ダンス教室 保育・幼稚園 86 5

2 10月21日(木) 青山保育所 未就学児 60 89ERSチアーズ、ティナ ダンス教室 小学校 18 15

3 10月25日(月) 仙台市立東長町小学校 5年 127 アカデミーコーチ バスケ教室、ディフェンスアクション 計 104 20

4 10月28日(木) 仙台市立大野田小学校 3年 112 89ERSチアーズ、ティナ ダンス教室

5 11月19日(金) 仙台市立向山小学校 5、6年生 89 アカデミーコーチ バスケ教室、ディフェンスアクション ■分類別参加人数

6 11月19日(金) 仙台市立鹿野小学校 2年 59 89ERSチアーズ、ティナ ダンス教室 分類 参加人数

7 11月24日(水) 仙台市蒲町小学校(特別支援学級) 1～6年生 16 89ERSチアーズ、ティナ ダンス教室 保育・幼稚園 216

8 11月2日(火) 仙台市立袋原小学校 1年 121 89ERSチアーズ、ティナ ダンス教室 小学校 1,328

9 12月3日(金) 仙台市立榴岡小学校 1年 168 89ERSチアーズ、ティナ ダンス教室 計 1,544

10 12月9日(木) 仙台袋原あおぞら保育園 未就学児 24 89ERSチアーズ、ティナ ダンス教室

11 12月10日(金) 仙台市立旭丘小学校 5年 62 アカデミーコーチ バスケ教室、ディフェンスアクション

12 12月13日(月) 金剛沢小学校 6年 84 アカデミーコーチ バスケ教室、ディフェンスアクション

13 12月15日(水) 仙台市立北中山小学校 4年 115 アカデミーコーチ バスケ教室、ディフェンスアクション

14 12月21日(火) 三幸学園仙台こども園 未就学児 32 89ERSチアーズ、ティナ ダンス教室

15 1月13日(木) 南光紫陽幼稚園 未就学児 60 89ERSチアーズ、ティナ ダンス教室

16 1月18日(火) 仙台市立人来田小学校 6年 44 アカデミーコーチ バスケ教室、ディフェンスアクション

17 1月19日(水) 仙台市立市名坂小学校 1年 101 89ERSチアーズ、ティナ ダンス教室

18 1月21日(金) 仙台市立栗生小学校 5年 106 アカデミーコーチ バスケ教室、ディフェンスアクション

19 1月26日(水) 鹿野なないろ保育園 未就学児 40 89ERSチアーズ、ティナ ダンス教室

20 1月28日(金) 東四郎丸小学校 4年 38 アカデミーコーチ バスケ教室、ディフェンスアクション

合計人数 1,544

※コロナによる中止/別日程開催不可

1 8月31日(火) 仙台市立茂庭台小学校 4年 39 中止 バスケ教室、ディフェンスアクション

2 2月4日(金) 仙台市立北中山小学校 5年 119 中止 バスケ教室、ディフェンスアクション

3 2月10日(木) 仙台市立芦口小学校 3年 59 中止 ダンス教室

4 2月21日(月) 双葉幼稚園 5歳 77 中止 ダンス教室
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■仙台プロスポーツネットとの連携（転入者招待事業）

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。

【実績】21 試合対象・63 名観戦 ※昨シーズン 19 試合対象・31 名観戦

■会員向け観戦招待案内

クラブが企画・実施するイベントに対し、協議会会員、関係機関の皆様への周知協力

により、クラブPR・集客増加に繋がる支援を行った。

・令和4年4月16日（土)・17日（日）B2リーグ第31節 ※4,000人動員プロジェクト

・令和4年5月9日（月）B2プレーオフクォーターファイナル第3戦

【その他の事業】 
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