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グランディ・２１ボランティア

タイプ： 施設型ボランティア

活動範囲：ひとめぼれスタジアム宮城を含む
グランディ・２１（宮城県総合運動公園）と、
その周辺

活動内容： イベント運営補助、見学案内、
情報提供など、何でも
設置： 2003年3月設立

組織： 宮城県が設置(県スポーツ振興基本
計画にある）、ボランティア自らが運営する、
官設完全民営型ボランティア組織。

会員： 140名(2003/10)→95名(現在)
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グランディ・２１ボランティア
設立の経緯

∗ 2000/3月 宮城スタジアム竣工
∗ 2000/ 6/ 11 宮城スタジアムこけら落としの一戦

キリンカップ・日本vsスロバキア
∗ 2000/ 8/ 26 J 1リーグ・オールスター
∗ 2001/10月 新世紀みやぎ国体

第１回全国障害者スポーツ大会
∗ 2002/6月 FIFA WorldCup Korea/Japan 宮城開催
∗ 2002/6/18 日本vsトルコ

日本はW杯で初めて決勝リーグに進んだ

W杯後の利用方法については未確定で、かつ巨大箱物に批判が集中・・・

～宮スタという箱物に「心」を入れる～

『グランディ・２１ボランティアの誕生から震災復興へ』



その年、２００２年の８月も終わる頃・・・
１０数名の男たちが、県庁に集まった・・・

W杯後の利用方法については未確定で、
かつ巨大箱物に批判が集中・・・



ドラマティックプロジェクト＠グランディ・２１

このままでは・・・

スタジアムがただの「はこ」になってしまう。

国体、障スポ、Ｗ杯の成果、財産をどう生
かしていくのか

とにかく、動き始めた．．．．



住民に必要とされるスタジアム

世紀のビッグイベントの舞台
今世紀最初の国体

日本代表が初めて決勝トーナメントを戦った

世界の名選手がプレーをした

わたしの舞台、わたしたちの舞台
 そのピッチに立つことが誇りになる物語

いつ行っても、何かを学ぶことができるところ

 スポーツ文化の発信地へ

県民自らが主役 → 新たなドラマへ



人が何度も行きたくなる！

利用と維持費のアンバランスとは

 その「はこ」にどんな恩恵を被っている実感がもて
ない

日常的に利益を感じるような知恵のある運営とは

県民と「はこ」の距離を縮めたい

財産としてのスタジアム

宮城人の誇りに育てていく第一歩が始まる



人をいきいきさせる

県民が主体的にしかも楽しく！

何かをやろう！

 スポーツとは「する」「みる」「ささえる」

自分のドラマの創造

主体的に支えよう！



人が楽しく、つどう場

場の提供

立派な施設がある

十分な施設である

 ところが、

人がいない

自らがボランティアと参加して、人を、場を支
えよう！



グランディ・２１ボランティア

２００３年３月

日本初の官設民営・施設型ボランティアの誕生

「冷たいコンクリートの塊に

熱い血を注入する」

得られた感動と喜びを、みんなに、
子供たちに、伝えたい



グランディ・２１ボランティア総会（３月６日）が終わった直後の
２０１１年３月１１日

運命の日を迎えた・・・・

それから８年、
運命の年を迎える



3.11東日本大震災
それは突然やってきた・・・



グランディ・２１は
遺体安置所と
なった・・・



この非常時に、

スポーツボランティアは、
何ができるというのか



スポーツボランティアに
できることは、ないだろうか・・・・

２０１１／５／２
全国のスポーツボランティアがグランディ・２１に
集合して、知恵を出し合った・・・・

それが、東北スポーツボランティアサミット宣言！

震災後，わずか２ヶ月で，
ボランティアが，集合！



スポーツで笑顔を未来へ

東北スポーツボランティア
サミット宣言

私たちはこの度の東日本大震災からの復興に向け、スポー
ツを通じてたくさんの笑顔が取り戻せるよう、協力して活動
することを宣言します。

2011年5月2日 宮城県総合運動公園グランディ・２１で採択



３つの活動目標
１．未来をになう子供たちに、スポーツの
楽しさを伝える活動をします。
２．スポーツを通じて震災復興のための支
援活動を行います。
３．地域に根ざすスポーツ組織を支援する
活動をします。

スポーツで笑顔を未来へ

東北スポーツボランティアサミット宣言2011.5.2



スポーツで笑顔を未来へ

東北スポーツボランティアサミット宣言

活動目標

１．未来をになう子供たちに、スポーツの
楽しさを伝える活動をします。

(1) 子供を対象にしたスポーツを楽しむ活動支援

(2) スポーツ組織と連携した子供向けイベントの開催

(3) 子供達へのスポーツ用具の寄贈支援

2011.5.2



スポーツで笑顔を未来へ

東北スポーツボランティアサミット宣言

活動目標

２．スポーツを通じて震災復興のための
支援活動を行います。

(1) スポーツネットワークによる復興ボラの支援

(2) 復興支援のための募金活動の支援

(3) スポーツを通じた楽しむ場の提供

2011.5.2



スポーツで笑顔を未来へ

東北スポーツボランティアサミット宣言

活動目標

３．地域に根ざすスポーツ組織を支援する
活動をします。

(1) 震災により継続が困難なスポーツチームの支援

(2) 被災地域でのチャリティスポーツイベント開催

(3) 被災地のスポーツに関する情報発信

2011.5.2



∗ たとえば、仙台89ERSが復活して元気になる！

∗ たとえば、野球のAll Star Gameが来て元気になる！

∗ たとえば、サッカー日本代表戦で元気になる！

∗ たとえば・・・・

∗僕たちにできることは、きっと、ある！

スポーツで、まちが元気になる！

2011.5.2



スポーツは何ができるのだろうか。

被災地は未だ先が見えない・・・

「支える」スポーツの役割



今こそ、スポーツの出番！
復旧，復興のスピードは市町村，地域によって違う

 したがって支援活動も異なる

災害弱者である，子どもたちやお年寄りに対するケアが不十分
な場合がある

今後はそうした災害弱者や行き届かない部分へ，各被災地に
応じた対処が必要

スポーツが果たす役割

それは、心の復興を支援すること

笑顔があれば、吹っ切れるし、頑張れる！



グランディ・２１ボランティアは、リオ五輪の
人文字パフォーマンスに協力しました

リオオリンピック閉会式で被災地の子供達の人
文字パフォーマンスとして、利府町の子供たち
は、2016/7/5に「FROM JAPAN」の人文字を
描きました。

参加した子供達は、利府町の小学校、中学校
全部と、利府高校、利府支援学校の子供達
２，６００人でした。

グランディ・２１ボランティアは、大型映像装置
操作で、お手伝いしました。



東京オリンピックに向けて

～スポーツボランティアへの期待～



2020年東京オリパラ大会の概要

○第30回オリンピック競技大会（ロンドン）
・2012年（平成24年）

7月27日（金）～8月12日（日）
・204か国・地域
・26競技、302種目 参加選手数 約10,500人

○第14回パラリンピック競技大会（ロンドン）
・2012年（平成24年）

8月29日（水）～9月9日（日）
・164か国・地域
・20競技・503種目 参加選手数 約4,200人

2020年（平成32年）
7月24日（金）～8月9日（日）＜予定＞

第32回オリンピック競技大会
2020年（平成32年）

8月25日（火）～9月6日（日）＜予定＞

第16回パラリンピック競技大会

アーチェリー、陸上競技、バドミントン、ボッチャ、カヌー、自転車、
馬術、5人制サッカー、ゴールボール、柔道、パワーリフティング、
ボート、射撃、シッティングバレーボール、水泳、卓球、テコンドー、
トライアスロン、車椅子バスケットボール、
車いすフェンシング、ウィルチェアーラグビー、車いすテニス

陸上競技、水泳、サッカー、テニス、ボート、ホッケー、ボクシング、
バレーボール、体操、バスケットボール、レスリング、セーリング、
ウエイトリフティング、ハンドボール、自転車競技、卓球、馬術、
フェンシング、柔道、バドミントン、射撃、近代五種、カヌー、
アーチェリー、テコンドー、トライアスロン、ゴルフ、ラグビー
※以下は、IOCに対して推薦した追加5競技
野球・ソフトボール、空手、スケートボード、
スポーツクライミング、サーフィン

33競技（予定） 22競技

○第18回オリンピック競技大会（東京）
・1964年（昭和39年）

10月10日（土）～10月24日（土）
・93か国・地域
・20競技、163種目 参加選手数 約5,100人

○第2回パラリンピック競技大会【愛称】（東京）
・1964年（昭和39年）
11月8日（日）～11月12日（木）
・21か国・地域
・9競技・144種目 参加選手数 約370人
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2020年東京オリパラに向けた政府の方針

2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の
準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針

（平成27年11月27日閣議決定）【抜粋】

⑦教育・国際貢献等によるオリンピック・パラリンピックムーブメントの
普及、ボランティア等の機運醸成

全国でより多くの方々が大会に関連した取組に関わっていくこと
ができるよう、大会の運営や地方における海外からの来訪者の受
入れなどの各種ボランティア活動、大会に関連する取組に係る寄
附等への機運醸成を図る。
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ロンドンオリンピック・ソチオリンピックにおけるボランティア

１．ロンドンオリンピック・パラリンピック

２．ソチオリンピック・パラリンピック

ロンドンオリンピック・パラリンピック
組織委員会

大ロンドン市

募集内容 オリンピック・パラリンピック
ボランティア

チームロンドン
アンバサダー

名称 ゲームズメーカー
（Games Maker）

ロンドンアンバサダー
（London Ambassador）

募集方法 ウェブサイトの申請ページより ウェブサイトの申請ページより

募集時期 2010年7月下旬 2010年7月下旬

募集人数 70,000人 8,000人

応募人数 242,000人 22,000人

年齢制限 2012年1月1日付で18歳以上 2012年1月1日付けで16歳以上

大会ボランティア 都市ボランティア

活動内容 競技場における観客サービス
競技運営補助、輸送、セレモニー、医療

大会を通して約4,000人が、ソチ市に関する

観光情報やアクセス情報の提供を行ったと
言われている。募集方法 ウェブサイトの申請ページより

募集時期 2012年2月7日～ 2013年3月1日

募集人員 一般ボランティア：13,000人
専門ボランティア： 8,000人

スポーツボランティア：4,000人



2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のボランティアについて

Q. オリンピック・パラリンピックのボランティアにはどのようなものがありますか？

A. 大きく分けて2種類のボランティアを想定しています。
1つは、競技会場や選手村などで、競技運営や会場案内、大会関係者の輸送

や警備などを行う「大会ボランティア」です。「大会ボランティア」は、運営主体で
ある（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が募集や運
用を行います。
もう1つは、主要空港やターミナル駅、観光スポットなどで海外から来る外国人

観光客や日本の観光客に対し、観光案内や交通案内を行う「都市ボランティ
ア」です。「都市ボランティア」は、開催都市である東京都が募集や運用を行い
ます。

Q.オリンピック・パラリンピックのボランティアの募集はしていますか？

A. 大会ボランティアの募集は2018年夏ごろを予定しています。都市ボランティア
については、詳細が決まりましたら・・・お知らせします。

（東京都オリンピック・パラリンピック準備局HPより抜粋）
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スポーツボランティア共通で行っていること

ゴミの分別収集 啓発活動

ユアテックスタジアム仙台，楽天Ｋｏｂｏパーク宮城，ひ
とめぼれスタジアム宮城，カメイアリーナ仙台，富谷体
育館などで，全く同じ方法の，ゴミの分別収集を実施。

訪れる人に，ゴミ分別収集の啓発を目的に活動

ボランティア研修会を共同で実施

防災・減災，救命救急，おもてなし，などなど

障害者スポーツ研修を共同で実施

 スペシャルオリンピックス（知的障害者），障害者サッカ
ー，障害者ラグビー，障害者バスケ など

ボラ活動の相互認識・意見交換－次は12/17



2020年 東京オリンピック・パラリンピック
ひとめぼれスタジアム宮城
サッカー（男子・女子） 予選 会場
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