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2021年8月の活動
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スポーツが持つ無限の可能性に挑戦し、
地域社会と共に「夢」と「幸せ」、そして「未来」を創出する。

【スポーツで繋がる、創る】

スポーツのチカラで人と人を繋ぎ、地域社会の未来を創るエンジンに

【あらゆる人に、スポーツを】

あらゆる人がスポーツを楽しみ、「夢」を追うことができる
環境・機会を創出し、地域社会にスポーツでもっと「幸せ」を

【この街から、世界へ】

世界で活躍できる選手を育成し、子供たちと地域社会に夢と未来を

F・マリノススポーツクラブ 理念
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8月の活動一覧

No. 活動名 スライドNo.

1 横浜市長選啓発活動 4

2 オンラインラジオ体操 5

3 港北区 Stay Home 6

4 横浜市 みんなのケータイリサイクル 7

5 #命つなぐアクション 8

6 LTO 9

7 Rethink PROJECT 10

8 エンジョイフットボール 11

9 ふぁんタイム 12

10 ランニングクラブ 13

11 アカデミー 14

12 スクール・SPクラス 15



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年8月)
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活動名

主催／協働

対象

実施日(期間) 実施場所

活動の目的
解決したい課題

活動内容

活動の結果

活動の様子

対応するSDGs

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

横浜市長選啓発活動
港北区役所

2021年8月 港北区内

8月22日実施の横浜市長選における港北区の投票率の向上

・マリノスケとミズキーのコラボデザインの選挙告知ラッピングカーを区内で走らせる
・F・マリノスアンバサダーの波戸康広さん・クラブシップ・キャプテンの栗原勇蔵さんの選挙告知アナウンスを
上記ラッピングカーおよび区役所等で放送

・港北区の投票率は49.38%(前回より13.62%上昇)、18区中9番目。

・ラッピングカーデザインは右記参照

0円 0円

・特になし

地域貢献活動・復興応援活動など

港北区内の選挙権を持つ市民全て



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年8月)
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活動名

主催／協働

対象

実施日(期間) 実施場所

活動の目的
解決したい課題

活動内容

活動の結果

活動の様子

対応するSDGs

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

オンラインラジオ体操
港北区役所・、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科

2021年8月2日~6日、8日~13日 オンライン

地域交流・活性化につなげるとともに、子どもたちをはじめとした区民の皆様に運動機会を提供
詳細はこちらも参照

・ラジオ体操第一・第二をZoom・YouTube配信を通してオンライン開催。10日間の中で様々なゲストが出演し
ゲストにまつわるクイズやスポーツにまつわるSDGsに関する情報をレクチャー。

・マリノスケが8月11日の回にゲスト出演。

・Zoom参加数は142、YouTube視聴数は230。

・オンラインではあるものの、マリノスケの登場に子どもたちからは歓声があがっていた。
・他の子どもたちの様子を見ながら取り組めるので、子どもたちもラジオ体操に一生懸命取り組んでいた。

0円 0円

・ゲスト出演なので、取り組みとしては薄いが、もっと食い込んでもいい気がした。
・オンライン形式の運動プログラムは取り入れてもいいかも。

地域貢献活動・復興応援活動など

小学生

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/kohoku/2021/20210712siryou.files/R307siryou.pdf


【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年8月)
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活動名

主催／協働

対象

実施日(期間) 実施場所

活動の目的
解決したい課題

活動内容

活動の結果

活動の様子

対応するSDGs

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

港北区 Stay Home 
港北区役所

2021年8月 オンライン

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための人々への呼びかけ

・感染拡大が続く中で今一度ステイホームを港北区ゆかりの人からTwitter上で呼びかけてもらう企画。
横浜F・マリノスからはマリノスケが呼びかけをおこなった。

0円 0円

特になし

地域貢献活動・復興応援活動など

港北区民



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年8月)
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活動名

主催／協働

対象

実施日(期間) 実施場所

活動の目的
解決したい課題

活動内容

活動の結果

・5月30日 約90台回収
・8月28日 30台回収

活動の様子

対応するSDGs

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

横浜市 みんなのケータイリサイクル！
横浜市資源循環局、横浜市内スポーツチーム

2021年5月~ 日産スタジアム

・リチウムイオン電池を含む電子機器の発火トラブルの防止
・携帯電話を構成するレアメタル（希少金属）のリサイクル促進
詳細はコチラも参照。

・スタジアムにて携帯電話回収ボックスを設置、ホームゲーム来場者から不要な携帯電話を回収する。
回収された携帯電話は障がい者就労施設にて分解される。

・横浜のスポーツチームが複数参画。

・使用済み携帯電話を捨てられず家に保管しているサポーターの方々も多く、
一人で3台以上持ってきてくれる方も。

・5月30日の実施時は回収ボックスからあふれるほど集まった。

0円 0円

特になし

地域貢献活動・復興応援活動など

横浜F・マリノスホームゲーム来場者

https://www.f-marinos-sportsclub.com/news/hometown/719/


【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年8月)
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活動名

主催／協働

対象

実施日(期間) 実施場所

活動の目的
解決したい課題

活動内容

活動の結果

活動の様子

対応するSDGs

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

#命つなぐアクション 「スタジアムで倒れている人を見かけたら」動画

F・マリノススポーツクラブ、一般社団法人松田直樹NextGeneration、横浜市消防局(動画内容監修)

2021年8月~ 日産スタジアム / ニッパツ三ツ沢球技場

・人が倒れているのを見かけた時に正しい行動をとれるように。

・倒れている、かつ心肺停止に陥っている人をスタジアムで見かけた時にどのような行動をとるべきかを
啓発する動画を作成しホームゲームで放映する。

・動画内ではスタジアム内のAEDの場所も紹介

741,000円 0円

・スタジアムの外でもできる活動を。
・マリノスファミリー全体で取り組む

地域貢献活動・復興応援活動など

横浜F・マリノスホームゲーム来場者



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年8月)
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活動名

主催／協働

対象

実施日(期間) 実施場所

活動の目的
解決したい課題

活動内容

活動の結果

活動の様子

対応するSDGs

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

LEADS TO THE OCEAN 海につづくプロジェクト（通称：LTO）
NPO法人海さくら、日本財団／プロスポーツチーム(21年8月時点：17チーム)

2021年8月28日(土) 日産スタジアム周辺

スポーツと清掃活動を軸に、海・自然環境への意識を高め、次世代に美しい自然を残すためのプロジェクト。
「海にゴミは行かせない！」を合言葉に、街から海に流れるごみを減らし、本来の美しい海・環境を取り戻す。
LTO活動の詳細はコチラ

日産スタジアムでのホームゲーム試合前にゴミ拾いを実施。
基本3時間前から試合開始までの間に実施しており、皆様のお好きな時間に参加可能。
年間に規定数以上のスタンプを集めると『ゴミ拾いマスター』に認定！（21シーズンは9個以上）

参加者：35名
集めたごみ(ごみ袋)の数：可燃ごみ6袋、不燃ごみ7袋

8月は1回実施。
3ヶ月ぶり、そして暑い中であったが、数人の方が初めて参加してくれた。
9月はまたホームゲームが無くLTOの実施も無いため【おうちでLTOキャンペーン】を実施。
受付や場内ビジョンではキャンペーンの告知も実施。

0円 0円

参加者増となる取り組みを検討中

地域貢献活動・復興応援活動など

誰でも

https://www.uminitsuzuku.com/#why


【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年8月)
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活動名

主催／協働

対象

実施日(期間) 実施場所

活動の目的
解決したい課題

活動内容

活動の結果

活動の様子

対応するSDGs

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

Rethink PROJECT：F･マリノスユース向け勉強会および清掃活動
Rethink PROJECT、株式会社ピリカ、F・マリノススポーツクラブ

2021年8月20日(金) マリノス本社～しんよこフットボールパーク

昨今深刻化している海洋ごみの多くが人工芝など陸由来のごみが占めているという事実を含めた環境問題を、アカデミー
の選手たちに学んでもらい体感してもらうことで、彼らがSDGsに当事者意識をもって向き合うきっかけとし、かつ、
スポーツによるサステナブルな社会実現へのチャレンジとする。

株式会社ピリカの代表小嶌不二夫様を講師に招き、サッカーグラウンドからの人工芝流出や街のごみ問題などを題材にし
ながら、海洋ごみ問題の最前線を学ぶ勉強会を開催。また、世界108カ国で利用されているごみ拾いSNS「ピリカ」を実
際に活用した清掃活動をしんよこフットボールパーク周辺で実施。

参加者：13名 (横浜F・マリノスユース所属選手)

以下のメディア掲載記事をご参照ください。
・Sportsnavi「ピッチ上でも社会でも”世界基準”へ アカデミー生が学ぶ環境問題」
・カナロコ「サッカーうまいだけでは…」横浜Ｍ育成組織が環境学ぶ理由」
・新横浜新聞「【F・マリノス】環境問題を考えるプロジェクトに挑戦、新横浜で清掃活動も」

0円 0円

参加者増となる取り組みを検討中

地域貢献活動・復興応援活動など

横浜F・マリノスユース所属選手

https://sports.yahoo.co.jp/official/detail/202108290018-spnaviow
https://www.kanaloco.jp/sports/soccer/marinos/article-646811.html
https://shin-yoko.net/2021/09/16/jt_yokohama-3/


【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(21年8月)
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活動名

主催／協働

対象

実施日 実施場所

活動内容

活動の様子

試合結果
ニュース等

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

エンジョイフットボール
F・マリノススポーツクラブ

2021年8月6日（金）、7日（土）、20日（金） MTP新吉田、横浜市立吉田中学校

募集：ホームページ（申込制）
内容：ウォーミングアップ、トレーニング、ゲーム

参加人数：延べ70名
怪我をしない為のW-UPを入念にしてからGAMEの実施
参加者の皆様は疲れを感じながらも楽しめていました。

ふれあいサッカープロジェクト・フトゥーロなど

活動写真添付
成人男女



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(21年8月)
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活動名

主催／協働

対象

実施日 実施場所

活動の目的

活動内容

活動の結果

活動の様子

試合結果
ニュース等

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

ふぁんタイム（障がい児サッカー教室）

F・マリノススポーツクラブ

2021年8月1日（日）、4日（水） MTP新吉田

・障がい児の子ども達にスポーツする・サッカーを楽しめる環境づくり
・フトゥーロの枠を広げる（現在中学1年生～）

募集：横浜市保土ヶ谷区、戸塚区、の放課後等デイサービスに配布依頼
内容：ボールフィーリング、ドリブル、シュート
※Ｆ・マリノスベースボールシャツを参加者にプレゼント

参加人数：延べ23名
アンケート調査報告書
実施時間の変更（75min→45min）

・保護者の方々もゴールを決めるシーンなどには拍手をして、子ども同様に喜んでいたのが印象的でした。
・実施時間が夕方に近い時間帯だったので、体調不良者もなく無事に実施。

円

インナー的に特に記載することがあれば
※外部展開用は赤塗部を下記バナーで隠してPDFに変換

ふれあいサッカープロジェクト・フトゥーロなど

活動写真添付

知的・発達障がい児 小学1年生～6年生



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(21年8月)
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活動名

主催／協働

対象

実施日 実施場所

活動の目的

活動内容

活動の結果

活動の様子

試合結果
ニュース等

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

ランニングクラブ

F・マリノススポーツクラブ

2021年8月7日（土）、28日（土） 新横浜公園周辺

・ランニング活動を通して、マリノスファミリーの獲得
・ランニングの楽しさを体感することと、健康の寄与する活動
・正しいウォーミングアップの伝達

・新横浜公園近隣でのランニング、インターバル走
正しいストレッチ、ウォーミングアップを行いケガを予防する

・参加者が定期的にマラソン大会など参加している。その中で「ウエア」を着用してのマリノスを周知している。ファミ
リーの意識が高い。 ・
一人でのランニングではなかなか行わないストレッチも意識をするようになった。

・皆さん毎回笑顔で参加して頂けている。大会報告やアウェイの話で盛り上がる。。

インナー的に特に記載することがあれば
※外部展開用は赤塗部を下記バナーで隠してPDFに変換

ふれあいサッカープロジェクト・フトゥーロなど

活動写真添付

成人男性・女性



【この街から、世界へ】活動レポート(21年8月)
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ユース

・U-18日本代表候補選出(福島トレーニングキャンプ) ・U-17日本代表選出

山根陸 選手 内野航太郎 選手

アカデミー(ユース・ジュニアユース・プライマリー)



【この街から、世界へ】活動レポート(21年8月)
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サッカースクール

スペシャルクラス

●実施イベントの報告(全校・各エリア・各校)
【全校イベント】
8/2、8/3 トリコロールカップ（小学3~6年生）@大和ゆとりの森大規模多目的スポーツ広場 ※4年生のみ中止
8/4  強化クラス交流戦 ＠大和ゆとりの森スポーツ広場
8/5,6 ゴールキーパーキャンプ @新吉田校

【中央エリア】
8/5、6 大和校GAME大会 @大和校

【南エリア】
8/7,8 南エリア交流戦 @上大岡校

●各校会員数、ニュースやトピックスなど
【北エリア】新吉田校：269名、東山田校：342名、中山校：97名、小机校：144名
【中央エリア】二俣川校：343名、大和校：219名、ShunsukePark校：162名
【南エリア】京急上大岡校：292名、追浜校：26名、リーフスタジアム校：138名
【スペシャルクラス】129名
【大人スクール】186名

サッカースクール・スペシャルクラス

●各クラス(新横浜・追浜・大和)の活動報告

・スペシャルクラス選抜活動をスタート（８月17日、19日、20日）

●その他ニュースやトピックスなど

HPのニュースアップの際は、
図形の下の会員数を隠してください。


