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2021年9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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9月の活動一覧

No. 活動名 スライドNo.

1 秋の海ごみゼロウィーク 4

2 横浜市立図書館100周年記念展示 5

3 秋の交通事故防止運動 6

4 第7回横浜の子どもが作る弁当コンクール 7

5 Rethink PROJECT 8

6 ランニングクラブ 9

7 エンジョイフットボール 10

8 横浜F・マリノスフトゥーロ 11

9 ママさんサッカー 12

10 アカデミー 13

11 スクール・スペシャルクラス 14



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年9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)

秋の海ごみゼロウィーク「おうちのまわりでLTO！SNSキャンペーン」

NPO法人海さくら、日本財団／プロスポーツチーム(21年9月時点：17チーム)

2021年9月1日(水)～30日(木) 各自のおうちのまわり

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

秋の海ごみゼロウィーク(9/18~26)に合わせて本イベントを実施。
各自でゴミ拾い活動を行い、その様子を「#LTOzeroweek2021」を付けてSNSで投稿。
10/16以降のLTO時に受付で投稿画面を提示で「LTOキラキラマリノスケカード」をゲット。

以下SNSアカウントより発信
①F・マリノススポーツクラブ、②マリノスケ、③トリコロールマーメイズ

各自SNS(Twitter、Instagram)にて #LTOzeroweek2021 #fmarinos と検索

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
https://twitter.com/fmarinos_yyy/status/1432889727250694147?s=20
https://twitter.com/marinosuke_yfm5/status/1432892721547464708?s=20
https://twitter.com/TMermaids/status/1432894274954162179?s=20


【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年9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)

横浜市立図書館100周年記念展示
横浜市中央図書館、横浜FC

2021年9月13日～10月10日 横浜市中央図書館

・図書館を活用してもらう
・市民の読書活動を推進
・図書館、読書を通じて、スポーツ・サッカーの楽しさを知ってもらう

・選手たちからのオススメ本の紹介
・チームや横浜ダービーの歴史、関連グッズの展示
・図書館×横浜F・マリノスコラボしおりの配布

Twitterにて様子を発信
①F・マリノススポーツクラブ、②マリノスケ

10,000円 0円

横浜FCとの連携は、発信内容等注意

地域貢献活動・復興応援活動など

誰でも

9/29の読売新聞に記事が掲載

https://twitter.com/fmarinos_yyy/status/1438068611860418563?s=20
https://twitter.com/marinosuke_yfm5/status/1438085569318309889?s=20


【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年９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

①9月22日配信ツイートはコチラ

②9月29日配信ツイートはコチラ

対応するSDGs

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

「秋の交通事故防止運動」

神奈川県警察本部 交通総務課

9月21日～30日 神奈川県警公式Twitter

交通安全活動の活性化、拡大を目的に、県内を活動拠点とし高い情報情報発信力を有するスポーツチームの協
力により、交通安全メッセージ動画の撮影・配信を行い、交通安全活動の普及、促進並びに県内交通安全意識
の一層の高揚を目指す

神奈川県警公式Twitterでのトリコロールマーメイズ（2名）による交通安全呼びかけの啓発協力

啓発協力の継続

地域貢献活動・復興応援活動など

神奈川県民

https://twitter.com/kpp_koutuu/status/1440480972303069188?s=20
https://twitter.com/kpp_koutuu/status/1443093183047602176?s=20


【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年9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)

「第7回横浜の子どもが作る弁当コンクール」1次審査
一般社団法人 横浜スパイス/共催 公益財団法人 よこはまユース

2021年9月25日：2次審査 11月6日 桜木町さくらリビング

横浜の子ども「みんな」が弁当を作れるようになるために企画したコンクールです。毎回テーマを設けて小～中、特別支
援学校まで展開。第7回テーマ「大切な人に食べてもらいたい弁当を作ろ」

テーマにあった弁当の審査※マリノスではスポーツにちなんだ弁当を選びました（10点うちF・マリノス賞1点）2次審査
で実際に会場で作ってもらい表彰します。応募総数1680点（当日は委員が150点まで絞った中から審査）

小中学校での食育教室の影響も毎年ある、サッカーボールやグランド、兄弟に食べてもらいたいお弁当も作成が出てきま
す。

当日は、教育委員会、PTA、小学校校長会、中学校校長会、JA、崎陽軒、池商、等参加

11111111111円 11111111111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

地域貢献活動・復興応援活動など

活動写添付

小学生



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年9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･マリノスジュニア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9月29日(水) 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。
※先月はユースでも実施。

参加者：35名 (横浜F・マリノスジュニアユース所属選手)

以下のメディア掲載記事をご参照ください。
・BS朝日「hバトンタッチSDGSはじめてます」2021年10月16日(土)放送予定
※株式会社ピリカの特集となり、放送の中で今回の取り組みが放映される予定です。

地域貢献活動・復興応援活動など

横浜F・マリノスジュニアユース所属選手

https://tver.jp/corner/f0084162


【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(21年9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９月４日(土)、
１8日(土) ※雨天のためリモートで実施

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

・新横浜公園内でウォーミングアップ、ストレッチ、鶴見川沿いをランニング
・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て、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。大会報告やウェアの話で盛り上がる。

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



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(21年9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9月4日（土）、19日（日） 大和ゆとりの森

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150名
計4コマを実施。2コマは試合をフルピッチで開催。
フルピッチを経験している参加も多くなく、悪戦苦闘している様子でしたが
サッカーを楽しんでいました。

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9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

活動の様子

試合結果
ニュース等

横浜市社会人リーグ第2節 横浜SFC 0-3 ●

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

横浜Ｆ・マリノスフトゥーロ／横浜市社会人リーグ
F・マリノススポーツクラブ

2021年9月11日（土） 新横浜公園

健常者との試合経験を積み、強化に繋げる

・チャンスも多かったが、決め切らなかった。
・自分たちのミスで失点を招いてしまった。

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

知的障がい者（中学1年生～成人）Ａチームのみ大会出場



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(21年9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)

ママさんサッカー
F・マリノススポーツクラブ

2021年9月16日（木）、30日（木） しんよこフットボールパーク

ウォーミングアップ、トレーニング、ゲーム

参加人数／9月16日：15名、9月30日：17名
・久々のサッカーで疲れていたが、怪我人も出ずに無事に開催ができた。
・参加者同士のコミュニケーションが高いため、良い雰囲気で実施している。

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

成人女性



【この街から、世界へ】活動レポート(21年9月)
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ユース

U-16日本代表候補選出(福島トレーニングキャンプ)

舩木大輔 選手 畑野優真 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9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)

緊急事態宣言中であったため、イベントの実施はありません。

●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：274名、東山田校：338名、中山校：95名、小机校：146名
【中央エリア】二俣川校：346名、大和校：222名、ShunsukePark校：163名
【南エリア】京急上大岡校：291名、追浜校：267名、リーフスタジアム校：139名
【大人スクール】182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

・22年度プライマリー・スペシャルクラスセレクションを実施

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。


