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2021年11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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11月の活動一覧

No. 活動名 スライドNo.

1 #小机タオマフロード 4

2 2021 ふるさと港北ふれあいまつりon-line 5

3 みんなのケータイリサイクル！ 6

4 LEADS TO THE OCEAN 7

5 みどり国際交流ラウンジサッカー教室 8

6 青葉区保育ネットワーク研修 9

7 電動車椅子サッカー展示会 10

8 人権研修会 11

9 日本赤十字社 献血活動 12

10 #あつまれ神奈川2021ハンドインハンド 13

11 横浜Ｆ・マリノスフトゥーロ① 14

12 横浜Ｆ・マリノスフトゥーロ② 15

13 ママさんサッカー 16

14 ふぁんタイム 17

15 アカデミー① 18

16 アカデミー② 19

17 アカデミー③ 20

18 スクール・スペシャルクラス 21



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年11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)

#小机タオマフロード
横浜F・マリノス 港北区役所 日産スタジアム

2021年11月16日~ 小机

日産スタジアム周辺のトリコロール化による彩り

・小机駅から日産スタジアムに向かう道にある目隠しフェンスにF・マリノスの過去のタオルマフラーのデザインを
あしらった装飾を日産スタジアムと協働で実施。

・港北区との連携協定の中で特例的に実施。

・およそ100mにわたって装飾が施された。

・看板デザインは右記参照

2,977,000円(税抜き) 0円

・スタジアムとの共同事業のため実際には費用は折半。
・一部道路は私道のため、覚書を交わした。

地域貢献活動・復興応援活動など

日産スタジアム来場者



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年11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

まつり用に制作したトリコロールマーメイズのインタビュー動画
RUNAさん篇
KAHOさん篇

対応するSDGs

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

・視聴数がどれくらいだっかは疑問…。

「2021 ふるさと港北ふれあいまつりon-line」への参加

ふるさと港北ふれあいまつり実行委員会/港北区役所地域振興課 港北区連合町内会ほか地域団体

2021年11月6日～11月21日 (コアデイ13日) Web上、横浜アリーナ

・港北区内の地域振興
・コロナ禍における地域イベント停止などによる近隣住民同士のつながりの機会の喪失

・コアデイに横浜アリーナで行われたLIVE配信イベントへのトリコロールマーメイズ・クラブスタッフの出演
・動画コンテンツの提供
・まつり全体へのプレゼント協賛

・港北区の地域に根差したイベント「ふるさと港北ふれあいまつり」に地域団体ともに参加することで、
一体感およびつながる機会を創出

16万円(税込) マーメイズ出演費 25万円(税込み) 出演費

地域貢献活動・復興応援活動など

港北区民

https://youtu.be/9lXmt2rcRgw
https://www.youtube.com/watch?v=Ns7rnrXxV88&t=132s


【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年11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 ・11月3日 35台回収
・8月28日 30台回収 ・11月6日 35台回収
・10月16日 65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

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11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10月時点：17チーム)

2021年11月3日(水・祝)、6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）

11/3 ●参加者： 61名 ●集めたごみ(ごみ袋)の数：可燃ごみ 9袋、不燃ごみ10袋
11/6 ●参加者：105名 ●集めたごみ(ごみ袋)の数：可燃ごみ11袋、不燃ごみ14袋 ●表彰式参加者：31名

11月は中2日で2回実施。
11/6は横浜GRITSさんとコラボした【W(ダブル)LTO】を実施。
参加者には選手カードに加えて「マリノスケ&グルーガコラボカード」も配布。
またスタジアム内にて【2021シーズンLTOゴミ拾いマスター表彰式】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11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)

みどり国際交流ラウンジサッカー教室
みどり国際交流ラウンジ

2021年11月7日(日) 緑スポーツセンター

・緑区には外国籍の方が多く住んでおり（特にインド人の方）日本人と外国人との国際交流を行いたく、人気があるサッ
カーを通して交流（国際交流）する機会を作りたい
・緑SCでのサッカー教室実施をしていることがきっかけでこの取り組みがスタート

・緑SCにて外国籍の子どもと日本人の子どもの交流
・サッカー教室実施

・10名参加
・対面で実施したかったがコロナ感染の影響を考え、少人数で実施し撮影を行い後日YouTubeにて公開予定
※現在YouTube公開に向けて内容を調整中

・当日はインド人の子どもの欠席が多かったが、日本人の子どもと楽しく交流が出来た
・通訳にも入って頂き実施
・2022年3月までにはもう1度実施予定（対面で多くの外国人、日本人の子どもが参加してくれることを期待）

円 円

。

地域貢献活動・復興応援活動など

緑区在住の小学生



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年11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)

青葉区保育ネットワーク研修（保育士向けサッカー教室）
青葉区こども家庭支援課／荏田保育園

2021年11月12日(金) 荏田保育園

・体を動かす(スポーツをする)ことが好きな子どもを育てられる保育士の育成。
・帰宅後の子どもを通して、保護者の運動習慣づけの契機。

・荏田保育園園児へのサッカー教室を実施し、その様子を撮影。
・コーチの解説、指導時のポイントなどを挟み込んだ動画を作成し、区内保育士へ配信。
・区内保育士からの質問に、コーチが回答。

・当日は園児21名、担当保育士3名が参加
・動画は現在編集中（22年2月頃配信予定）

青葉区こども家庭支援課と初めての連携で、天候にも恵まれ無事スタート出来たことが何より良かった。
動画の完成、また動画を見た保育士の方々の反応が楽しみである。
22年1月9日には連携第2弾となる青葉区地域育児支援事業（親子サッカー教室）を実施予定。

円 円

。

地域貢献活動・復興応援活動など

青葉区内保育施設94園の保育士（荏田保育園5歳児）



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年11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

展示場所が例年の地下1Fから1Fに変更となり、来館者の目に留まりやすくなった。

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)

電動車椅子サッカー展示会
横浜市中央図書館／電動車椅子サッカー横浜連絡会

2021年11月16日～12月19日 横浜市中央図書館(1F展示スペース)

・障害者週間にあわせて実施し、電動車椅子サッカーおよび障がい者スポーツについての認知・関心の向上
・電動車椅子サッカー大会「横浜F・マリノスカップ」の周知
・読書習慣、図書館来館者の向上

・電動車椅子サッカー関連物品・図書の展示
・障碍者スポーツ(横浜F・マリノスフトゥーロ)・パラリンピック関連の展示
・図書館×横浜F・マリノスコラボしおりの配布(デザイン2種類)

【情報発信】
①F・マリノススポーツクラブHP
②F・マリノススポーツクラブTwitterアカウント

0円 0円

・

地域貢献活動・復興応援活動など

誰でも

https://www.f-marinos-sportsclub.com/news/hometown/1522/
https://twitter.com/fmarinos_yyy/status/1466340287811182597?s=20


【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年11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

・直接障害を持つ方の生の声を聴くことはインパクトが強い。
・視聴者の方も集中して聴いていた。

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)

人権研修会

中区役所主催/電動車いす横浜協議会

2021年11月２日 中区区役所会議室

・インクルーシブな活動の理解促進
・社団の活動の認知拡大

・望月理事より一般社団法人F・マリノススポーツクラブの取り組みおよびインクルーシブな活動の紹介
・電動車いす横浜協議会代表の野田さんいよる電動車いすサッカーの紹介及びマリノスとの関りを説明

マリノスの活動が良い形で障害を持つ方と世の中をつなぐ橋渡しの役目をしていると感じる。
今後もこのような機会を増やしていきたい。

０円 ０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

中区役所管理職 職員



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年11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

11/６ 受付200㎖８件400㎖48件 不適数15件 結果41件採取
（ 5/9 受付200㎖１件400㎖42件 不適数３件 結果40件採取）

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)

日本赤十字社 献血活動の協力

神奈川県赤十字血液センター

2021年11月６日 （5月9日も実施） 日産スタジアム

コロナ禍で不足している血液の採取／災害時や病気で必要とされる血液の確保

・ホームゲームにて献血車を設置、来場した方に献血の協力を促す。
・選手のメッセージカードプレゼント

毎年恒例となっていて、この企画を楽しみにしているサポーターも多い。

20,000円 20,000円

この時間内で献血車1台であれば悪くない数字だという評価を受けてます。

地域貢献活動・復興応援活動など

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11月)
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活動名

主催／協働

対象 神奈川県民

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
目標300,000円 達成金額293,833円 ※12月14日時点

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)

あつまれ神奈川2021ユニセフハンドインハンド

神奈川ユニセフ協会

2021年11月16日～12月31日 WEB

「すべての子供の権利が実現される世界を」をテーマにして、紛争や貧困、予防可能な病気、気候変動などで
被害を受けている子供たちを助ける活動

オンラインによる募金プロジェクトのPR協力

#あつまれ神奈川2021ハンドインハンド

0円 0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

https://friendonation.jp/fundingapp/projects/detail?project_id=20148


【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(21年11月)
14

活動名

主催／協働

対象

実施日 実施場所

試合結果
ニュース等

11月6日（土）ゆうあいピックBブロック（出場チーム：フトゥーロDEチーム）
Dチーム：1回戦/わらべー/0 – 8 ● 3位決定戦/フトゥーロEチーム/0 – 1 ●
Eチーム：1回戦/ボアソルチ/0 – 1 ● 3位決定戦/フトゥーロDチーム/1 – 0 〇
大会結果：DチームBブロック4位 EチームBブロック3位

11月7日（日）ゆうあいピックAブロック（出場チーム：フトゥーロBCチーム）
Bチーム：1回戦/日野中央高等特別支援学校/4 – 0 〇 決勝/デサフィオ/1 – 1（PK 5 – 4）〇
Cチーム：1回戦/デサフィオ/0 - 1 ● 3位決定戦/日野中央高等特別支援学校/2 – 4 ●
大会結果：BチームAブロック優勝 CチームAブロック4位

11月13日（土）神奈川FIDサッカーリーグ（出場チーム：フトゥーロB～Eチーム）
Bチーム：オルテンシアアクティブA/４－０ 〇
Dチーム：SELP杜/13－1 〇 神奈川なでしこ/4－3 〇
Eチーム：オルテンシアアクティブB /10－0 〇 SELP杜/12－0 〇

横浜Ｆ・マリノスフトゥーロ
大会名：ゆうあいピック/神奈川FIDサッカーリーグ

F・マリノススポーツクラブ

ゆうあいピック：2021年11月６・7日（土・日）
神奈川FIDサッカーリーグ：2021年11月13日（土）

ゆうあいピック：神奈川県立スポーツセンター
神奈川FIDサッカーリーグ：國學院大學

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）B・C・D・Eチーム



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(21年11月)
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活動名

主催／協働

対象

実施日 実施場所

試合結果
ニュース等

11月21日（日）東京FIDカップ（出場チーム：フトゥーロBチーム）
1回戦 小平 0 － 2 ●
交流試合 志村FC 2 － 1 〇

11月27日（土）横浜市社会人リーグ第3節（フトゥーロAチーム）
Yokohama puente 1 － 3 ●

横浜Ｆ・マリノスフトゥーロ
大会名：東京FIDカップ/横浜市社会人リーグ

F・マリノススポーツクラブ

東京FIDカップ：2021年11月21日（日）
横浜市社会人リーグ：2021年11月27日（土）

東京FIDカップ：駒沢公園
横浜市社会人リーグ：本牧市民公園

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・Bチーム
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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

ママさんサッカー

F・マリノススポーツクラブ

2021年11月4,11,18,25日（木曜日） 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／11月4日：12名、11月11日：15名、11月18日：15名、11月25日：14名

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
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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

ふぁんタイム

F・マリノススポーツクラブ

2021年11月3日（火曜日） マリノストリコロールパーク新吉田

参加人数：25名

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

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
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ユース

プライマリー プライマリー追浜

･全日本U-12サッカー選手権大会 神奈川県大会
1回戦 11/7 レガーレ 1-1（PK2-1） ○
2回戦 11/14 FCパーシモン 0-1 ●

･全日本U-12サッカー選手権大会 神奈川県大会
1回戦 11/7 JESC 3-0 ○
2回戦 11/14 TDFC 1-2 ●

・高円宮杯JFAU-18サッカープレミアリーグ2021
第11節 11/6 柏 3-2 ○
第10節 11/14 清水 0-4 ●
第12節 11/17   FC東京 4-1 ○
第16節 11/21 浦和 6-2 ○
第17節 11/27 大宮 1-4 ●

暫定順位 3位
得点ランキング 内野航太朗 2位

アカデミー(ユース・ジュニアユース・プライマリー)

・JFAU-18サッカーリーグ2021神奈川K2
第16節 11/7     弥栄 1-3 ●
第13節 11/14 厚木北 2-1 ○
第17節 11/20 三浦学苑 0-3 ●

暫定順位 9位
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ジュニアユース ジュニアユース追浜

・高円宮杯関東予選
1回戦 11/6 ジュノーFC 17-0 ○
2回戦 11/7 栃木SC 3-1 ○
準決勝 11/13 FC多摩 3-0     ○
決勝 11/14    クマガヤ 2-1     ○

高円宮杯全国大会出場決定

･関東ユース（U-15）サッカーリーグ 2部B
第5節 11/23 東急レイエス 2-2 △

順位 1位 ➡ 関東リーグ1部昇格

･関東U-13リーグ 2部B
11/13 栃木SC 3-1 ○
11/20 クマガヤ 2-3 ●
11/27 クラブドラゴンズ 3-3 △

・高円宮杯関東予選
1回戦 11/6 プレジールSC 4-1 ○
2回戦 11/7 川崎フロンターレ 0-4 ●

･関東ユース（U-15）サッカーリーグ 2部A
第8節 11/21   川崎フロンターレ 2-1 ○

順位 6位

･関東U-13リーグ 1部A
11/7 FCLAVIDA 0-0 △
11/13 FC東京深川 2-0 ○
11/21 三菱養和巣鴨 3-3 △
11/23 大宮アルディージャ 2-1 ○
11/28 湘南ベルマーレ 0-0 △

アカデミー(ユース・ジュニアユース・プライマリー)

ジュニアユース

高円宮杯
JFA 第33回全日本U-15サッカー選手権大会
出場決定！
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アカデミー(ユース・ジュニアユース・プライマリー)

■U-18日本代表候補トレーニングキャンプ選出

■U-16日本代表候補トレーニングキャンプ選出 ■U-15日本代表候補トレーニングキャンプ選出

白須健斗選手

木村凌也選手 石塚心選手 山根陸選手

舩木大輔選手 畑野優真選手
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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)

□F・マリノス女子クリニックin新横浜 ＠しんよこフットボールパーク
□F・マリノスクリニックin仲町台 @仲町台スポーツパーク
□U6キッズサッカーフェスティバルinやまと(11/6) ＠大和ゆとりの森
□女子サッカー教室inやまと(11/21) ＠大和ゆとりの森
□ゴールキーパービギナークリニックU9・U12

□11/3 G大阪戦
・アネスト岩田カップミニ U9大会 @しんよこフットボールパーク
・スクール交流戦 ＠日産フィールド小机

□11/6 FC東京戦
・U6交流戦 @しんよこフットボールパーク

●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：275名、東山田校：354名、中山校：91名、小机校：153名
【中央エリア】二俣川校：357名、大和校：232名、ShunsukePark校：174名
【南エリア】京急上大岡校：295名、追浜校：277名、リーフスタジアム校：143名
【大人スクール】193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年度スペシャルクラスセレクションを実施
・スペシャルクラス大和交流会

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。


