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2022年1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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2022年1月の活動一覧

No. 活動名 スライドNo.

1 青葉区地域育児支援事業（親子サッカー教室） 4

2 横浜元気!!スポーツ･レクリエーションフェスティバル2021 5

3 2022やまと成人式 6

4 横浜F・マリノス講習会～子育てに役立つ食の話～ 7

5 横浜市立篠原中学校職業講話 8

6 ママさんサッカー 9

7 エンジョイ フットボール 10

8 ランニングクラブ 11

9 アカデミー 12

10 サッカースクール 13



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年1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)

青葉区地域育児支援事業（親子サッカー教室）
青葉区こども家庭支援課／横浜市美しが丘保育園

2022年1月9日(日) 横浜市美しが丘保育園

・子どもとの屋外での過ごし方のひとつとして、サッカーを中心とした親子でのボール遊びを提供。
・子どもを通して保護者の運動習慣のきっかけづくり。
・園庭を無料開放していることの周知。

・横浜市美しが丘保育園の特別イベントとして親子サッカーを実施。
・個々のレベルや状況に応じた声掛けや、ボールを使った様々な遊びを紹介。

12組の親子が参加

今年度2回目の青葉区こども家庭支援課との連携事業で、今回もとても良い天候のもと実施出来た。
子どもだけでなく、保護者の方も笑顔で楽しんでいる様子が見られて良かった。
とても良い取り組みなので、毎年、そして年数回など継続して実施してきたい。

0円 33,220円(税込)

コロナ禍や園庭の広さの関係で今回は12組で切ったが、申し込み開始からすぐに埋まってしまったので、もっと多くの方
がtに体験してもらえるようなに、開催時期や場所を検討していきたい。

地域貢献活動・復興応援活動など

青葉区内在住の2・3歳児およびその保護者（1名）



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年1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)

横浜元気!!スポーツ･レクリエーションフェスティバル2021

横浜スポーツ・レクリエーションフェスティバル2021実行委員会・横浜市、横浜市内各スポーツクラブ

2022年1月10日 三ツ沢公園陸上競技場

・横浜市のスポーツ振興、子供たちへのスポーツ体験機会提供

・市内11のスポーツクラブがそれぞれ各競技を体験できるブースを出展。来場者が各競技を回遊できる。
F・マリノスはドリブル&パスゲームを展開。

70,000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

小学生

イベント全体の参加者数は以下の通り。マリノスブース来場者は非カウントだが午前午後合わせて100組は来場した感覚。
午前の部：207人（内、小学生108人）/ 85組 午後の部：229人（内、小学生114人）/ 89組
合 計：436人（内、小学生222人）/174組

・イベント全体としては、様々な競技に触れることができて子供たちにとっては有意義なイベントになったのでは。
・各クラブのスペースがそれほど大きいわけではなかったので、もう少し広い場所でもできると良い。



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年1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)

2022やまと成人式
大和市、大和市教育委員会、やまと成人式実行委員会

2022年1月10日(月祝) シリウス（メインホール）

ホームタウンである大和市新成人の方々の門出を祝福

・仲川輝人選手から新成人の方々へ向けたメッセージ動画
・ハタチ記念フォトコンテストへの協賛（仲川選手サイン入りユニフォーム）

仲川選手をはじめ、様々な著名人からのメッセージ動画が放映された際は会場が盛り上がった。
仲川選手のメッセージで、一人でも多くの新成人の方にパワーを与えられていたら嬉しい。

0円 0円

現在チームに大和市出身の選手はいないが、ホームタウンチームとして毎年協力していきたい。

地域貢献活動・復興応援活動など

2001年4月2日～2002年4月1日生まれで、2021年11月1日時点で大和市に住民登録のある方



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年1月)
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活動名

主催

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F・マリノス講習会 ～子育てに役立つ食の話～
やまとみらい(大和市文化創造拠点等指定管理者)/大和市生涯学習センター

2022年1月16日(日) シリウス(6F生涯学習センター講習室)

・スポーツをする子どもを持つ保護者を応援する取り組み
・毎日の食事の内容や、食事に対する意識の改善

・F・マリノススポーツクラブの望月選スクール・ふれあいダイレクターによる食育講習会
・小中学生向けの食事の内容やコツをアドバイス

参加者16名

・コロナ禍の影響もあり参加者はそこまで多くなかったが、結果しっかりと感染対策を取った中で実施出来た。
・クラブとして初めてのシリウス開催で、無事に終えることが出来て良かった。
・当日の参加者はとても熱心に話を聞いており、アンケート結果でも全員満足と答えていた。

0円 1,531円(税込)

もっと多くの方に参加してもらえるよう、開催時期・時間、案内方法を検討したい

地域貢献活動・復興応援活動など

大和市内在住・在学のお子様の保護者



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年1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)

横浜市立篠原中学校 職業講話
横浜市立篠原中学校

2022年1月18日 横浜市立篠原中学校

・篠原中学校1年生に、働くことの意義を考えてもらう

・クラブホームタウン担当スタッフによる職業講話
-仕事紹介、仕事に対する考え方

・右記写真参照
・普段表に出ることが少ないJリーグクラブのホームタウン担当スタッフの仕事の内容に興味を持ってくれてる様子だった。

0円 1,5000円

特になし

地域貢献活動・復興応援活動など

横浜市立篠原中学校1年生



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(22年1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

ママさんサッカー
F・マリノススポーツクラブ

2022年1月13日,20日,27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：延べ31名

ふれあいサッカープロジェクト・フトゥーロなど

18歳以上の女性



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(22年1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

エンジョイ フットボール
F・マリノススポーツクラブ

2022年1月14日,15日,28日,30日 大和ゆとりの森、𠮷田中学校

ウォーミングアップ・トレーニング・ゲーム

参加人数：延べ175名

ふれあいサッカープロジェクト・フトゥーロなど

18歳以上



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(22年1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

2022年1月29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。

・今回は新横浜公園内から鶴見川河川敷をW-UP含めて約10ｋｍのランニングでした。
・ランニングだけでなくリズム感も養っています。【写真➀】
・終了後のストレッチも入念に行っていますよ。【写真②】
👏ランニングクラブ会員同士でご結婚されました（おめでとうございます）※クラブ12年目で2組目です。

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

➀

➁



【この街から、世界へ】活動レポート(22年1月)
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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)

■最終順位

プライマリーU-12
第4位

プライマリーU-10
地区大会敗退

プライマリー追浜
中央大会2回戦敗退

プライマリー追浜U-10
中央大会1回戦敗退



【この街から、世界へ】活動レポート(22年1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)

・North area cup＠東山田校

◆各校会員数、ニュースやトピックスなど

・新吉田校人工芝リニューアル
・スクール22年度への年度更新受付開始

＜1月会員数＞
【北エリア】新吉田校：276名、東山田校：348名、中山校：90名、小机校：147名
【中央エリア】二俣川校：352名、大和校：230名、ShunsukePark校：170名
【南エリア】京急上大岡校：296名、追浜校：288名、リーフスタジアム校：148名
【大人スクール】192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

会員数


