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2022年2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2月の活動一覧

No. 活動名 スライドNo.

1 企業版ふるさと納税活用 横須賀市巡回スポーツ教室 4

2 都筑区ボッチャ動画 5

3 日産CUP争奪 第48回神奈川県少年少女サッカー選手権 6

4 マリノスケと一緒に学ぶ！人権クイズ 正しいSNSの使い方 7

5 横浜市 みんなのケータイリサイクル！ 8

6 LEADS TO THE OCEAN 9

7 Waik in her shoes 10

8 エンジョイフットボール 11

9 ママさんサッカー 12

10 横浜F・マリノスフトゥーロ 13

11 アカデミー① 14

12 アカデミー② 15

13 アカデミー③ 16

14 サッカースクール・スペシャルクラス 17



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年2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)

企業版ふるさと納税活用 横須賀市巡回スポーツ教室

横須賀市、株式会社ECC

2022年1月25日～ 横須賀市内小学校

・横須賀市のスポーツ振興
・横須賀市内小学校のスポーツ環境の向上

・「企業版ふるさと納税」の制度により株式会社ECCからの寄附金を原資にスポーツ教室を実施。
・実施先の小学校へは、学校のスポーツ環境向上に寄与するアイテムを寄贈。
・詳細はコチラ

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

横須賀市内小学生

・2022年1月~2月で9校を訪問。
・神奈川新聞、タウンニュース、Link Sportsなどの媒体で取り上げ。

・コロナ禍で学校での様々なイベントが制限されている中、いつもの体育とは違う、
マリノスコーチと一緒にサッカーボールを蹴る時間を子どもたちがとても楽しんでいるように見受けられた。

https://www.f-marinos-sportsclub.com/news/hometown/2082/
https://www.kanaloco.jp/sports/misc/article-844123.html
https://www.townnews.co.jp/0501/2022/02/25/614213.html
https://note.com/linksports/n/nf54ac8386d54


【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年2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)

都筑区ボッチャ動画「特別な道具がなくてもできる手作りボッチャ！～横浜F・マリノスもやってみた～」

都筑区役所／横浜ラポール

2022年2月9日～動画公開（撮影は21年12月末） 横浜ラポール

・パラスポーツの啓発に資する取組を行い、パラリンピックの経験を次世代に継承する
・障害の有無に関わらず、スポーツを楽しむことができる共生社会の実現

・横浜ラポール監修のもと、横浜F・マリノスフトゥーロの選手とトリコロールマーメイズのメンバー1名ずつが参加し、
ボッチャの球の作成、実際にボッチャを行っている様子を撮影

・作成した動画はYouTubeで公開、および高齢障害支援課を通じて関係団体に送付

・公開動画はコチラ（外部サイト：YouTube）
・タウンニュース都筑区版掲載記事はコチラ（22年2月24日号）

・上記動画をご覧ください
・この撮影を通してボッチャの楽しさを体験することが出来たので、今回の動画を通して多くの方にボッチャを体験して

もらえるよう、引き続き周知にも努めたい

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

全ての人

https://youtu.be/7LJ_EGscqMQ
https://www.townnews.co.jp/0104/2022/02/24/614001.html?utm_source=20220224&utm_medium=mail&utm_campaign=mailmagazine&utm_content=%E9%83%BD%E7%AD%91%E5%8C%BA


【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年2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)

日産CUP争奪 第48回神奈川県少年少女サッカー選手権
(一社)神奈川県サッカー協会、神奈川新聞社／日産自動車株式会社、日産神奈川グループ

2022年2月13日 横浜スタジアム

大会当日(低学年の部と高学年の部の3位決定戦＆決勝戦および表彰式終了後の抽選会)の盛り上げ

・マリノスケによる入場演出(先導役をマリノスケが担当)
・表彰式終了後の抽選会での景品を協賛(喜田選手、水沼選手のサイン入りボール）

当日はあいにくの雨であったが、大きな事故等なく無事に終了

0円 30,000円

例年マリノスケが参加しているが変化が無いので、何か新たな取り組みも行えるよう検討が必要かと。

地域貢献活動・復興応援活動など

大会を勝ち進んだ神奈川県少年サッカーチーム計8チーム(低学年4チーム、高学年4チーム)



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年2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

・3月8日現在で動画の再生回数は297回
・タウンニュースに記事が掲載。

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)

マリノスケと一緒に学ぶ！人権クイズ 正しいSNSの使い方
港北区役所

2022年2月16日 オンライン

・毎年、区が行っていた人権研修会がコロナ禍でできなくなったため、オンラインで啓発できる素材を制作
・SNSの誹謗中傷等が問題になる中で、正しいSNSの使い方を端的に知ってもらう
・内容についてはコチラも参照。

・クラブ公式キャラクターのマリノスケと、オフィシャルチアリーディングチームのトリコロールマーメイズによる
クイズ形式のSNS使い方説明動画を制作。

・横浜市YouTubeチャンネル、港北区の人権啓発に関する取り組みのページに掲載

・動画はコチラを参照。

0円 1,5000円

特になし

地域貢献活動・復興応援活動など

港北区民

https://www.townnews.co.jp/0103/2022/03/03/614867.html
https://www.f-marinos-sportsclub.com/news/2033/
https://www.youtube.com/watch?v=yVEzoe6jkgk


【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年2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

・2月19日 14台
・2月23日 17台

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

2022年2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。

・21年シーズンからの継続実施活動。

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(22年2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(22年2月時点：20チーム)

2022年2月19日(土)、2月23日(水祝) 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4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！（22シーズンは9個以上）

①2/19 74名参加 集めたごみ(ごみ袋)の数：可燃ごみ 10袋、不燃ごみ15袋
②2/23 96名参加 集めたごみ(ごみ袋)の数：可燃ごみ 13袋、不燃ごみ18袋

・スタートから中3日での実施であったが、連続でLTOダービーということもあり、2回とも多くの方が参加してくれた。
・詳しくはLTO横浜F・マリノスページ内の活動レポートをご覧ください。
→ https://www.uminitsuzuku.com/f-marinos/
→ ①2/19はコチラ、②2/23はコチラ

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

全ての人

https://www.uminitsuzuku.com/#why
https://www.uminitsuzuku.com/f-marinos/
https://www.uminitsuzuku.com/f-marinos/report/20220219/
https://www.uminitsuzuku.com/f-marinos/report/20220223/


【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年2月)
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活動名 Waik in her shoes

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

蔓延防止の中の開催ということで全席指定そして西ゲートでの実施ということで出足はあまり良くありません
でしたが徐々に人の流れができ、思った以上にチラシを受け取っていただけた。

対応するSDGs

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

公益財団法人ケア・インターナショナル ジャパン ／日産自動車（株）

2022年2月23日 日産スタジアム

SDGｓに謳われている女性の貧困問題や水問題、またジェンダー問題を解決するための支援活動

https://www.careintjp.org/walk_in_her_shoes/index.html

ホームゲームでの活動紹介、チラシ配布
（チラシ内容：アプリを使って歩くキャンぺーンに参加することで特別協賛金が支援金に回るシステム）
また波戸アンバサダーに、この活動のアンバサダーに就任していただきました。

約１０００名のお客様に直接アプローチできた。
波戸アンバサダーの就任でこの活動がより多くの方に拡散できた。

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

マリノスホームゲーム来場者

https://www.careintjp.org/walk_in_her_shoes/index.html


【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(22年2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2月5日,11日19日,25日 大和ゆとりの森、𠮷田中学校、しんよこFP

ウォーミングアップ・トレーニング・ゲーム

参加人数：延べ136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2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2月3日,17日,24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34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2月)
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活動名

対象

実施日 実施場所

試合結果

横浜F・マリノスフトゥーロ 横浜市社会人リーグ

2022年2月27日 常盤公園

横浜F・マリノスフトゥーロ
（知的障がい者 Aチーム）

vs セルヴェージャ 1-1 △

ふれあいサッカープロジェクト・フトゥーロなど



【この街から、世界へ】活動レポート(22年2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)

プライマリーU-12前座試合

2月23日のJリーグ第9節 横浜F・マリノス対川崎フロンターレ戦の前座試合としてプライマリーU-12による「マリノスダービー」が開催されま
した。6年生最後の活動として実施された試合は、横浜F・マリノスプライマリー追浜が1対0で横浜F・マリノスプライマリーに勝利しました。

横浜F・マリノスプライマリー 0-1 横浜F・マリノスプライマリー追浜
得点者：佐伯



【この街から、世界へ】活動レポート(22年2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)

ジュニアユース卒団式

■ジュニアユース（19名） ■ジュニアユース追浜（20名）

新しいステージでの活躍を期待しています！

Forever
MarinosFamily!



【この街から、世界へ】活動レポート(22年2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)

プライマリー卒団式

■プライマリー（10名） ■プライマリー追浜（10名）

新しいステージでの活躍を期待しています！

Forever
MarinosFamily!



【この街から、世界へ】活動レポート(22年2月)
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サッカースクール

スペシャルクラス

◆主な実施イベント

・2/5（土） 大人スクール交流戦＠大和ゆとりの森大規模多目的スポーツ広場

・2/19（土） マリノスサッカースクール前座卒業メモリアルゲーム@日産スタジアム

・2/23（水・祝）スクール交流戦（3年、4年生） しんよこフットボールパーク、日産フィールド小机

◆各校会員数、ニュースやトピックスなど

・22年4月からの新規スクール生申込受付開始

＜2022年4月から新規開校するクラス＞
・天然芝スクール“ライフネット菅田校”（対象：小学生）＠ライフネットスポーツパーク（横浜市神奈川区）
・障がい児対象クラスを開講。新吉田校“にじいろクラス”＠トリコロールパーク新吉田（横浜市港北区）

＜2月会員数＞
【北エリア】新吉田校：276名、東山田校：353名、中山校：92名、小机校：150名
【中央エリア】二俣川校：361名、大和校：237名、ShunsukePark校：170名
【南エリア】京急上大岡校：300名、追浜校：275名、リーフスタジアム校：152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


