


実 施 概 要

◇タイトル：2018横浜こどもスポーツ基金
『横浜こどもスポーツふれあいＤＡＹ』

◇実 施 日 ：２０１８年５月１９日（土）
①ふれあいサッカー体験教室【参加者：８７名】
時間：12:00～13:00／会場：しんよこフットボールパーク

②Ｊリーグ試合観戦【観戦者：２２３名】
時間：14:00～16:00／会場：日産スタジアム
「横浜F・マリノス vs Ｖ・ファーレン長崎」

◇天 候：曇り時々晴れ

◇参 加 者 ：①児童生徒及び保護者：７２組１４４名
（横浜市立小中学校個別支援学級/横浜市立特別支援学校/義務教育学校）

②ボランティアスタッフ：５０名
③追加購入者：３９名
合計：２３３名

◇主 催：横浜マリノス株式会社

◇協 力：横浜こどもスポーツ基金／一般社団法人横浜すぱいす／横浜市立樽町中学校

◇後 援：横浜市教育委員会/横浜市ＰＴＡ連絡協議会
横浜市立小学校長会/横浜市立中学校長会/特別支援学校校長会

◇参 加 賞 ：ハンドタオル、メモ帳



参加申込児童生徒 在籍校

≪中学校≫ ５校
【都筑区】東山田 【港北区】日吉台 【旭区】都岡/万騎が原 【瀬谷区】瀬谷

≪特別支援学校≫ ３校
日野中央高等特別支援/上菅田特別支援/東俣野特別支援

≪義務教育学校≫ ０校

合計：４７校

≪小学校≫ ３９校
【港北区】綱島東/師岡/篠原西/城郷/新吉田/北綱島
【緑 区】十日市場/新治/森の台/長津田第二/緑
【磯子区】滝頭/洋光台第一/洋光台第二/洋光台第三
【戸塚区】秋葉/大正/戸塚/鳥が丘/東品濃/平戸
【金沢区】能見台南/並木第一/並木中央
【旭 区】希望ヶ丘/本宿
【都筑区】茅ヶ崎/都田西
【港南区】相武山/小坪

【青葉区】荏田西
【鶴見区】寺尾
【神奈川区】幸ヶ谷
【西 区】東
【保土ヶ谷区】桜台/峯
【泉 区】新橋/緑園東
【瀬谷区】大門



申し込みの流れ

①対象児童生徒へのご案内
◇４/１６（月）～
教育委員会事務局より各学校にご案内 ⇒学校より児童生徒にご案内チラシ配布

②申込受付開始
◇４月２２日（日）13:00～
一般社団法人横浜すぱいすホームページ内、特設ページより申し込み
◎募集対象：児童生徒１名に対して保護者・介添者１名で申し込み
◎車いす席利用者は申込時に申告
◎先着順で受け付け。募集数に達しした段階で受付終了
※実際には、募集数に達せず締め切りまで受付

③申込受付終了
◇４月３０日（月）24:00
◎申込リスト作成 ※一般社団法人横浜すぱいす
※申込者の精査（重複申込、情報不備等の確認）
※要確認項目の抽出

④観戦チケット（招待券）のお渡し
◇５月１９日（土）ふれあいサッカー体験教室会場にてお渡し
※５件←トリコロールランド渡し
※車椅子席利用者は事前送付



ふれあいサッカー体験教室（参加：８７名）

ふれあいサッカー体験教室受付 スタッフ紹介
（マリノスコーチ＆樽町中サッカー部）

保護者の皆さん



ウォーミングアップ

チームに分かれて試合体験

ふれあいサッカー体験教室（参加：８７名）



Q1．ふれあいサッカー体験教室はいかがでしたか？

『楽しかった：３９人』 『楽しくなかった：１人』

楽しかった理由
・きれいなグランド、マリノススタッフ、樽町中のみなさん、関係者の皆さんの心配りが素敵で、息子はかなり興奮してました
・ 防犯上から外遊びの機会が減っているなかで、一生懸命に走りボールを追いかけて楽しかったようです
・知らない人と 一緒に サッカーが 出来た事
・はじめは物怖じしていた子供達も、すぐに溶け込み楽しんでできていました
・ボールがたくさんあったので、暇をもて余すことなく過ごせた。また、コーチの指示が１度ではわからなかったところは、中学生が
よく見ていてくれてフォローに入ってくれたので、最後まで楽しむことができた

・樽中のお兄さんやお友達と楽しく交流できました
・一般のサッカー教室は尻込みしてしまうところがあり参加しにくかったが、今回はゆとりを持って参加することができた
・コーチも樽町中のお兄さんも暖かく、子供達が安心して楽しめていたと思います。水分補給や休憩もきちんとしていて親も大変安心
し、楽しめました！

・コーチの方、サポート中学生の皆さんが大勢で手伝っていただき、楽しめたと思います
・楽しそうにボールを追いかけている様子が見れました。中学生のサポートも優しくて良かったです
・サッカーボールを使って色々な体験ができたため
・サッカーはあまりやったことがなく、不慣れであったが、楽しそうに行っていたので良かったと思います
・サッカー苦手なうちの子は最初緊張していましたが、上手な子も苦手な子もみんな楽しめるような構成になっていてよかったと思い
ます

・息子が中学生になったらサッカー部に入ろうかな～と言っていました。運動が苦手な息子がそんなことを言うなんて相当楽しかった
んだと思います。ありがとうございました

・本人の無理のない範囲で参加可能な内容で、中学生のサポートも良かったです
・ボールに触れることはあまりしていませんでしたが、楽しそうに走り回っていた姿が印象的でした
・こどもの楽しんで参加してる姿を見ることができたから
・中学生のお兄さん達がとても親切に相手をしてもらいサッカーの経験はなかったのですが広いグランドを走りとても楽しそうでした
・山のお友達と一緒にボールを使うということを体験出来て良かったと思います

アンケート （実施期間：５月20日～５月３１日 有効回答数：４０件）



Q2.．サッカー観戦はいかがでしたか？

『楽しかった：３８人』 『楽しくなかった：２人』

楽しかった理由
・マリノスが勝利して応援して楽しかったです
・初めて日産スタジアムに入りました。息子とスタジアム冒険しました
・プロの迫力あるプレーに圧倒されてました
・初めてのプロサッカー観戦だったので楽しめました
・マリノス戦は２回目で、サッカーの応援の仕方やルールは少しわかっていた。マリノスのコーチにサッカーを教えてもらったばかり
だったこともあり、いつも以上に熱い応援をし、それに応えるようにたくさんの点数が入り、勝てたので本人は非常に喜んでいた。

・初めての観戦でしたが、とっても楽しかったとのことなので、観戦が趣味になると良いなと思っています
・とても臨場感があり、子供にとってとても貴重な良い体験になりました。地元のチームなのでこれからも好きになって応援してくれ
るようになったらいいな、と思いました！

・なんとなく窮屈な席だったので一般自由席に移動してしまいましたが、楽しく観戦致しました
・試合そのものは理解していないと思いますが、父親と一緒に手拍子で応援することを楽しんでいましたし、マリノス応援団の声援を
きいたり、スタジアムの熱気を感じたり、とてもよい刺激になり、よい経験をさせていただきました

・座席が直射日光が厳しかったせいか、殆どの方が序盤で退席されてしまって残念でした。二階席(7F)まで階段で上がるのも肢体不自
由の子には少し厳しかったかもしれません。私達は最後まで観戦し、マリノスが勝利したのもあり子供も盛り上がって見ていまし
た！楽しかったです！

・子供はスタジアム観戦が初めてで、しっかり目でボールを追って、ゴールが決まると楽しそうにしていました
・生でスポーツ観戦をする機会が少なかったので、日産スタジアムの広さ、大きさに驚いていた
・初めて見た落ち着いて見れるか心配でしたが見れて良かったです
・昨年までは試合中もたまにゲームをしていたのですが、今年は最初から最後まで応援していました！
・周りも障害の方だったので子供が座れないなどの理解があったので観るのに気持ちが楽でした
・この日の試合がたまたま得点がたくさん入り今までで一番楽しかったみたいです。席も同じ学校の子が隣だったので保護者も交流が
持てて良かったです

楽しくなかった理由
・暑くて疲れてしまったのか、子供が帰りたいと訴えたので、見ずに帰ってしまいました

アンケート （実施期間：５月20日～５月３１日 有効回答数：４０件）



Q2.今後、このようなサッカー体験教室及び観戦会がありましたら、また参加したいと思われますか？

『また参加したい：３９人』 『参加したくない：１人』

参加したい理由（サッカー体験教室）
・夢中でボール追いかけること好きみたいです
・子供がまたやりたいと言っているので
・すごく楽しかったから
・サッカーを習わせてみたいですが、障害のため、受け入れていただくのが難しいと思っています。今回のような機会があると嬉し
いです。 定期的に障害児クラスを設定していただくと(有料で)嬉しいです

・サッカーのようなコミュニケーションスポーツはなかなか奥手になりがちなので。良い機会でした
・もっと身体的にも精神的にも成長したら、いつか参加してみたいです
・支援級にいる子供達も安心して参加させる事が出来るイベントはそう多くないので、とても貴重な時間でした。サッカーを通して地
元のサッカー部の中学生と触れ合うのもお互い素敵な機会だなと思いました

・ぜひお願い致します。この様な大きなコミュニティーでの活動は勉強になります
・体験も体を動かすいい機会になるので、引き続き観戦会と合わせ、継続頂けると大変ありがたいです
・楽しんで参加できる教室はあまりないですし、経験を増やすことが出来るので、また機会があれば参加したいです
・またやりたいと思えるほど楽しかった
・今回とても貴重な経験をすることができたから
・たくさんの人数が苦手な子ですが、サッカーが大好きなのでいいきっかけになると思いました。ぜひ毎年あるといいです

参加したい理由（観戦会）
・迫力あるプレーを体感したいから
・ゴールシーンの盛り上がりがまた観たいです
・プロの試合を間近に見る機会がとても迫力があり楽しかったから
・車椅子の子が一般のイベントに参加するのは、(親子共々)ほんの少し勇気がいります。障害のある子どもたちをウェルカムな雰囲気
で迎えてくれる こういうイベントは大切にしたいし、また参加したいです

・観戦する楽しさも味わってほしいので
・大きなスタジアムでの観戦が楽しかったから
・試合もテレビで観るのとは違い臨場感など、体験できるので今後も参加したいです

アンケート （実施期間：５月20日～５月３１日 有効回答数：４０件）



Q3.今回の観戦以外に、横浜Ｆ・マリノスの試合をスタジアムで観戦されたことはありますか？

『有り：２４人』 『無し：１６人』
※有りの回数で一番多かった回数：８０回

Q４. .横浜市には、横浜Ｆ・マリノス以外にプロスポーツチーム
（横浜DeNAベイスターズ／横浜FC／横浜ビー・コルセアーズ）がありますが、観戦されたことはありますか？

『横浜DeNAベイスターズ：２１人』 『横浜FC：１６人』 『横浜ビー・コルセアーズ：３人』

Q5.横浜F・マリノスは障がいのある皆さまが気軽にサッカーとふれあえる環境創りに取り組んでいます。
その中、Jリーグ初の知的障がい者サッカーチーム「フトゥーロ」の運営や電動車椅子サッカー大会の開催を
行っていますがご存知ですか？

◇フトゥーロ 『知っている：６人』 『知らない：３４人』

◇電動車椅子サッカー大会 『知っている：５人』 『知らない：３５人』

アンケート （実施期間：５月20日～５月３１日 有効回答数：４０件）



Q６.その他、ご意見・ご感想がありましたらお聞かせください。

◆いつも楽しい企画ありがとうございます。毎回楽しみにしてます。
この企画がきっかけで、子どもがスポーツ観戦に興味をもち、普段から横浜のチームを応援しています。

◆ありがとうございました。親子で沢山楽しめました。息子は会場前のイベントでサッカーした絵を描いて、歌手のSAKUさんのス
テージに乱入し、絵を見せて説明してました。よっぽど興奮していたんでしょうね！いいイベントでした。ありがとうございま
した。

◆来年はラグビーワールドカップがやってきますので、それにちなんだイベントあるといいと思います。我が家はラグビーファン
でもあり、日産スタジアムでの観戦も予定しています。

◆親も一緒にできるような体験教室だとなお良かったと思います。

◆ふれあいサッカーは、低学年と高学年に分けるなどしていただけるとよりボールに触れられる時間が多くなるかなぁと思いまし
た。

◆短い時間なので難しいかもしれませんが、何かを内容をやる前に１度分かりやすく一通りのお手本をこども達に見せてくれると、
迷うことなく入っていける感じがしました。よろしくお願いいたします。

◆とても楽しく体を動かすことが出来、子供がとても喜んでいました。
また是非参加したいと言っています。コーチの方々中学生の子供に対する接し方がとても良かったです。
観戦に関しては、天気が良かったこともありますが、座席に陽が物凄く当たり眩しさと暑さが苦手な子供は早々に辛くなってし
まい、座席を移動させて頂きました。
障害のある子は眩しさや暑さに非常に敏感です。出来れば屋根で日陰になる所が良かったです。今後の参考にして頂けたらと思
います。

◆とても良い経験になりました。行ってもサッカー体験への参加は出来ないかと思っていましたが、中に入るだけでも良い経験で
した。参加を促してくださる方もいて、それによりサッカーの楽しさも感じていたようなので本当にありがたかったです！
どうもありがとうございました。

◆とてもよく組織だった運営でした。ありがとうございました。

アンケート （実施期間：５月20日～５月３１日 有効回答数：４０件）



◆観戦の会場がかなり暑かった。

◆中学生の方々も優しい子ばかりで、子どもも楽しかったようです。

◆今回、緑スポーツセンターのサッカー教室のコーチが来て指導して下さいました。息子は毎週お世話になってますので喜んでい
ました。また機会がありましたら、是非参加したいです。どうもありがとうございました。

◆とても楽しい時間をありがとうございました！
通常の体験教室だと、コーチの指示の理解が難しかったり、参加されてるお子さんとの運動能力の差を感じ、本人も緊張度が
大きくなってしまうのですが、今回は純粋に楽しめたようでした。

◆またぜひこのような機会を作っていただけると嬉しく思います。
本当に素晴らしい体験になりました！絶対に次回も参加したいと思いました。樽町中は子供が進学する中学校なので、色んな意
味で嬉しかったです！ルールも明確に易しいものにしてくださり、鬼ごっこなども交えて、あまり構えず子供達が楽しんでいる
ようでした！応援もみんな大きな声でがんばってました！皆さんありがとうございました！

◆チケットの申し込み以降、法人営業一部の佐々木さんには、丁寧で細やかなお心遣いを感じる対応をしていただきました。
また、スタジアムで椅子を用意してくださったスタッフの女性も、温かな声かけをしてくださいました。
選手だけでなく、運営に関わる全ての人達のこういった姿が、私たち家族をマリノスファンにしてくれるのだと思いました。
ありがとうございました。

◆普段なかなかこのような体験を一日通してさせる事は出来ないので参加して良かったです。ありがとうございました。

◆もう少しピッチに近い席だと、もう少し楽しめたかもしれません。
途中から飽きてしまいましたが、少し近くまで歩いて見に行ったりすると興味を持っていました。

◆中学生のお兄さん達が本当に優しくて感激しました。ありがとうございました。追加購入したチケットで兄弟が試合観戦しまし
た。とても楽しかったようでまた観たいと話しています。良い経験ができました。

◆よくばりな事を言うと、選手と触れ合えたら、なお思い出になったと思いました。

◆ぜひまたこの様な機会があれば参加させてください。よろしくお願い致します。有難うございました。

◆高学年と低学年で別れて広々とやるのもいいかなと思います。

◆全体的にとても満足でした。

アンケート （実施期間：５月20日～５月３１日 有効回答数：４０件）



◆中学生のサッカー部の方々が楽しく相手をしてくれいたのが良かったです。

◆大人数だったのでコーチの指示が行き届かない場面も見られました。試合形式の練習については、広いグラウンドでやったこと
で、グダグダになっていた感があります。グラウンドを4分割しボールは2～3個程度がちょうどよかったのではないでしょうか
子供からの感想は、試合形式の練習はグダグダだったけどそれ以外は楽しかったとのことです。
またあったら是非参加させたいです。ありがとうございました。
強いて言うなら、ボールを用意してくれたことはありがたかったのですが、人数分なくて残念でした。
観戦の席が自由→指定に変わったので、近くにいっぱい席が空いていたのに動けなかった。

◆今回初めてサッカーとふれあい体験出来る企画をしていただきとても良い経験になりました。
中学生になっても参加出来るのならさせていただきたいです。
フトゥーロというサッカーチームがあるんですね！気になります。

◆保護者がいるといえどそれなりの子供がいてどこにいくかわからないし、不審者への気配りも不足していると思う。
もうちょっと警備を増やす参加者を明示し不審者の侵入を抑止するなどの配慮がいりませんか。

◆障がいを抱える子供たちが元気になれるすばらしい企画ですので、是非継続をお願いします。

◆うちの子供は一斉指示が通りません。
そんなタイプの子は保護者が横に付いて参加できるスタイルだと戸惑うことも少なく、更に楽しめるかと思います。

◆このような機会を作って頂いてありがとうございます。本人もとても楽しく参加できました。

◆教えるコーチが3人いれば、バタバタしないで進行出来る。1・2年、３・4年、5・6年とチームが分かれていたから。

◆とても良い取り組みであると思うため、来年以降も継続していってほしい

◆子供がボールに全然触れなかったと話していたのでもう少しボールに触れあえる時間が多いと嬉しいです。

◆広い場所なので保護者参加のボール蹴りでもいいです。素敵な一日をありがとうございました。

◆樽中の子達もやさしくて良かったです。ありがとうございます

アンケート （実施期間：５月20日～５月３１日 有効回答数：４０件）


