
「子どもサッカー新学期応援事業」

6 ヶ月レポート

2022 年 11 月 28 日公開

「サッカーの奨励金」受給者を対象に 6ヶ月後の様子をヒアリング



本報告書「6ヶ月レポート」は、2022 年春の新学期にサッカーの奨励金 3万円を給付した 159 世帯を
対象に、給付から 6ヶ月後の様子をヒアリングしたレポートです。サッカーの継続性や、子どもたちの
今後のサッカーに対する抱負、活動に対する保護者の方々の感想を掲載しています。
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「速報版」

申請者 195 世帯 250 人の
情報についてまとめています。
（2022 年 3月 1日公開）

「活動報告書」

活動結果と受益者の属性や、
受益者からの御礼の声を中心に

まとめています
（2022 年 6月 30 日公開）

「アンケート調査報告書」

受益者に対するアンケートを通じて
サッカーの機会格差の課題と

必要とされる支援、
受益者の声をまとめています。
（2022 年 7月 14 日公開）
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「6ヶ月レポート」

奨励金受給者を対象に、
6ヶ月後の様子をヒアリング。

サッカーの継続性や子どもの抱負、
活動に対する感想をまとめています。
（2022 年 11 月 28 日公開）
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6 ヶ月レポート概要とサマリー

新学期の奨励金給付による、子どものサッカー
継続性の効果を調べること。合わせて、子ども
たちのサッカーに対する未来への意思、保護者
目線による変化や課題を知る一助にする。

奨励金3万円給付の 159 世帯

オンライン回答。写真はフォーム添付。

2022 年 10月11日～10月24日（2週間）

95%（151 世帯）

love.fútbol Japan

目的

対象者

方法

回答期間

回答率

実施

奨励金受給後のサッカー継続性

継続している
140 人
（93%）

継続していない
11 人（7%）
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子どもの声

サッカーが好きで続けることができてすごく嬉しいです。弟たち
の見本になれるように上手くなりたいと思います。サッカーと勉
強を両立して頑張ります。そして、お父さんの代わりに家族を支
えていける大人になりたいです。（13 歳 / 長崎）

僕は、今、練習をたくさんして、スタメンメンバーになれるよう
にがんばっています。力が出るように、いっぱい食べて、寝て、
がんばっています。（13 歳 / 神奈川）

サポートをして頂いた奨励金で、サッカー部へ入部し、とても充
実した高校生活を過ごしています。大好きなサッカーをやれるこ
とにとても感謝しています。（16 歳 / 愛知）

サッカーを辞めなきゃいけないかもと言われた時は、とてもかな
しかったけど続けられることができました。ありがとうございま
す。いっぱい練習していっぱい点を決めてとくてん王になれるよ
うにがんばります。（7歳、埼玉）

ぼくがまたサッカーが出来るようにおうえんしてくれて、ほんと
うにありがとうございます。ぼくはボール遊びがだいすきで、サッ
カーが１番だいすきです。またサッカーを習いに行けてとてもう
れしいです。友達もよろこんでくれました。（9歳 /東京）

奨励金やサッカー用具のサポート、ありがとううございました。
高校入学からサッカーを始め引退するまで不自由なく活動できた
こと、有り難く思っています。（18 歳 / 埼玉）

サッカーだいすきです。キーパーもうまくなってじょうずになり
たいです。みんなでサッカーするときがいちばんたのしいです。
（7歳 / 長崎）

私はこれから送迎やサッカーを続けさせてくれているお母さん、
自分のサッカーを支援してくれてる方々のことを思いながら、楽
しくサッカーを続けたいと思います。みんなとやるサッカーが大
好きです。（12 歳 / 神奈川）

サッカーチームに入れて凄く嬉しかった。上手い人がたくさんい
てびっくりしたけど負けたくないと思いたくさん練習していま
す。これからもサッカー頑張ってうまくなりたいです。
（12 歳 / 大阪）

カッコいいくつやボールありがとうございました！すごくうれし
くて、やるきがでました。がんばるぞ。（7歳 /東京）



子どもと保護者の声

（子ども）
サッカー部で 6年生です。最高学年として、後輩たちにいいプレイを見せて、もう
半分くらいしか残っていない小学校のサッカーを大切にしていきたいです。残り少
ない大会などに、出て楽しみたいと思います。中学校でも、サッカー部に入って、
頑張っていきたいです。中学校では、新しい仲間ができて、新しいゴールや、フィー
ルドになるから、仲間と一緒に、楽しんでいきたいと思います。これからもサッカー
をずっと頑張っていきたいです。

（保護者）
このたびは子供の為のサポートしていただき、ありがとうございました。
我が家では新しいソックス、靴、ボール、鞄などを購入しました。いつもは先輩方
からの頂き物を使っていました。新しい用具を選びにスポーツショップに行くとこ
ろから子ども達がワクワクしている様子が伝わって楽しい時間でした。
いつもは穴が開いたサッカーソックスを履いて、「穴が開いていた方が涼しくて使い
やすい」と言って笑いとばして使い続ける優しい息子ですが、母親として心苦しい
気持ちがありました。どんどん成長していく息子にサイズに余裕のある用具を買う
事ができて、とても感謝しています。息子も私も前向きにサッカーに向き合えるよ
うになりました。ありがとうございました。これからも、ポジティブにサッカーを
考えられる家族が増え続けたら嬉しいです♪活動をこれからも応援しています。
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子どもと保護者の声

（子ども）
ぼくは、まいしゅう月曜日の 5時 30 分から 7時までサッカースクールに行っていま
す。さいしょのときよりは、少しだけじょうずになりました。サッカーはたくさん
走るのでつかれるけど、ゴールをきめたときはとてもうれしいです。友だちもでき
ました。これからも、サッカーをつづけてもっとじょうずになって、しあいに出れ
るようなせんしゅになりたいです。サッカーのようふくや、ボール、かっこいいく
つとか、たくさんおくってくれてありがとうございました。

（保護者）
奨励金を頂いたことにより、諦めていたサッカーを習う事が出来ました。当初本人
にサッカーが出来るよ！と伝えた時の嬉しそうな顔を今でも覚えています。お陰様
で、今現在は週一回のスクールに通っており、毎週月曜を楽しみにしています。ただ、
スクールは 2年生までとなっており、3年生もサッカーを続けるとなるとクラブ所
属になってしまいます。そうなると、月の費用が全く違う為、頂いた奨励金では賄
えなくなってしまいます。あと半年の間に本人と相談して、今後サッカーを続ける
のか決めたいと思っています。いずれにしても、サッカーに興味を持った息子に諦
めさせるのではなく、経験させてあげることが出来ました。今回ご支援を頂いた事、
とても感謝しております。本当にありがとうございました。今後も子供たちの為に、
是非続けて欲しいと思います。
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子どもと保護者の声

（子ども）
僕はサポートを受けてとても成長できました。なぜならもらった備品で毎日自主練
習をしに行って毎日一歩ずつ上手くなっていき、クラブチームの練習や試合の時に
自分のやりたいプレーができました。また zoomで家長選手と交流させて頂き色々
なアドバイスをもらい、次に行った試合の目線が変わりました。僕はこれからこの
サポートを受けたことを生かしていきたいです。例えばもらった備品で次の公式戦
で優勝を目指したり家長さんからもらった言葉を胸に日々の練習に向き合っていき
たいです。

（保護者）
多大なご支援を本当にありがとうございます。親子で幸せな気持ちになり感謝しています。奨励金は夏季の遠
征合宿の費用で使わせて頂き、無事に行かせてやることが出来ました。シューズ などの物資は想像をはるか
に超えた素敵な物を頂き、息子は「これを僕に ?」と とても喜んでいました。zoomでのプロ選手との交流では、
家長選手からお言葉を頂けるという夢のような機会を頂き一生心に残る経験となりました。息子は普段から 
私にかかる負担を気にしてくれたり、それに応えるよう意欲的に活動しようと頑張っていますが、今回 沢山
の物資や交流の支援を受けて、自分の事を支援し応援してくれる人達が居るという事を知り、目標に向けて更
にモチベーションが上がっていると感じています。支援、応援の力ってすごいな！と思い お申込みさせて頂
いて本当に良かったと思っています。現在は少しづつ高校のことも意識し始め、今後どのようにサッカーを続
けていくか色々と考えているようです。どういう方向であっても、大好きなサッカーに楽しくおもいっきり打
ち込んでくれたらと思います。その為の環境づくりを出来る限りサポートしていくつもりです。それでも我慢
させてしまったり、思うように出来ない事もあると思います。そんな経済面が理由で困っている子達はいっぱ
い居ると思います。どうかそういう子達が頑張れる支援をよろしくお願いします。そして経済面だけではなく、
サッカーをしていく中で抱える悩みを相談出来る機会もあれば良いなと思います。
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（子ども）
１年生から続けてきたサッカーですが、お母さんと続けるかどうか話し合いをしま
した。おかねかかるし、ボールやぶれてこわれたりしたのですが、お母さんからサッ
カーのためのお金をもらったことをきいて続けることにしました。来年の４月から
は中学生になるのですが、友達もサッカー続けるようなので、お母さんと相談しな
がらぼくも頑張ろうと思っています。今は水曜日だけだけど、部活は毎日なので続
けられるよう今からがんばりたいてす。そのために学校まで遠いのですが、今まで
はお母さんに車で送ってもらっていましたが、今歩いて行っています。歩いて少し
でも体力がつくといいと思います。がんばります。ご飯もたくさん食べようと思い
ます。

子どもと保護者の声

（保護者）
コロナで収入が減り、ギリギリの生活の中、習い事をどうするか本当に悩みました。
そのような時にこの支援を知り、援助をいだきた本当に助かりました。１年からやっ
ているのはうちのコだけなので、できれば６年卒業まではがんばってもらいたい気
持ちがあったので、本当に、本当に有り難かったです。４月からは中学なのですが、
部活でサッカーをするのか、まだちゃんと話し合いができていません。中学生用の
ボール、ユニフォーム、練習着、また新たに購入となるとそれをしてあげるのが親
のつとめではありますが遠征など、費用もかかってくるので本当に続けたいのか話
し合いをしたいと思います。
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子どもと保護者の声
（子ども）
私は、前に学校の体育や市のイベンドで浦和レッズのサッカー教室に参加してすご
く楽しくて「やりたい！」と思ったけど、友達が行ってるクラブチームの費用を聞
いたら 1年間で 20 万以上かかると聞いて、お母さんと相談したら「その金額だと
ちょっと難しいね…」と言われ、ずっと我慢してました。でも、今回違うチームだけど、
習えるようになってずっとやりたかったのですごく嬉しかったです！
いまは、基礎からコツコツ自分で練習したいです。リフティングが、1番下手で全然
出来ていません。でも、いつか連続で出来るように、毎日 30 分以上練習して、数十
回は出来るようにしたいです。

（保護者）
子供が希望していたクラブチームは、かなり費用もかかる為、他のチームになりま
したが奨励金をいただけたので子供の念願のサッカーを習えることになり、そんな
に走るの等は好きではなかった子供ですが、走る練習もサッカーなら楽しいようで、
楽しく通わせていただいています。まだまだボールの扱いは苦手のようですが、サッ
カー自体は楽しくて、チームの子達もサッカーとなると仲良く気さくに教えてくれ
て、仲間ともうまく受け入れてもらえるか、私はとても心配していましたが、意外
とすんなり皆受け入れてくれてとても安心しました。試合先での着替え場所がない
等まだ課題はありますが、なんとか工夫して、子供がサッカーをやりたいと思う限り、
長く続けさせてあげられたら…と思っています。なにより子供がイキイキとしてい
ている姿がよかったなぁ、ありがたいなぁと思っています。まだこれからも習いた
くても費用等厳しい家庭にこのような機会を続けていただけたら大変助かります。
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子どもと保護者の声

（子ども）
お母さんひとりでお仕事をしていて、大変なので、サッカーの買ってほしかったも
のが上手く言えなかったけれど、サッカーでつかうものを買ってもらえることがで
きてすごくうれしかったです。ありがとうございました。

（保護者）
この度は、誠にありがとうございました。ご支援のおかげでサッカーの部活動用品
を揃えることができました。心から感謝いたします。もう少し余裕ができたら、サッ
カーの習い事もさせてあげたいので継続して大好きなサッカーの可能性を伸ばして
あげられるように応援していきたいと思います。
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子どもと保護者の声 （子ども）
ラブフットボールさんには、支援物資、お金をいただいたり、何よりも選手との交流が出来て、学んだ事が沢
山ありました。アドバイスを聞いたあとの自分の試合の時に、選手達にこうやったら良いと思うよなどのアド
バイスをもらった内容を意識しながら試合をすると、いつもより的確な判断やピッタリパス、強い、早いシュー
トが出来るようになります。あと負けててテンションがさがった試合も、まだ取り返せる！って言う諦めない
心が強く持てるようになったのも、選手のアドバイスのお陰です。そして、試合観戦にも招待していただきま
した。目の前で観るサッカーは本当に素晴らしいです。スピードも動きもすごくてこんなふうに動けるように
なりたい！って強く思いました。こういうふうに思わせてくれたのもラブフットボールさんたちと選手のみな
さんが応援してくれているからだなとおもいます。僕は交流した選手と一緒にサッカーが出来るのが夢です！
そして、いまの僕のクラブチームは強い人が多いのですが、僕はチームの仲間が体験してないことをラブフッ
トボールさんにさせてもらってるので、絶対にもっともっと力をつけて強くなります！いつか選手たちに会え
たとき沢山質問が出来るように一生懸命練習して自分の特技や苦手なことをしっかりわかるようにしておきた
いなと思います。僕は、とってもみんなに助けられて応援してもらってるので、助けて応援してよかったと思
える選手になって、逆に今度は僕がいつか助けることができたらいいなと思います。

（保護者）
クラブチームに入る時、私の限界までやらせてあげたいという思いで、チームに入りました。ですが合宿やユ
ニフォーム代などが重なり、初めのうちからなかなかきつい状況でした。一度目の合宿は残念ながら不参加に
なってしまいました。ですがそのあとの合宿は、ご支援のお陰で無事いかせることができました。帰ってくる
と「合宿ね、すっごく楽しかった！試合沢山して、暑かったけどフル出場させてもらったんだ！合宿で強くな
れたし、仲間ともっと仲良くなれた！大変なのに行かせてくれて本当にありがとうね！」とすごくキラキラし
た目で言われました。現状もかなり厳しく、やっぱり無理だなぁ、情けないなぁ、、と思うことは正直ただあ
りますが。。。ですが、love.futbol さんに出会ってから、応援してくれてる love.futbol さんや、選手の皆さん
がいる！その気持ちがこの一年間でとても強く思えるようになり、いつの間にか心の支えになっていました。
出会えてなければ諦めてしまっていたかもしれません。貴重な経験をさせていただいていることで、息子のモ
チベーションや技術もあがってるように感じますし、本当に一生懸命にサッカーを楽しみながら頑張っていま
す。love.futbol さんと出逢えたことに親子で心より感謝しております。応援してくださり、ありがとうござい
ます。
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子どもと保護者の声

（子ども）
こないだは、しえんしていただいてありがとうございました。そのおかげでボール、
ラダー、トレシュー、スパイス、くつ下など色々買えました。本当にありがとうご
ざいました。そのおかげで、試合でも良いプレーを出来て、チームの勝利をつかみ
とることや自分自身が得点にからめたり、得点を決めることができました。それも
しえんしていただいたおかげだとぼくは思いました。こんどはぼくがプロサッカー
選手になって、こども達、大人の人たち様々な人に、しえんしたいなと思いました。
しえんしていただいて、本当にありがとうございました。

（保護者）
ご支援いただき誠にありがとうございました。
シューズ、サッカー用靴下 4足、ボール、ラダーを購入させていただきました。子
供がサッカーを上手くなりたい、プロになりたいと夢を大きく持っていて欲しいと
思っていますが、サッカーを続けていく上で、スパイクがもうだめになってしまっ
たかと悩む事も多々ありました。1人親には、かなり痛い出費でした。支援いただい
たので、トレシュー、スパイクなど購入することができました。とても嬉しく思っ
ています。トレセンに入る事ができて喜んでいます。月に1.2回上手な子と一緒にサッ
カー出来る事が嬉しいようです。毎日練習を頑張って、良く食べ、良く寝て、プロ
の方の動画、高校サッカーの映像を見て研究して、俺もプロになると頑張っています。
ご支援本当に助かりました。ありがとうございました。
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子どもと保護者の声

（子ども）
今の目標は、大きな声でポジティブな声がけして、仲間と協力してパスを多くつな
ぐチームにしたいです。他のチームと試合をしたり大会にでたいです。ぼくはシュー
トをするとき、判断が遅くて前に敵がきて止められてしまうことがあるので、判断
を早くしたいです。中学校に入学したら、絶対サッカー部に入って、兄みたいに優
勝したいです。一緒にサッカーする仲間と楽しく過ごしたいです。

（保護者）
奨励金の支援を受け必要なサッカー用具を購入する事が出来て、サッカーをさせて
あげる事ができました。現在、大学生の長男が小学生時代にお世話になった方々が
協力してくれて、クラブを立ち上げ現在人数が増えて、息子に夢のサッカー仲間が
できました！息子は小 6は 1人なのでキャプテンをしています。学校生活では声も
小さく前に出るタイプの子ではないのですが、サッカーでは中心になり下の学年の
意見を聞いてまとめたりと、サッカーが心を成長させてくれているのを感じていま
す。家での会話の 8割がサッカーの事を楽しそうに話します。love.futbol の SNSを
通じ、応援して下さる方々がたくさんいる事が、私は一人ぼっちで子育てしてるわ
けじゃない事、息子を支えてくれる方々がたくさんいる事が私にはげみになり、よ
し！頑張るぞ！とパワーになっています。love.futbol に出会い子どもが好きなサッ
カーを楽しんでいる現実に母子共に心あたたかくなり感謝しています。
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子どもと保護者の声

（子ども）
僕のサッカーへの今後の抱負は、僕のプレーを見てる人たちに元気や勇気を与えた
いです。サッカーは自分が成長するところだと思っているので、頑張って努力して
プロになりたいです。来年から中学 1年生なのでジュニアユースのチームのセレク
ションがありました。僕は自分が一番行きたいチームには行けませんでした。これ
からこの悔しさを活かして、自分で走ったり、鍛えたりして努力し、高校は自分が
行きたいチームに行けるようにしたいです。プロになったら川崎フロンターレに入っ
て、その後海外に行きたいです。将来悔いがないような人生を送りたいです。

（保護者）
奨励金を頂き、誠に感謝しています。実際、用具や合宿費の足しにさせていただい
たことはもちろんのことですが、精神的に救われたことが 1番大きな効果だと思い
ます。息子の父親は亡くなっており、サッカーに関して経済的にも、メンタル的に
も父からの応援がないなか、誰かが頑張っている息子を応援してくださっていると
いう実感を抱くことができました。辛いことも厳しいことも多々あるなか、私以外
の人たちにも温かい声援を受けれたことが息子の励みに力になっていることは間違
いありません。本当にありがとうございました。今後も継続的にせめて報告できる
ような繋がりがもてると嬉しいです。よろしくお願いします。
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子どもと保護者の声 （子ども）
僕は、アビスパ福岡の田邉草民選手と zoomで話をさせてもらいました。1対 1とい
う事もあって、始まる前はとても緊張しましたが、所属チームの変更を草民選手が
どんな風に対応してきたのか？ということや、今の僕に必要な自主練習の仕方や、
メッシとロナウドどちらが最強か？など話が尽きることはなくあっという間の時間
でした。プロまでのぼりつめた草民選手を尊敬すると同時に「サッカーが好き」と
いう気持ちはここに集まる人全員の共通点だと感じ、仲間のような不思議な気持ち
になりました。引越しをして今年から新しいチームになり、違いに戸惑っていまし
たが、今は草民選手から教えられた通り「違いを楽しむ」ようにしています。いつ
か草民選手と同じピッチで再会することができるように、毎日の練習をがんばりた
いと思います。

（保護者）
県外転居により、5年間所属していたチームから新たなチームに変更したタイミング
でご支援頂けたので、支援金はチームウェアの購入に充てさせて頂きました。また、
用品支援のウェアは毎日着て毎日洗濯して…とヘビロテしています。プロ選手との
交流は、非常に良い刺激を頂いたようで、あの時に記した要点メモを時折見返して
います。ひとり親で私がサッカーに詳しくない為、家庭でサッカーの話をなかなか
したがらない息子ですが、プロで活躍されている選手とサッカー談議が出来た事、
応援して下さる運営事務局の方々がいる事が息子の力になっていると感じます。こ
んなにも真っ直ぐ、「サッカー大好き！」と言っている息子を、私も出来る限り応援
し続けたいと思います。コロナが終息し、皆様と直接お会い出来る機会がある事を
祈っています。本当にありがとうございました！
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子どもと保護者の声

（子ども）
前までボールをビニール袋に入れていたけど、みんなと同じボール入れれるリュックサックで練習や試合に行けてうれし
い。スクールとドリブル塾など何箇所も通って上手くなってる子がいるけど、僕はスクール1箇所でその時間真剣にやって、
あとは自主練頑張って、他の子と差が出ないように頑張りつづける。サッカーは楽しいから、学校が嫌な日も、今日はサッ
カースクールでサッカーできると思って、サッカーのことで他のことを頑張れている。

（保護者）
以前通っていたスクールに経済的に通わせることが困難になり、子供の唯一の楽しいこと好きな事を奪うことになりそう
で不安でした。奨学金で、月謝が安く、遠征費試合費も施設料だけで 200 円ぐらいで可能な場所にかえるため初回必要な
振込金額に使いました。リュックサックも購入。良心的なスクールと出会え経済理由で不参加にならず、試合等経験出来
ることで自主練などにも力がはいるようになりました。あのままサッカーを奪っていたら、親子の信頼関係なども壊れて
いたと思います。月謝が安くなったけれど、それでも必死で払ってます。サッカーを続けていくには成長期の子供にシュー
ズなども必要だし、コロナの影響を受ける職種のため経済不安が続いているので今後いつまで続けさせれるか分からない
けど、あの頃やめなきゃな状態でしたが，奨学金受給で繋ぐ事ができました。サッカーをして笑ってる姿を見るたびに感
謝です。
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子どもと保護者の声

（子ども）
今回は支援していただきありがとうございました。おかげさまでサッカー用品が購入でき、母への負担が減らすことが出来て助かり
ました。僕は毎日毎日休みなくサッカーの練習に努めてます。朝練も、放課後の練習も 1日も休んだ事はありません。時間があれば
個人練習にも励んでいます。キャプテンにも選ばれ、自分の事はもちろんですが、チームメイトの 1人 1人にも気にかけ、声をか
けるようにしています。2年生になり後輩も出来たので後輩への指導やサポートも積極的に頑張っています。試合では負ける事もあ
りますが、どの仲間たちよりサッカーに対する気持ちは負けていないと思います。家庭が大変なので本当はアルバイトをして母を支
えないといけないと思っていますが、母はサッカーに打ち込んで欲しいと言ってくれているので僕は誰よりもサッカーを頑張ってい
かなくてはと強い気持ちを持っています。今回、サポートをしていただき、とても嬉しい気持ちになりました。サッカーを諦めるこ
となく今よりももっと頑張らなくてはとも思っています。進路はまだ未定ですが、サッカーに携わった仕事をしたいと思っています。
そして、大人になったら今度は支援できる側になる事を約束します。本当にありがとうございました。

（保護者）
この度はサポートいただき誠にありがとうございました。いつも靴や用品を買う際、申し訳なさそうな顔をさせてしまい
心苦しくなる事が多い日々でした。幼少の頃からサッカーが好きで、サッカーだけが好きで寒い日も暑い日も、親の私で
さえ驚くほど練習に励んでいます。プライベートでも友人達とボールを持って出かけるのを見ると本当にサッカーが好き
なんだなぁと嬉しい気持ちになります。サッカーのおかげで、沢山の尊い仲間たちと出会え、交流をし楽しそうな姿を見
ていると、これからも親としてはサッカーを続けさせてやりたいと気持ちです。仕事の励みにもなります。サッカーのお
かげで強く優しい子に育ったと親バカですが思っています。この度は心優しいサポートを本当にありがとうございました。
心より親子共々、感謝を申し上げます。沢山の子供達が、金銭的理由でサッカーを諦める事がない世の中であるよう祈る
ばかりです。
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子どもと保護者の声

（子ども）
昨年に引き続き、支援を受けるのは 2年目になります。今回もカッコいいウェアやスパイクありがとうございました！自
分では欲しいと思っても、なかなか手に入れられないので、荷物が届いた時はとっても嬉しかったです！
前回、Aチームへの昇格を目標に上げましたが、現在は AチームとBチームを兼任しています。これは自分の実力が不足
していることと、部活中にしてしまった怪我が原因です。1カ月以上松葉杖生活となり、好きなサッカーも出来ない毎日
にイライラしてしまうこともありました。家族にも怪我の治療費等で今まで以上に迷惑をかけてしました。長い療養期間
を終え、久々にサッカーが出来た時の喜びはたまらないものでした。やっぱり自分はサッカーが好きなんだと感じ、サッカー
が出来る幸せを実感しました。高校でサッカーが出来るのも残り1年程となりました。好きなことが出来る幸せを忘れずに、
残りの時間を大切に過ごしたいと思います！

（保護者）
今回も昨年に引き続き、支援をして頂き本当にありがとございました！沢山の応募があった中で奨励金等の支援して頂け
ることに感謝の気持ちでいっぱいです。思い掛けない怪我やコロナウイルスの蔓延で、思うようにサッカーが出来ない期
間もありましたが、今もこうして元気にサッカーが出来ているのは、こうした支援のおかげです。サッカーを通して身体
の成長だけでなく、精神面での成長も感じられ、何より息子が楽しそうにサッカーをしている姿に喜びを感じています。
息子が小学生の頃、金銭的な理由でサッカーをやらせてあげられませんでした。もっと早くサッカーをやらせてあげたかっ
たという後悔が込み上げてきます。今は支援を受ける立場ですが、近い将来必ず、支援する側になり、サッカーがやりた
いのに諦めざるを得ない人達を応援したいです！
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子どもと保護者の声

（子ども）
今回、クラブチームでの登録費等、色々と 4月に 80000 円くらいかかると言われてなかなか親には言えずにいました。
母が色々と調べて、こんな援助をしてくれるところがあるなんて初めは信じられませんでしたが、登録のお金なども、援
助してくれたお金のおかげもあって、それを足す事で出してもらえたと思っています。高校生になって、こんなに長いこ
とサッカーが続けられてきたことは本当にありがたいなと思うし、これからも大好きなサッカーを続けられる事に感謝し
ます。プロサッカー選手にはなれないと思いますが、サッカーをこども達に教えられるコーチとかにはなりたいです。

（保護者）
今回この様なご支援を頂き、本当にありがとうございました。サッカーを続けさせるには、靴がサイズアウトする前にス
パイクが削れて買い替えたり…所属チーム名入りのものを揃えたり…正直、負担がありました。ただ、サッカーに打ち込
む事で息子にはかけがえのない友達ができたり、道をそれることなく、まっすぐに一生懸命に育ってくれました。
サッカーとの出会いに感謝ですし、こうして私たちの様に負担が大きい人に対する支援に目を向けてくださっている団体
様にも心から感謝します。子どもたちの健全な心の成長の為、これからも末永く活動が続いていかれる事、心から応援し
ています。ありがとうございました！！
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子どもと保護者の声

（子ども）
幼稚園から高校 3年生までサッカーを続けて来ました。今後、大学への進学へ向け今までのようにサッカーにかける時間
がなくなってしまいます。自分はサッカーでは大学進学出来ないので一般で受けますが、部活へは参加出来るサッカー部
のある大学を目指している。奨励金を頂き欲しいスパイクを購入する事が出来ました。既に履き込んでいますが、まだ使
用出来るので大切に使います。サッカーで得た経験を、今後も忘れずにいかせて行けるように頑張ります。小さい頃からサッ
カーを続けてさせてくれた母にも感謝を忘れず少しづつ親孝行したいと思います。サッカーをやっている子が多い中、自
分と同じように本当に欲しい物が欲しいと言えない子も沢山いると思います。本当に自分への奨励金をありがとうござい
ました。今後も感謝を忘れず、夢に向かって一生懸命頑張ります。

（保護者）
この度は、我が子に奨励金を下さり、本当にありがとうございます。息子は本当にやりたい事、欲しい物を素直に言わな
い子になってしまいました。私の大変さを感じてしまっている様です。ですが、奨励金を頂けた事で本当に欲しいスパイ
クを買ってあげられ、凄く嬉しそうにシューレースを通す息子の姿を見て、涙が込み上げて来ました。どれだけ我慢させ
てしまっていたのか？！サッカーを続けさせる事、高校へ通わせながらはとても大変です。がラブ・フットボール・ジャ
パン様のお陰で救われています。奨励金を頂ける事になった通知を見た時は嬉しくて興奮してしまいました。これから大
学受験を控えているので部活動の時間が減ってしまいますが、仲間と一緒に自分の夢へ近づける段階として頑張って欲し
いです。その為にも、うるさい事は言わず、息子のタイミングを伺いながら見守りたいと思います。大学でもサッカーが
出来る様に、今後もサポートの活動を続けて頂きたく思います。
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子どもと保護者の声

（子ども）
私は今県中央大会に出場が決まりました。でも、なかなかレギュラーにはなれなくてくやしくて泣いてしまうことがあり
ます。そんなときにオンライン交流をさせてもらったパギ選手のお話を思い出します。もっと頑張ろうとかまだまだ頑張
れる！とか勇気が湧いてきてもっともっと練習をして強くなってチームのみんなから信頼されるゴールキーパーになって
試合で勝利を分かち合いたいという自分の目標を思い出せます。私はこれから送迎やサッカーを続けさせてくれているお
母さん、自分のサッカーを支援してくれてる方々のことを思いながら、楽しくサッカーを続けたいと思います。みんなと
やるサッカーが大好きです。そしていつか私もサッカーにかぎらずだれのために支援できる大人になりたいと思いました。

（保護者）
この度は私たち親子をサポートしてくださり、ありがとうございました。なかなかレギュラーになれず、悔しがってると
ころにパギ選手とのオンライン交流の機会をいただき、もっと試合に出れるように頑張りたい。と本気サッカーに向き合
う姿が見られるようになりました。そしてパギ選手の話にもあった感謝の気持ちを言葉で伝えるようになりました。
「お母さん、おにぎりと送迎ありがとう。俺頑張るよ！応援来てね。この新しいキーパーグローブを買ってもらえたのは
誰かが俺を応援してくれてるおかげだね、ありがとうだわ」なんて恥ずかしそうに感謝の言葉が言えるようになったこと
はパギ選手の交流があってこそです。ありがとうございました。夏の遠征も金額がビックリするものでしたが、支援して
くださったおかげで参加させることが出来ました。母子家庭、生活はできるけど好きなことを好きなだけさせてあげられ
るほどの余裕のない生活です。支援して下さり、ありがとうございました。小学校生活最後のサッカー、周りへの感謝と
何より楽しみながらサッカーを続けられることを願っております。ありがとうございました。
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子どもと保護者の声

（子ども）
時期的にみんなと同じウィンドブレーカーは購入できませんでしたが今年の冬はウィンドブレーカーを着ることが出来る
ので寒い思いをせずにサッカーに集中する事ができると思います。どうもありがとうございました。そして 3年生になる
と受験生になるので、もう来年の夏の大会で部活動は最後なのでメンバーみんなでいい結果を出せるように練習を頑張り
たいと思います。高校生になってもサッカー部に入ってサッカーをこれからも続けて行きたいと思っているので今は勉強
ももちろんですが、中学サッカー部でメンバー達といい結果が出せるように練習を頑張って高校受験でサッカー推薦が貰
えたらいいなと思っています。きっと高校でサッカー部に入るとまたユニフォーム代や遠征費用などかかると思うので部
活が休みの日はバイトをして、それでも僕はサッカーを続けていきたいと思っています。

（保護者）
中学 1年生の最初の頃に試合用のユニフォームや練習用のユニフォームなど学校のサッカー部指定のものを全員購入した
のですが、金銭的に厳しく冬用ウィンドブレーカー上下だけは購入を見送っていたので今回の奨励金で購入させて頂きま
した。時期がズレたのでみんなと同じウィンドブレーカーは購入できませんでしたが、みんなと似たようなタイプのもの
を購入し息子も大変喜んでいました。ひとりだけウィンドブレーカーなしでやっていたのできっと辛い思いをさせてし
まっていたと思うので親としても本当に嬉しかったですし安心しました。もうすぐ秋の中体連があるので最近は少し遠く
の学校まで練習試合に行く事が多く、毎週のように電車移動があるのでそちらの電車代金や駐輪場代にも使わせて頂いて
います。今までは毎週練習試合で電車移動があると金銭的に厳しく休ませざるを得ないときもあったので本当に助かって
います。高校生になってもサッカーを続けたいと言っているので今後も今回のような活動があると本当に助かります。親
としても今後もサッカーを続けさせてあげられるように頑張っていきたいと思っています。今回は本当にありがとうござ
いました。
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子どもと保護者の声

（子ども）
サッカーだけに限りませんが、上手くいかないなぁと思う
ことがあった時に、「どこかで私を応援してくれている人
がいる」と感じることができ、「よし頑張ろう」「もう少し
頑張ろう」と続けることができました。フットサルのリー
グ戦の後半戦が始まっています。膝の治療をしながらです
が、1試合でも多く出て、チームの勝ちに貢献したいです。
サポートありがとうございました。
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（保護者）
足の怪我の治療やリハビリにお金がかかることを本人かな
り気にしていました。怪我で高校サッカーを諦めてしまっ
たことで、何かに打ち込むことができなくなってしまって
いたので、心配していましたが、まずは身体をしっかり治
そう！と話すことができました。リハビリが進むに連れて、
意欲的になり、フットサルを再開することもできました。
試合に出れることが嬉しいと話してくれて、親としては何
よりです。サポートありがとうございました。

（子ども）
僕は今サッカーを続けていられるのは、皆さんにサポートして
頂いたからです。本当に感謝しています。僕ができるお返しは
勉強とサッカーを一生懸命頑張ることだと思います。高校生に
なると体力的にも技術的にもビックリするくらいレベルが上
がった先輩達が多いと感じました。今はなんとかレギュラーメ
ンバーに選ばれてますがこれからも練習を続けがんばっていき
たいです。今は県大会が控えているので精一杯サッカーしてき
ます。

（保護者）
奨励金を頂きありがとうございました。部活のユニフォーム、
練習着の購入に使わせて頂きました。高校生になり、チームユ
ニフォームが新しくなり 7万円以上必要でした。その他、部活
遠征費用や審判講習など中学生の時には考えられないくらい高
くて、サポートがなければ母子家庭の我が家だけでは無理でし
た。本当にありがとうございました。頂いた、タオル、バッグ、
スパイクなど大切に使わせて頂いてます。ナイキは高いので買
えないので頂いて息子もすごく喜んでました。高校生になると
なかなかサポートしていただけることがないので感謝しかあり
ません。子供が巣立った時は私も息子もサポートする側になれ
るように頑張って行きたいと思います。



子どもと保護者の声

（子ども）
トレーニングシューズを送ってもらえた時は本当に嬉しかった
です。シューズはすぐ小さくなっちゃうし、でも高いからいつ
もボロボロになるまで使っていました。お母さんから他にもユ
ニホーム買う時にも援助してもらったと聞いて、サッカーで
もっともっと練習して上手くなったら、いつか僕も love.futbol 
Japan の活動に参加できたらいいなと思います。まずは県大会
まで進んで、優勝できるように頑張ります。
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（保護者）
今回の援助をきっかけに、子ども自身が他者からの援助や
応援いただけるからサッカーが続けられるということに何
となく気がついてくれたように思います。現在部活でサッ
カーに取り組んでいますが、コロナ禍で収入が落ち込んで
しまっていたため、自分一人では子どものやりたいを尊重
してあげるのは難しかったと思います。今回、love.futbol 
Japan 様に援助いただいて、子どもの夢を潰さずに続けさ
せることができ、本当に感謝しています。ありがとうござ
いました。

（子ども）
サッカーをやめなきゃいけないかもしれないと言われたと
きはとてもかなしかったけどつづけられることができまし
た。ありがとうございます。ぼくのゆめはプロサッカーせ
んしゅになることです。ぼくの学年は人数がおおくてうま
いひともおおいかられんしゅうがたのしいです。いっぱい
れんしゅうしていっぱいてんをきめてとくてん王になれる
ようにがんばります。

（保護者）
2年生から試合が増える為ユニホームが必須になるのでユニ
ホームの資金を捻出するのが難しく辞めるしかないかなーと
思っていましたがご支援頂きユニホームを無事に購入する事が
でき続けられる事になりました。子供もみんなとお揃いのユニ
ホームに大喜びで届いた時はずっと着ていました。サッカーが
とても好きなようなので子供の笑顔を見て辞めさせないで続け
られる事が出来て本当に嬉しく思います。奨励金を受給させて
頂きありがとうございました。これからも大好きなサッカーを
続けていって欲しいです。



受給後サッカーを継続していない子どもについて

24

人数　11人
＜継続できなかった主な理由＞
・金銭的理由
・怪我
・本人の以降
・人間関係
・指導者の変更
・サッカーをする環境がない

小1

小 3

小 4

小 6

中 1

中 3

学年

2人

2人

1人

1人
1人

4人

男性

女性

性別

10人

1人

性別は自由記述式

保護者

ひとり親

ふたり親
10 人

1人

サッカー歴

未経験

1年以下

1-3 年以下

3-5 年以下

5-7 年以下

4 人

1人

1人

2人

3人

地域
北海道

埼玉県

東京都

神奈川県

石川県

大阪府

島根県

2 人

2人

1人

1人
1人

1人

3人



子どもと保護者の声

（子ども）
ぼくはサッカーをやめました。一度やめたからみんなにつ
いていくのが難しいです。あとお母さんの負担も多いと思
いました。休みの日の試合も夜に迎えにきてもらうのも。
中学生になったらサッカー部に入れたらいいなと思いま
す。一人で帰れるなら、お母さんの負担にならないと思う
からです。
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（保護者）
この度は奨励金を受給させていただきありがとうございま
した。とても助かり、大変感謝しております。また、靴も
ユニフォームも本人は気に入り、靴は毎日学校に履いて
行っております。サッカーは辞めてしまいましたが、貴重
な体験をさせていただいたこと、とても嬉しく思っており
ます。中学生になったら、ぜひサッカー部に入ってほしい
と思っています。仲間と切磋琢磨してプレーしたり、泣い
たり笑ったり、いろんな経験をして大きくなっていってほ
しいと思っています。

（子ども）
サッカークラブに入る事が出来て本当にうれしかったです。で
も僕の家はお金がないのでやりたくても無理は言えないです。
２ヶ月でしたがとても楽しい時間をすごすことができてうれし
かったです。サッカーを続けることはむずかしいですが、自分
でドリブルやシュートのれんしゅうをつづけていきたいとおも
いました。小学校にはサッカーぶがないので、もしできたら中
学校でサッカーぶに入って大会とかに出てみたいとおもいまし
た。ありがとうございました。

（保護者）
子供が喜んでくれて私も本当に嬉しかったです。コロナの影響
で勤務も時短が続き、シングルマザーで子供３人を食べさせて
行くには、サッカーをやらせる為に何を削ったら良いかと悩み
ましたが、食べ盛りの子供達の食費を無くすわけには行かず、
学校の教材費など待ってもらうことも出来ずで、辞める事を選
びました。頂いた奨励金は入学金に使い、ユニフォームや保険
料施設費など、足らないぶんは何とかお金をかき集め出しまし
た。今後もし出来たら、継続出来るようなシステムを作ってい
ただければ有難いです。子供の夢を叶えさせて頂いたことに感
謝しております。ありがとうございました。



本活動をご支援いただいた方々
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富樫敬真（ベガルタ仙台）
田邉草民（アビスパ福岡）
森谷賢太郎（サガン鳥栖）
小林悠（川崎フロンターレ）
齋藤学（水原三星）
三丸拡（柏レイソル）

家長昭博（川崎フロンターレ）
新井直人（徳島ヴォルティス）
ポープウィリアム（FC町田ゼルビア）
山本摩也（RCDエスパニョール）
茂木力也（大宮アルディージャ）
野口竜彦（ファジアーノ岡山）

吉見夏稀（KSPO）
韓浩康（横浜 FC）
朴一圭（サガン鳥栖）
下澤悠太（テゲバジャーロ宮﨑）

マンスリーサポーター 348 名のみなさん

2022 年 6月末時点

個人

サッカー選手

法人

サッカーコミュニティ



ご支援のお願い
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クラウドファンディングを
支援する

本事業は love.fútbol Japan に寄せられる寄付を原資に実施しています。しかし、現状では今後申請されるすべての方を支援するこ
とができない状況です。ひとりでも多くの子ども・ご家庭を応援できるようご支援宜しくお願い申し上げます。 

寄付をすると、寄附金控除を受けることができます
love.fútbol Japan は、神奈川県より認可された「特例認定 NPO 法人」です。寄付をする方は、確定申告で寄附金控除を受けるこ
とができます。 企業の場合、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、 特別損金算入限度額の範囲内で、損金として算入することが
できます。 

例えば毎月1,000円寄付すると

所得税4,000円が戻ります（寄付金額ー2,000円））x 40%

12,000 円

4,000 円 税務署

あなた

加えて、神奈川県の地方住民税も控除対象になります。

個人として支援 選手・コミュニティとして支援 企業として支援

クラウドファンディングを
実施中です（11/24～12/23）

月額サポーターとして
毎月 1000 円から参加できます。

1% FOOTBALL CLUBに
参画して支援できます。

2023 年パートナー企業を
募集中です。



For every kid, a safe place to play

特定非営利活動法人 love.fútbol Japan

http://www.lovefutbol-japan.org

メール： japaninfo@lovefutbol.org


