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賛同アスリート/賛同企業

設立から10年を多くのアスリート・企業の皆様に支えていただきました。

【2020年度スポーツクリニック講師】合計12競技、16名、２団体
●サッカー：勝矢寿延、藤井健太、小林慶行、●バレーボール：櫻井由香、佐藤あり紗●バスケットボール：岩屋睦子●テニス：笹原龍
●ラグビー：守屋篤●卓球：村田雄平●太極拳：市来崎大祐●アルティメット：久保和之●走り方教室：和田賢一、羽田真弓
●リズムトレーニング：津田幸保、森宜裕●車いすバスケ：岩野博●ボッチャ：福島県ボッチャ協会、滋賀県ボッチャ連盟
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SDGsの取り組みについて

USFの活動とSDGs

USFは2011年の設立以来、「スポーツの持つ力」を再確認し、健康的で豊かな社会の創造発展、スポーツの
価値を高めるスポーツ文化の創造発展、健全な心と体をもった子どもたちの育成に対する社会貢献活動を行
い、USFの事業成長が持続可能な社会の実現に貢献できるよう努めてきました。

これまで蓄積してきたノウハウやネットワークを活かし、様々な取組を通じて国際社会共通の目標、SDGs
達成への貢献を目指しています。

2015年に「持続可能な開発目標（SDGs）※」が採択され、持続可能な社会の実現に向けて積極的な取り組
みが期待される中、財団メッセージである「One World. One Team.」を掲げ、グローバルな視点で活動を
継続的、発展的に運営することで、持続可能な社会の実現に向けて（活動と新たな）挑戦を続けます。
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SDGsの取り組みについて

多様性を大切
にスポーツを
通じた子ども
たちへの教育

グローバルな
視点での活動

環境・健康的
なまちづくり
への取り組み

●USFスポーツキャンプ
●USFスポーツフェスティバル
●USF Online de 繋がる輪
●USF First Challenge 123

●復興支援活動
●APP×USF kidsプログラム
●USF マルチスポーツ体験会

●ファーストティ
●BOKS

●NBA care's basketball Clinic

●Sports for tomorrow

対応するSDGsのゴール対応するSDGsのゴール 対応するSDGsのゴール
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メモリアル動画＜10 years あの日から、この先の未来へ＞

【概要】
震災から10年の節目に、USFはこれまで復興支援活動を共にしてきたアスリートや企業の代表の皆様からメッ
セージを集め一つの動画とし、未来へ羽ばたく東北の子ども達、全ての子どもたちに向けエールを届ける。
2021.3.8 USF Youtubeチャンネルにて公開。ゼビオ株式会社からプレスリリース発信。

【出演者】
古田 敦也（元東京ヤクルトスワローズ監督）
中西 哲生（スポーツジャーナリスト/パーソナルコーチ）
キャサリーン・テューリー
（Reebok International Director of Social Purpose/BOKS Kids財団創設者）
田臥 勇太（プロバスケットボール選手）
三國 清三（オテル・ドゥ・ミクニオーナーシェフ）
古鍛治 剛也（2020年USFスポーツキャンプ福島ボランティア）
アディダスジャパン株式会社副社長マーケティング事業本部長トーマス・サイラー
コニカミノルタジャパン株式会社 代表取締役社長 大須賀 健
株式会社エアウィーヴ 代表取締役会長兼社長 高岡 本州

公益財団法人東日本大震災復興支援財団 代表理事 立石 勝義

【Youtube再生回数】
1500回 （3月公開～6月現在）

【メディア】
福島民報・福島民友・テレビ岩手・いわてめんこいテレビ
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自主事業（USF Sports Camp/USF Sports festival）

第6期福島こども未来塾
10/10-10/11
福島県磐梯青少年交流の家
参加者：33名

【スポーツクリニック（講師）】
●ダンス：島田ひかり（JDAC）
●サッカー：小林慶行（元プロ）
●バレーボール：櫻井由香（元日本代表）
●卓球：村田雄平
●ボッチャ：福島県ボッチャ協会

●9/21 奈良県天理市長柄運動公園
参加者：24名/応募者：29名

リズムトレーニング：森宜裕
サッカー：藤井健太
バスケットボール：岩屋睦子
太極拳：市来崎大祐※新種目
ラグビー：守屋篤

●12/20 広島県福山市エフピコアリーナ

参加者：35名/応募者71名
車いすバスケ：岩野博※新種目
タッチテニス：笹原龍※新種目
かけっこ：森宜裕
サッカー：藤井健太
ボッチャ：福山市レクリエーション協会

●12/5 滋賀県立命館大学
参加者：32名/応募者：37名

サッカー：勝矢寿延
バレーボール：櫻井由香
アルティメット：久保和之
ボッチャ：滋賀県ボッチャ連盟

インターシップ制度はコロナ影響で
中止であったが、スポーツ健康科学
部のゼミの一環で学生と一緒に企
画・資金管理・自治体への協力依
頼・参加者募集・当日運営といった
一連の過程を行い、実務を通して責
任を全うすることの大切さを学ぶこ
とができた。

【協力】
独立行政法人日本スポーツ振興センター

USF Sports Camp USF Sports Festival

【協力】
公益財団法人東日本大震災復興支援財団
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自主事業（USF Online de 繋がる輪）

【目 的】
コロナ禍においても、スポーツの力、楽しさ、素晴らしさを体感する機会を提供。
【イベント方法】
オンラインWEB会議システムZOOMミーティングを使用。
【対 象】
全国の未就学児～小学生

バレーボール 卓球 カンフー 運動神経の
作り方

段ボールで卓球ラケットDIY。 画用紙でオリジナル剣のDIY。 クイズで楽しく勉強。オリンピック選手からのアドバイス。

チーム参加もあり！ Q＆A スゴ技伝授！？ 全集中！八つの型を繰り出せ！
コーディネーショントレーニング

７



協業事業（品川区）

ホッケー＆かけっこ教室

【講師】藤尾 香織、和田賢一、羽田 真弓
【主催】品川区/公益財団法人 品川区スポーツ協会
【協力】一般社団法人走りの学校、

NPO法人メトロ東京ホッケー&アスリートクラブ

東京2020大会で品川区開催である「ホッケー」の普及活動と子ども
たちの運動離れ、体力低下などの社会課題解決の一助となるよう、
品川区在住在学の小学生対象に実施した本イベントにて、企画・運
営協力を行いました。

参加者44名/応募者130名
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため人数制限実施

藤尾 香織さん
USF賛同アスリート
オリンピック3大会出場
元ホッケー日本代表
品川区東京2020大会コミュニケーター
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協業事業（一般社団法人 走りの学校）

かけっこ教室講師派遣

和田 賢一さん
一般社団法人走りの学校 代表理事/校長

ビーチフラッグス 全日本選手権3連覇
全豪選手権 準優勝

オンラインイベント講師協力

羽田 真弓さん
一般社団法人走りの学校 幼児プログラム責任者

新体操全日本トップ選手フィジカル指導
原始反射体操トレーナー(スクエアクリニック)

2020年より協業〈USF×走りの学校 イベント実績〉

“走り革命理論”を基に、誰にでも解る言葉と、理に適った動作を用
い、速く走りたい全ての人の足を速くするスクール。

〈事業内容〉
○オンラインスクール
○インストラクター研修
○指導者の派遣
○練習会

YouTube
チャンネル登録者8.75万人(6月現在）

○福島こども未来塾（福島県）
○ホッケー＆かけっこ教室（東京品川区）
○スポーツフェスティバル（広島県）
実施回数 3回 講師：和田賢一、羽田真弓、森宜裕

○オンラインプログラム「運動神経は才能じゃない！作れるって知ってた？」
実施回数 2回 講師：羽田真弓

YouTubeコラボ動画（イベント中に収録）

再生4,650回（6月現在）再生1.5万回（6月現在）

応募者 232名（無料） 応募者 45名（有料1,000円）
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協業事業（Reebok）

BOKSプログラム

〈BOKSプログラムの効果〉
○運動不足解消と運動能力向上
○脳の働きの活性化と最適化
○ストレス解消とメンタルコントロール
○コミュニケーション能力と協調性

【トレーナー】2020年より

京乃ともみさん 郡勝比呂さん 中村美穂さん

【協力】リーボックジャパン

【YouTube】

【オンラインイベント】

【アンバサダー】2020年より

BOKS公認トレーナーとして活動。（Reebok契約インストラクター）
イベント講師の他、アンバサダーの育成や研修会の実施、新プログラ
ムの開発など事務局と一緒に活動いただいています。

研修会受講者の中から認定します。BOKSのトレーナーと共にBOKSの
普及活動を行っていただくメンバーです。
2020年 20名認定

トレーナー

アンバサダー

インストラクター

テーマは「スポーツ×English」
からだでじゃんけん・動物ものまねなど30分のプログラムを簡単な英語
に触れながら実施しました。

参加者 約25名/応募者 50名

トレーナーやアンバサダーによるプログラムをYouTubeで配信しました。
各都道府県を象徴するものを身体を使って表現するエクササイズ「47都道
府県チャレンジ」は現在も継続して実施中です。 BOKSメンバー

新体制で再スタート！
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協業事業（神石インターナショナルスクール）

神石サマーキャンプ神石学園体育授業

広島県神石町にある日本で唯一の全寮制小学校、神石イン
ターナショナルスクールが2020年4月に開校。
2020年9月より契約を締結し毎週1泊2日で体育講師を派遣
しています。
日本の小学校指導要領に沿って授業は行われプラスして神
石インターナショナルスクール独自のプログラムを取り入
れ、季節に応じたスポーツを提供しています。

神石インターナショナルスクール開校前の2018年から2020年の
3年間、サマーキャンプを実施。
5歳～小3までの子どもたちを全国から募集を募り、2週間の宿
泊型キャンプを開催。
英語に触れる授業やアクティビティ、遠足のプログラムが組ま
れ、毎日行われる「スポーツの時間（90分）」をUSFが担当。
スポーツの基礎、身体を動かすことの楽しさを体感させ、更に
スポーツテストを実施し期間内で成長することで自己肯定感を
高めるきっかけを提供しています。

【講師】矢野順也、羽田真弓、津田幸保、藤井健太
①7/5～7/15 26名対象 ②7/26～8/6 22名対象

学年 人数

１年生 ７名

２年生 ６名

３年生 ４名

合計 17名

学年 人数

１年生 ４名

２年生 ７名

３年生 ９名

４年生 ３名

５年生 23名

【講師】矢野順也【アシスタント】新倉駿

2020年度2-3学期：71時間
2021年度必須時間：105時間

【2020年9月1日-2021年3月18日/2021年4月5日～】
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スポーツ助成事業

東北で暮らす子どもたちを対象に、プロのコーチからスポー
ツなどの指導を受ける機会を提供。
専門性の高い指導を定期的に受けることで子どもたちの「や
りたい」気持ちや「夢」を追求する環境をサポートしてきま
した。

【実績】
2020年5月～2021年3月
オンライン：9回、リアル：2回
参加者：187名（4チーム延べ人数）
【講師】
相根澄（元フットサル日本代表）
マック鈴木（元プロ選手）
大山加奈（元日本代表）
【主催】公益財団法人東日本大震災復興支援財団
【協力】株式会社MPandC

アスマッチプロジェクト×東北『夢』応援プログラム USF スポーツ！運動！体験会

地域交流を通じて地域の活性化を目指すTSR（Team
Social Responsibility)活動に力を入れているアイスホッケー
チーム「東北フリーブレイズ」と連携し、スケート教室を実
施しました。
例年20回程実施していますが、コロナ禍のため全9回となり
ました。
2020年度参加者：502名
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