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2020年度は、新型コロナウイルス感染症のパ
ンデミックが世界を揺るがしました。世界中で多
くの方が予期せぬ形で命を奪われ、これまで日
常だった社会活動や経済活動が停滞することと
なりました。人と人が集まり、触れ合い、称え合
うことが、いかに私たち人類の存在にとって大
事なことなのかが、強く実感された年でした。
　私たちダイバーシティサッカー協会がやってき
たことも、「みんなでサッカーボールを蹴る」こと
を中心に、人と人が出会い、笑い合い、励まし
合い、称え合い、それぞれがそれぞれの日常で
それぞれに直面するチャレンジに向き合うため
の勇気を与え合う、そんな活動でした。
　その中心だったダイバーシティカップを、感染
拡大予防の観点から、東京でも大阪でも開催
を取りやめました。野武士ジャパンをはじめ、私
たちが応援する「スポーツを通じた居場所づく
り」に取り組むパートナー団体は、いずれも大き
く活動を制限されました。
　しかし、通常の活動ができなかったからこそ、
たくさんの新しい発見、アイディア、そしてつなが
りも生まれました。パートナー団体のみなさんと
の試行錯誤を通じて、ダイバーシティサッカーの
存在意義を、図らずも強く再確認することがで
きました。
　私たちは「ダイバーシティサッカー協会」と自
称していますが、「ダイバーシティサッカー」とい
う競技が存在している訳ではありません。むしろ
競技の形を一つに定めないことが、ダイバーシ
ティサッカーの特徴です。
　一番大事にしているのは、そこに集まった人
たちが、それぞれにそれぞれの楽しみ方をできて、
みなが同じように楽しい時間を過ごせることです。
だから集まる人が変われば、ルールもどんどん
変えてしまいます。そうやって、人それぞれの多
様な楽しさ、つまり「その人らしさ」を、どこまで
も包み込んでいきたいのです。

　どんな人でも、先入観を持たずに、ありのま
まを受け入れる。それが私たちの考えるダイバー
シティです。頭でっかちにならず、相手が身体全
体から発するメッセージに、心を開き、耳を傾け
よう。そう自分に言い聞かせるとき、自分自身の
中にも葛藤が生まれます。自分が知らず知らず
に持っている先入観が、いつだって頭をもたげて
くるからです。でもそんな自分さえ、優しく包み込
んであげたい。きっと、新たに出会えた目の前
の仲間が、あなたの居心地の悪さを少しずつ解
かしていってくれることでしょう。
　2021年度も、新型コロナの影響はまだまだ
続きそうです。皆さま健やかにお過ごしください。
そして、ほんの少しでも、一緒にボールを蹴って、
笑い合えますように！

これからも応援よろしくお願いいたします。

 NPO法人ダイバーシティサッカー協会
 代表理事  鈴木直文

ダイバーシティサッカー協会は、「誰もがスポーツを通じて自分らしく生きられる社会」を目指しています。
ホームレス、若年無業、うつ病、LGBT、ひきこもり、依存症など何らかの社会的な困難を抱えた人々
を対象に、サッカーをはじめとするスポーツや身体活動、芸術活動などを通じて「好きなことを思い切
り楽しむ」機会と「自分らしくいられる居場所」を創出し、それらをネットワークでつないで「すべての人
を包み込む社会」を構築するため、4つの事業を展開しています。

2020年度実施プログラム
2020年度は、新型コロナの影響でダイバーシティカップの開催を見送り、野武士ジャパンの日々の練
習が度々中断を余儀なくされるなど、活動の維持・継続にとても苦労しました。しかし、だからこそダス
ポーツを通じた居場所づくりの意義を再発見する機会にもなりました。対面で集まる機会を大きく制限さ
れるなかでも各地のパートナーや参加者の皆さんと一緒に考えることで、新しい取り組みがたくさん生ま
れました。

野武士ジャパン
野武士ジャパンの練習は、緊急事態宣言中は中断したものの、選手た
ちの「自主練習」という形で、できる限り集まり続けることを目指しました。
東京と大阪で計20回、練習をすることができました。東京では「多くて
も10人ちょっとに制限して、できる限り続けよう」そう皆で話し合って決
めました。大阪でも人数を制限したほか、「ゲームは控えて、ソーシャル
ディスタンスを保ったルールで練習してみよう」など、参加者が考えたメ
ニューで練習を行う日もありました。
　中断明けに久しぶりに会ったメンバーは、サッカーそっちのけで嬉しそ
うにおしゃべり。人との交流に、それだけ皆が飢えていたのですね。「た
だ一緒にボールを蹴る」という他愛ないことで繋がり合うこのコミュニ
ティが、まさしく彼らにとってかけがえのない居場所なのだと、改めて実
感することができました。

ダイバーシティ・プレリーグ
野武士メンバーやパートナーのみなさんが「他のチームのみんなと会え
る！」と、毎年楽しみにしてくれている、ダイバーシティカップ。規模は小さ
くてもいいから、それに代わる晴れ舞台を用意したい。そうして実施され
たのが、分散型交流イベント「ダイバーシティ・プレリーグ」でした。宮城、
東京、千葉、神奈川、大阪、沖縄のパートナーと、密にならない上限30
人規模のイベントを工夫して企画しました。
　大阪では野武士大阪がスポーツ法人ENJINと、東京では野武士東
京が大田区の女子中学生チームPIXY大田 FCと、それぞれフットサル
交流会を実現。当日はソーシャルディスタンスを保って楽しむためのルー
ルやエクササイズを工夫し、新たな楽しみ方がうまれました。
　沖縄では、一般社団法人daimonを中心に、子どもや若者の支援を
行う団体の職員さんたちがeSportで交流。逼迫する現場でも楽しみの
要素が不可欠であることを確認し合いました。
　宮城、千葉、神奈川の3地域では、新型コロナの感染拡大期であった
ため実施に至りませんでした。それでも準備期間を通じて育まれたことが
たくさんありました。3地域には、沖縄のdaimonからボールのプレゼント
も！ 直接会えなくても、パートナー同士でつながり合うことができました。

リモート・ワークアウト・プログラム 
Stay Home! Stay Active!
通常練習が中止の際には、オンラインでエクササイズを行うリモート・
ワークアウト・プログラム「Stay Home! Stay Active!」を計5回実施
し、のべ33人が参加しました。「オンラインでも話しをしたり体を動かす
機会があると嬉しい」という声があった一方で、パソコンなどのデバイス
やインターネット通信の環境が無い人や、オンラインに不慣れなので参
加しづらいという人が多いこともわかりました。そういう方々のオンライン
プログラムへのアクセス確保は、来期以降の課題です。

調査・研究・広報
スポーツを通じた居場所づくりの事例調査やノウハウ開発のた
めの研究を行い、成果を発信しています。ダイバーシティカップ
に集う人たちが抱えている困難さとはどんなものなのか。ス
ポーツがそれをどのように緩和したり、解決したりしうるのか。大
会運営やコーチングでどんな工夫ができるのか。パートナー団
体同士の勉強会や当事者・支援者への聞き取り調査などを通
じて探究しています。
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スポーツを通じた居場所づくり応援
多様な社会的困難を抱える人たちが、日常的でも自分らしくい
られる機会を創出するために、サッカーだけでなくスポーツや文
化活動を通じて居場所づくりを行う団体やチームを応援してい
ます。ＮＰＯ法人ビッグイシュー基金と協働で、ホームレス状態の
当事者・経験者が中心のサッカーチーム「野武士ジャパン」の
東京・大阪での練習の運営サポートを行うほか、全国各地の
パートナーと連携して交流会や勉強会などを行っています。
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Homeless World Cup関連
Homeless World Cupは2003年より毎年開催されている、
ホームレス状態やそうなるリスクの高い人たちが一生に一度だ
け選手として参加できるストリートサッカーの世界大会です。日
本代表は、イェーテボリ大会 (2004年 )、ミラノ大会 (2009
年 )、パリ大会 (2011年 )と過去3回出場。ダイバーシティサッ
カー協会は、日本の公式パートナーとして、近い将来の再派遣
を目指しています。
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ダイバーシティカップ
ダイバーシティカップは、ホームレスやひきこもり、不登校、うつ
病、LGBT、若年無業、依存症、精神障害、難民など、多様な
社会的困難を持つ当事者とその支援者が立場を超えて集い、
交流するフットサル大会です。2015年の第1回大会以来、毎年
かたちを変えながら東京と大阪でこれまで計8回開催し、のべ
1500人以上が参加しました。
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Homeless World Cup Dayに日本代表が出場 !
2020年はフィンランドで開催が予定されていたHomeless World Cupが、新型コ
ロナの影響で初の中止となりました。代わってオンラインのHomeless World Cup 
Dayが開催されることになり、ダイバーシティサッカー協会はリフティング大会 Keepy 
Uppy Cupに日本代表を送り出す！というミッションに挑戦することになりました。
　代表選考はオンライン選考会という今までにない形で実施。各地のパートナーと連携
し、男女計7人の代表を送り出すことができました。また野武士メンバーの1人が PR 
動画「 Keep the Ball Rolling」にも出演しました。Homeless World Cup本部や代
表選考に関わって下さった多くの方と、これまで以上につながりを深め
ることができました。

※動画をご覧になりたい方は、右のQRコードからご覧ください。

01 ソーシャルディスタンスで集合写真（大阪）
02 マスクあり、走らない、でもアツくなります！（東京）
03 久しぶりのおしゃべりに興じるメンバーたち（東京）
04 みんなでヨガポーーズ！
05 新ルール、すごろくフットサル（東京大会）
06 ウォーキング&ソーシャルディスタンス！（大阪大会）
07 沖縄からボールが届きました！（神奈川）
08 ＦＭ那覇さんを会場にeSport （沖縄大会）
09 グループリーグ突破の立役者、慶野選手
10 笑顔いっぱいのオンライン代表選考会



連絡先・お問い合わせ
ホームページ：https://diversity-soccer.org
メール：info@diversity-soccer.org
［SNS］
Facebook：@Diversity.soccer　 
Twitter：@DSA_Japan
Instagram：@dsa_japan
Youtube：ダイバーシティサッカー協会
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 “深堀り、探り、潜る”オンラインイベント「サタデー・ナイト・ダイバー」
ダイバーシティカップの意義は、みんなでサッカーを楽しむことだけではありません。社会的困難を抱え
る当事者やその周囲にいる人たちが、異なる背景を持つ人と出会い、それをきっかけに自らについて
考えることも大きな意義の一つです。そんな出会いと対話の場をつなげていきたい。そこで生まれたの
が、YouTubeでのオンラインイベント「サタデー・ナイト・ダイバー」です。計5回にわたり、毎回異なる
背景の当事者や支援者が、様々なテーマで語り合いました。152人がライブで視聴し、合計で2300
回以上再生されています。

会計情報 （2020/04– 2021/03、単位 :円）

◎経常収益  ………………………………  949,614
　受取会費  ………………………………  388,000　　
　受取寄付金  ………………………………  93,611
　受取助成金  ……………………………  458,000
　事業収益  …………………………………………  0
　その他収益  ………………………………  10,003
◎経常費用  ………………………………  928,062
　事業費  …………………………………  559,050
　（うち人件費）  ………………………………………  0
　管理費  …………………………………  369,012
　（うち人件費）  ………………………………………  0
◎当期正味財産増減額  ……………………  21,552
◎前期正味財産額  ………………………  535,553
◎次期正味財産額  …………………………  557,105 

※詳細な会計情報はホームページに掲載しています
※2020年度は、東京ボランティア・市民活動センターの
　ボランティア基金「ゆめ応援ファンド」の助成を受けました。

ＮＰＯ法人ダイバーシティサッカー協会
役員&アンバサダー
［代表理事］ 鈴木 直文（一橋大学 教授）

［理事］ 川上 翔
 （事務局／NPO法人ビッグイシュー基金 職員）

 竹内 佑一
 （事務局長／PSIカウンセリングルーム 代表）

 長谷川 知広
 （ダイバーシティサッカー協会 創設者）

 蛭間 芳樹
 （銀行員／NPO法人ビッグイシュー基金 理事）

［監事］ 青木 弘達（株式会社リヴァ 取締役）

 油井 和徳（NPO山友会 副代表）

［アンバサダー］ 星野 智幸（小説家）

2020年度の主な活動一覧
2020
05/16 Homeless World Cup主催
 Keepy Uppy Cup日本代表オンライン
 選考会
07/06  Homeless World Cup Day参加
07/19&25 千葉『共に暮らす』フットボール協会主催
 オープンリーグ運営協力
08/08 野武士ジャパンのメンバーや全国の
 パートナーがオンラインで交流
10/31  サタデー・ナイト・ダイバー #1
 「トゥレット症候群ってなんだ？ 当事者の
 経験をスポーツを通じて考える」
11/21 サタデー・ナイト・ダイバー #2
 「ホームレスになぜスポーツや文化活動が
 必要か？～山友会、野武士ジャパンの
 事例から～」
11/28 ダイバーシティ・プレリーグ in大阪（野武士

ジャパン大阪とスポーツ法人ENJINのフットサル交
流会＠フットメッセ天下茶屋）

12/05  サタデー・ナイト・ダイバー #3
 「東北で『わかもの』とサッカーで居場所を
 つくる～排除に抗するサッカー vol.1～」
12/18  ダイバーシティサッカー協会の公式
 ホームページがオープン
12/19  サタデー・ナイト・ダイバー #4
 「精神障がい者フットボールとは何なのか？
 ～排除に抗するサッカー vol.2～」
12/21–28 JAMMIN×ダイバーシティサッカー協会
 チャリティーＴシャツ販売
2021
03/09 サタデー・ナイト・ダイバー #5
 「Women Empowermentと女子サッカー」
03/27 ダイバーシティ・プレリーグ in東京（野武士

ジャパン東京とPIXY大田FCのフットサル交流会
@MIFA豊洲）

03/28 ダイバーシティ・プレリーグ in沖縄（一般社団法
人daimon主催 eSport交流会 daimon.TV Vol.1）

※その他、野武士ジャパンの定例練習会やオンライン
　プログラムを毎月行いました。
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［第1回］
「必要なのは“温かい無視”」 
自分の意思とは無関係に体が動いたり、声を発してしまう「トゥレット症」
をテーマに、野武士ジャパンのメンバーで当事者でもある2人をゲストに
お招きしました。自身の症状や困難との向き合い方、それらにサッカーが
どう寄与するかについて語りました。

［第2回］

「勝負ごとより、各チームが試合終わって話す、そんなことがうれ
しくて続けてるんです」
ホームレスの人とのアートやスポーツ活動を実践する2つの団体から、活
動の意義や工夫、参加する当事者の声をご紹介いただきました。スポー
ツやアート活動が、一つの「記録になる」という話などトークは多岐にわ
たりました。

［第3回］
「学校に行かない選択をしても、スポーツを楽しめる環境を」
東北から、ダイバーシティカップに長年参加する2つの団体をゲストに、
不登校やひきこもりなどを経験した若者とのサッカーの場づくりについて
語りました。活動に参加するメンバーも登壇し、参加のきっかけやサッ
カーの意義についてもお伺いしました。

［第4回］
「普通の場所で、好きなことでつながれる」
大阪と千葉の2つの団体から、精神障害を抱える選手も交えて、ソー
シャルフットボールの価値やそれぞれ独自に開く大会についてお話しい
ただきました。

［第5回］

「自分らしさを発信できることが、女子サッカーの魅力」
3月8日の「国際女性デー」に関連して、3人のゲストをお招きし、女子
サッカーが解放するものやマイノリティの居場所としての機能、2021年
開幕予定の日本初の女子プロサッカーリーグ「ＷＥリーグ」への期待など
を語りました。

※全ての配信動画は、アーカイブとして視聴可能です。
　QRコードよりご覧ください。

ダイバーシティサッカー協会沿革
2003
– 有限会社ビッグイシュー日本設立
2004
– Homeless World Cup イェーテボリ大会出場
2007
– NPO法人ビッグイシュー基金設立
2008
– ビッグイシュー基金サッカープログラム・野武士
 ジャパン発足
2009
– Homeless World Cup ミラノ大会出場
2011
– Homeless World Cup パリ大会出場
2012
– ホームレスサッカー日韓親善試合をソウルで開催
2015
– 第1回ダイバーシティカップ
2016
– 第2回ダイバーシティカップ
2017
– 第3回ダイバーシティカップ（ダイバーシティフットサルカップ）
– 任意団体ダイバーシティサッカー協会設立
– ダイバーシティカップ4（第4回）

2018
– Homeless World Cupアジア会議を東京で開催
– 第1回ダイバーシティカップ in関西
– 第5回ダイバーシティカップ
2019
– 第2回ダイバーシティカップ in関西
2020
– ダイバーシティミニカップ
– NPO法人ダイバーシティサッカー協会として登記

メディア掲載情報一覧
11/15 BIG ISSUE ONLINE「サタデー・ナイト・ダイバー#1」
11/17 月刊『社会教育』2020 年 12 月号 「ダイバーシティ

サッカーの『場づくり』とは」
11/27 雑誌『SHUKYU Magazine』No9「野武士JAPAN｜

サッカーを通じて自立へのきっかけを作る」
12/21 JAMMIN「CHARITY FOR｜スポーツを通じ『肩と肩と

を並べる』ことで、ホームレスやひきこもり、生きづらさ
を抱える人の『居場所』になる」

12/24 BIG ISSUE ONLINE「サタデー・ナイト・ダイバー#2」
01/07 BIG ISSUE ONLINE「サタデー・ナイト・ダイバー#3」
01/12 大阪日日新聞「人とつながる居場所 広がるダイバーシ

ティサッカー」 
01/18 BIG ISSUE ONLINE「サタデー・ナイト・ダイバー#4」

寄付サポーター＆ボランティア
大募集！

ダイバーシティサッカー協会の活動は、みなさまの寄付や
ボランティアで支えられています。
　わたしたちのイベントや日々の活動の参加者には経済
的な余裕のない人も多く、参加費を極力低く抑える必要
があります。そのためこれらの活動の運営は、各種の助成
金、個人や団体からの寄付金、そしてボランティアのみな
さんの活躍に依存しています。
　みなさまの寄付金によって、ホームレス、ひきこもり、精
神障害、依存症など多様な社会的困難を抱えた人たちに、
スポーツを通じた居場所を安定的に提供できるようになり
ます。また調査研究を通じて多様な社会的困難について
の理解を深め、わたしたちの活動をよりよいものにしていく
ことも可能になります。ぜひご支援ください！

　ボランティアも常時募集しています。イベントレポートの
執筆や写真撮影、大会や練習運営のサポート、SNS広報
など、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください！

寄付サポーターになりたい方はこちらから
https://diversity-soccer.org/donation/
ボランティア希望等のお問い合わせはこちらから
https://diversity-soccer.org/contact/?action=form


