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それでは めていきます！よ しくお いします！
今回このメンバーで対 をするとお話しした時、
通 はわかりましたか？

るせり　わかんなかったー！
りあ　ほんとに？！
きなみ　全 わかんなくて、す い んでた
　い　みんなわかってると思ってた！
りあ　 、 出身選手です ！

正解です！今回は 日本トーク となります！
まずは、 日本での生活 を教えてください！
きなみ　 から まで入れると 結 長い！

年だ！
るせり　私と りあさんは� 年かな！
りあ　そうだ ！常 まで！ いは？
　い　私は� 年？ アカ ーの 中で 場

に移動になっち ったから！
りあ　 か の時どこにいたの？
　い　 レッ ですよ！ちょうど練習が まる前

で、 ン にいた！
きなみ　私も中学 の体 にいた！
るせり　私 学生だった！
りあ　えーーーー！
るせり　 か だったかな。
　　　　わんこと一 に の下に れてた！
きなみ　そう考えると年結 れてる
　い　 って、話ずれてるよ。

きなみ　ほんとだ
　　　　私は と大学時 の まで！
　い　 レッ に中学�年生までいて、 の影

で 場 に移動したから� 年！
るせり　そうすると だけだ ！
　い　それ以上 に行ったことありません
りあ　でも もいいとこ だよ ！
るせり　ア トレット行きたーい！
きなみ　 って、 は中部 方トークになってる。
るせり　 行きたーい！
　い　 だと に行ったことある！
　　　　 学 行で。
りあ　何の 学 行？
　い　 学 ！
りあ　へ ー！私は ！
きなみ　 に行くんだ！
るせり　 私も 学 は だ！
きなみ　バス 足でルスツ ルスツリ ート 行かな

かった？
りあ　ルスツ行った！
るせり　良いとこ だよ ！ だけど
　い　何があるの？

るせり　 、 テル、 はス ーもできるし、
　　　　プールもある！
きなみ　あそこの ーカート好き！
るせり　どこでもあるわ
りあ　 くて何も れなかった
　い　いいな 。
　　　　 行ったことない！
るせり　ないんだ！ とかありそうなのに！
きなみ　 はぜひ観 で来てほしい ！

るせり　 観 ってなったら は
　　　　　 なのかな？
りあ　行きたいってなったら だけど、全体的に

どこでも おいしいよ ！
きなみ　 でしょ！
りあ　 ベン ー とかは？
きなみ　 良 ！
　い　 ベン ーか
りあ　いや、めっち 良いよ ！
きなみ　本当に良い！ い 高だから！
りあ　あと マ見れるとこ なかったっけ？
るせり　どこだ う？
きなみ　 じ ない？
るせり　 は温 も 高だよ ！

おすすめスポットがたくさん出てきました ！
あるあるはありますか？
りあ　 、 って のある 方にずっといたか

ら、横浜に来て初めて に が らないっ
ていうのを した！

きなみ　確かに に っ してきたとき、 に自転
に れることに感動した！

　い　 って転びそう
きなみ　もち ん って転 よ
るせり　 とか の方って は毎日 ってる

けど、 ささないじ ないですか。でもこっち
の人は さしててびっくりした

全　員　えーー！わかるー！！
りあ　 で さしてたら れるもん
きなみ　 はさすものじ ない
りあ　やっ り 楽しいもん ！ 下 とか！
　い　うん、楽しい！
りあ　ス ーじ ないの？
るせり　スケートです。
りあ　え？ するとき？
全　員　
るせり　スケートでもス ーでもないです
りあ　でも本当にス ーで
　　　　 するとこ あるよ ？
きなみ　あるある。あと大きい足 みたいなの い

て行かなかった？
　い　足を らにするやつ

るせり　マイクに向かって
　　　　 さん、スケートでは行かないですよ！
きなみ　でもス ー アでは行くよ ？
りあ　あー！行く ！
るせり　 は制服じ なくて ー だった！
　　　　 全 備！
りあ　でも いんだよ
るせり　 るよ
きなみ　 も るよ
るせり　 るよ ！みんな らない？
　い　そんなこと起こるの
りあ　まつ るのはわかるけど って
きなみ　るせしかわかってくれないかー！

これ せても大 ですか？
るせり・きなみ　全 大

りあ　これ言ってるの 人だから ！
　い　私たちは関係ないから ！

きなみ　とにかく す て してるだけでも る
よってことです

るせり　 の いてない の子とか 先が った
で教室入って来なかった？

きなみ　ないない
るせり　あ、これはないのか

方言はどうですか？
きなみ　す いあるよ ！
りあ　イント ーシ ンだよ ！
きなみ　 おささった が通じなくて 。 しち っ

た 間 えて しち った みたいな意 で
す。あとは、送らさった とか？会社で
送らさった って言ったら ってくれた

るせり　 手 くって言うよ ！
きなみ　 ー ーだから ロー くって言うとす

い かれる。
りあ　 テレ 入る って言わない？
きなみ　 今日あのテレ 入るよ ？ は 今日あのテ

レ やるよ ？って意 なんです。
るせり　え、それ方言だったの？
りあ　うん、全 通じないよ
　　　　でも いだけ 応してない！
　い　全 わかんない

るせり　やっ り うのかな？
りあ　いや、 いは私たちと全 う方言を持って

るんだよ
　い　もう けち ったんだよ 。お さんと話

すと出てくるんだけど。
きなみ　 す いよ のイメー ！
るせり　 わからないな 。教えてよ 。
きなみ　大学に 出身の人たくさんいたけど、 り

とかびっくりした！
るせり　 は 類あるんですよ ？
りあ　そうそう！ 部 と ！
きなみ　自分のこと わー って言いません？ の

とき言ってる人たくさんいた！
りあ　私は言わない
るせり　 りあさんは方言あんまり くない方ですか？
りあ　そうだ 。おばあち んと らしてる人とか

は いかも！し っこい は言うでしょ！
　い　 し っこい ！言う言う！
　　　　 たい って意 です。
るせり　 みステーシ ンに み げてきて は う

よ
きなみ　教 書に るくらいだもん
りあ　 いの方言も きたい 。
　い　もうほんとに方言なくなっち ったんだもん 。

るせり　確かに話してて気になることほとんどない
かも！

りあ　 さい お さんに方言 されたことある
よ

きなみ　 なまら とかこっちきて ずかしくて言わな
くなった

るせり　 くないよ
りあ　 く言えばいいのかな？

　い　 だ って感じ？
きなみ　いいじ ん
りあ　るせ、かわいく話してみて
るせり　 これなまらし っこい どうどう？？
全　員　おおー
　い　あの 、ちょっと う
りあ　うん、なんか う

こっちにきて うと感じたことはありますか？
きなみ　 は がない！ を知らなかった！
りあ　こっちは の期間長いよ ！
　い　 業 とか入学 の時期に が いてるこ

とに いた
きなみ　 に間に合うんだ って思うよ
りあ　 とか教 書とかに何で が ずあるんだ

うってずっと思ってた！
　い　 の方だと の時期に くから
　　　　教 書の 、 くの早いよって思ってた
るせり　お たら って教えられてた
きなみ　うん、もう は だよ
るせり　あと ア ンがない！
きなみ　 来てす の は ア ンの い方わか

らなかった
りあ　 でなんとかなるよ ！
　い　あと、こっちって がなくても せるよ ！
りあ　でも り物全部が時間に られててあんま

り好きじ ない
きなみ　 だと自分の好きな時間に んなとこ 行

けるもん ！
　い　す 電 来るから早めに 的 いち う

りあ　 り えとか っち うし 手
るせり　方向とかわからないし
　い　でも少し時間早く れたら好きなとこ

れるからそれはいいと思う！
るせり　 いさん行動早いもん
りあ　そうすると、 社会の の人たちって、
　　　　少し時間にルーズなとこ があるのかも 。
きなみ　自分の ースで せるから ！

今日のまとめをお いします！
全　員　 に行きたい！
　　　　もち ん ロ が落ち いたら！

合 とかできたら良いです ！
ありがとう いました！ 後に、フ ン・サポー ー
の 様へ一言ずつお いします！
きなみ　残り 試合、 後まで応援よ しくお いし

ます！ ロ が落ち いたらぜひ に
来てください！

りあ　 に びに来てください ！
　　　　 ってま す！
るせり　いつも応援ありがとう います！
　　　　 はおいしいものがたくさんあるので

ぜひ てみてください！
　い　 について知りたいことがあったら、
　　　　中 まで！ 問お ちしてま す！
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                  ����年�月�日
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職場紹介

小暮 千晶選手

1 GK
ピンクリボン月間

❶自身の仕事内容と、
　サッカー選手との両立について
❷ピンクリボン運動について伝えたいこと
※撮影時のみマスクを外しております。 ❶私は主に学生の授業の準備や電話対応、

外部講師や来客の対応をしています。私たち
は午前中に練習を行い、午後から勤務してい
ます。この環境の中で働くことができている
のは、社員の方々、また周りで支えてくださる
方々のおかげです。毎回サッカーの事や身体
の心配、さらに試合の応援もしてくださりま
す。感謝の気持ちを忘れずに、少しでも貢献
できるようサッカーも仕事も全力で取り組ん
でいきたいと思います。
❷ピンクリボン運動は乳がんについて正し
い知識を知り、その乳がんから�人でも多く
の人を守る運動です。日本では�人に�人が
乳がんにかかっていると言われていますが、
この病気は早期発見、治療で治ります！�人
でも多くの人を守るためにも、定期的な検診
をするなど、このピンクリボン運動を広めて
いきましょう。

片山 由菜選手

18 FW

❶私は主に受付や電話対応を行っています。
アルバイトもしたことがなく、働くのは初め
てですが、横川理事長をはじめとして、職場
の方々は丁寧に指導してくださっています。
また、サッカー選手として活躍できる環境も
充実しています。練習時間の確保と試合を優
先したシフト、オフもしっかりとあるので身
体を休めることもできます。支えてくれる
方々への感謝を忘れず、これからも仕事と
サッカー選手を両立しながら、結果を出せる
ように頑張っていきます！
❷私たちの試合観戦を通して、ピンクリボン
運動と乳がんについて知るきっかけにしてく
ださい。そして、この機会にぜひ、乳がん検診
を受けてみてください！

小田川 真奈選手

23 DF

❶私は、病院内や関連施設などの物品や医
療機器の発注や請求伝票の入力、郵便物の
配達、来客対応、電話対応などを行っていま
す。私たちは午前中に練習をして午後から出
勤をしていますが、この環境は当たり前の事
ではなく多くの方の理解と協力があり出来て
いることです。感謝の気持ちを忘れずに少し
でも病院の役に立てるように仕事を一生懸
命行い、結果で恩返しできるように頑張って
いきたいと思います。
❷ピンクリボン運動を通して�人でも多くの
方に乳がんについて知っていただきたいで
す。乳がんはいつ誰に起こるかわかりませ
ん。早期発見早期治療をすれば治すことが
出来ます。自分のために大切な人のためにも
正しい知識を身につけて定期的に検査を行
いましょう！

渡辺 琉那選手

24 MF

❶私は主に病院の受付やお会計を行ってい
ます。私は今年からサッカーと仕事を両立す
ることになり、慣れないことが多々ある中、優
しく仕事内容を教えてくださったり、サッ
カーの事を気にかけて声をかけてください
ます。このような環境で働けることは当たり
前ではないと思うので、自分の出来ることを
精一杯行い、少しでも会社の力になりたいと
思います。また、サッカーでも結果を残して
応援していただけるように頑張ります。
❷乳がんは早期発見・早期治療で治ると言
われている病気です。ですが、乳がんへの関
心も検診率も低く、年々死亡数は増えていま
す。是非この機会に乳がんへの関心を持っ
て、乳がん検診へ足を運んでみてください！

沖野 るせり選手

27 MF

❶私は事務として郵送準備をメインに仕事
をしています。何もわからない私に丁寧に指
導してくれたり、サッカーの様子、体調の様
子まで気を遣ってくださる素敵な職場です。
サッカーを第一優先に考えてくださるこの環
境が当たり前ではないので、働いてる時間は
精一杯力になれるように頑張っています。感
謝の気持ちを力に変えてこれからも頑張り
ます。
❷ピンクリボン運動は乳がんへの理解、早
期発見・治療の重要性を多くの方が参加しや
すい形でアピールできるイベントです。本来、
乳がんは早期発見によって転移が少なく生
存率も非常に高い「治るがん」です。ピンクリ
ボンを通して多くの方々に乳がんを自分の身
近な問題として意識し、検診を受けることを
促進できればと思っています。

權野 貴子選手

6 MF

❶私は主に受付や会計、電話対応を行ってい
ます。午前中はサッカー選手として、午後は
社会人として多くのことを学び、サッカーと仕
事を両立できる環境にとても感謝していま
す。職場の方々も試合結果や体調を気にか
けてくださり、とても温かい職場です。横川
理事長をはじめ、職場の方々の理解と支えが
あり両立ができていることを忘れず、日々の
業務、試合結果で恩返しをしていきたいです。
❷早期発見・早期治療により治癒が望める
疾患でもあります。今回を機に正しい知識を
身につけて、まずはセルフチェック、そして年
に�回の定期的な検診を受けることをお勧め
します。乳がんで命を落とす人を�人でも減ら
せるように、自分自身、大切な人を守るため
にも行動を起こしましょう。

平川 杏奈選手

11 FW

❶私は主に事務作業をしています。また法人
で行っているサッカー教室の運営準備など
も担当しています。私の部署はシーガルズの
応援をしてくださる方が多くいます。試合に
もたくさん来てくださり、こうしてサッカーに
打ち込むことができるのも、そんな職場の
方々の理解があるからだと日々感じていま
す。支えて応援してくださる当たり前ではな
い環境に感謝し、良い結果を報告できるよう
に頑張ります。
❷乳がんは早期治療を行えばほとんどが治
ると言われています。乳がんから命を守るた
めに、少しでも早く発見して治療を行えるよ
う、定期的に乳がん検診を受診しましょう。

内田 美鈴選手

13 FW

❶私は主に電話対応、予約、書類取り込み等
の事務作業を行っています。私たちは午前に
練習をし午後から出勤という形で病院全体
でバックアップをしてくださっている為、とて
も働きやすい環境で感謝しています。その
分、サッカーでは結果を求め、仕事では少し
でも力になれるよう心掛けています。
❷ピンクリボン運動では"病気になる前に検
診を"と声掛けをしています。病気になってし
まってからでは遅いです。私たちスポーツ選
手も怪我をしてしまってからでは遅いのと同
じです。自分の身体は自分で守る為にも検診
を定期的にし、常に健康で入れるよう心掛け
ましょう。

吉田 凪沙選手

5 MF

❶私は主に受付から会計までの作業や電話
対応、レセプト請求をしています。初めての仕
事で分からないことや慣れないことが沢山
ありましたが、職場の方の支えがあり今では
楽しく仕事に取り組めています。職場の方の
理解のもと大好きなサッカーに集中できて
いる環境があることに本当に感謝していま
す。しっかり結果を出し、恩返しできるよう
日々精進していきたいと思います。
❷ピンクリボン運動を通して、�人でも多く検
診に行く人が増えればいいなと思います。早
期発見・早期治療はメリットしかありません。
安心して生活を送るためにも検診してみませ
んか？？私もこれを機に行ってみたいと思い
ます！

中居 未来選手

4 DF

❶私は主に人事業務をやらせていただいて
おり、入退職者の制服管理や受入準備、社会
保険関係の手続きなどをしています。私達は
プロではない為、朝練習をした後、勤務先に
向かい働いています。両立は身体的にきつい
時もありますが、"サッカーが大好き"という
想いがあるから刺激のある日々を送れてい
ますし、このような日々を送れているのは勤
務先の理解があるからです。大好きなサッ
カーが出来る環境を作って下さる勤務先の
横浜未来ヘルスケアシステムはじめ、多くの
方のサポートに感謝の想いを込めてサッ
カーも仕事も全力で頑張りたいと思います。
❷乳がんは現在、女性の�人に�人がなると
言われているとても身近な病気です。しかし
早期発見・早期治療をすれば��%以上の方
が治ると言われているので、自分や大切な人
のために定期的に検診を受けましょう。




