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NewsNews

宵宮もあるよ！
9/9（⾦）

18：00 ビンゴ⼤会
◎広尾児童遊園

よいみや

9 ⽉ 10 ⽇（⼟）13：30 出発 15：10 終了予定
9 ⽉ 11 ⽇（⽇）10：00 出発 11：10 終了予定

元広尾祭礼本部テント前（さわやか信⽤⾦庫前）

⼦供神輿：⼩学⽣以上
⼭⾞：⼀緒に歩ければ何歳からでも ok ！

集合場所

対象年齢

⽇時

※⼩学⽣以下のお⼦様は
保護者の⽅の付添を

お願い致します。

Let's enjoy 
with everyone Mikoshi

children

BLIND SOCCER　2016 BLIND SOCCER  体験会

渋谷区立長谷戸小学校の校庭が

         綺 麗 な天 然 芝になりました。
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         綺 麗 な天 然 芝になりました。

芝生で
はしゃぐ
子供たちの
笑顔が沢山の
最高の
天然芝です。

9：00 ボランティア staff 集合
9：15 会場設営開始
10:00~11:00 ブラインドサッカー上級体験会（アイマスクを着用して試合をしてみよう）
        ※上級体験会には大会運営者の許可を取った方のみ参加頂けます

12:00   一般観戦者入場
12:30~  Avanzare つくば  vs  buen cambio yokohama
14:00~  たまハッサーズ  vs  GLAUBEN FRENUD TOKYO
15:30~  松戸・乃木坂ユナイテッド vs  buen cambio yokohama
                        (※試合時間は変更になる可能性が御座います。)

 13:30~16:00  随時会場にてブラインドサッカー体験会開催中
　　　　　　　※体験会は初心者・初体験者もご参加頂けます

当日スケジュール
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8 月 活 動 報 告

 

      

8 月 7日（日）ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＵ-15 チーム
2016東京都女子Ｕ-15 リーグ（2部）第３節
ＶＳ　十文字ホワイト　１ー１( 前半０ー０)　△

8月 16日（火）Ｆaro《じもとマネー》企画
卒業生龍治選手が応援のお礼に渋谷の
「スポーツショップ GALLERY・2」に来店

8月 10日（水）麻布中学校サッカー部
高円宮杯第２８回全日本ユース (U15)
サッカー選手権１次予選東京都予選へ出場決定

8月 27日（土）Ｆaro ファミリー
MERRY ART GARDENに参加場

8月 28日（日）渋谷東部ＪＦＣ所属選手
東京都第７ブロック女子選抜
第４回マチダガールズカップ出場

8月 20日（土）ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＵ-18 チーム
全日本女子ユースサッカー選手権大会
東京都予選 1回戦
ＶＳ　杉並ＳＣ　Ｕ－１８　２ー４( 前半１ー１)　×

17 日（土）～ 19 日（月）
渋谷東部ＪＦＣ3.2 年生　
横三ジュニアオータムフェス in 静岡県富士市
18 日（日）
ブラインドサッカーイベント
22 日（木）ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＵ-12　
渋谷区サッカー協会主催女子交流大会参加
２４日（土）
常盤松・臨川　運動会
25 日（日）ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ　
公式リーグ戦　ＶＳ17 多摩

3日（土）

渋谷東部ＪＦＣ　Ｕ-11

公式戦東京ＣＵＰ　開幕

長谷戸小学校校庭芝生工事完了式典

4日（日）

ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ　U-15ｌ

公式リーグ戦ＶＳＦＣ 駒沢女子

9日（金）

元広尾町会祭礼会　宵宮

10 日～ 11 日渋谷東部ＪＦＣ4年生　

ANGERO CUP U-10　

群馬県利根郡昭和村 inＪ－wings

元広尾町会祭礼会　神輿渡御

MERRY PROJECT in 臨川小学校

11 日（日）

ＦＣ麻布　高円宮杯全日本ユース (U15)

ｻｯｶｰ選手権東京都予選 1回戦
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時間：9：30 〜 11：30
場所：宮下公園
     クライミング場              
対象：⼩学⽣男⼥   

【事業後援】渋谷区教育委員会

ジュニアクライミング教室 広尾校 開講！

【費⽤】：保険年度加⼊費 2.160 円（税込）保険費⽤は、初回活動参加時と年度更新時に集⾦致します。

平⽇、コースが選べる少⼈数制！⼩さな室内ですが、レベルに合わせ時間の限り何度でも楽しめます。

【活動時】：⽤具レンタル 1 回 30 分 500 円（税込）  ※ 専⽤シューズ・ヘルメット・安全具など

もっともーっと、平⽇もボルダリングしたい⽅へ とっておきのお知らせ♡

スタッフ 指導 曜日 時間 予約 指導料

FREEコース 〇 × 月・水・木 10：00-14：30 △ なし

レッスンコース 〇 〇 火・木 14：30-16：00 必須 お問合せ

（渋⾕区広尾 5-16-17  2Ｆ）

■申込み⽅法：nupuri.kids@shop442.net 宛てにメール申込。  
①参加⽇ ②参加者⽒名 ③学年 ④学校名 ⑤保護者⽒名 ⑥緊急連絡先


