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NewsNews

臨川小学校でダイバーシティ＆インクルージョンを
楽しく学べる土曜日授業を行います。

２０１6 年 12 ⽉ 11 ⽇（⽇）

臨川小学校
土曜日    すごい !!が

の

開催日 12月 17 日   土曜日

２年生と１年生は、
ロナウジーニョ・インスティテュートよりロナウジーニョと共に
発案されたボールを使ったオリジナル体操プログラム「アミーボ」を行います。

４年生と３年生は、ブラインドサッカー体験で

ブラインドサッカー選手（視覚障害者）交流！

選手・参加者の誘導、競技の補助などをお願いします。申し込み方法は裏面をご覧ください。 み方法は裏面をご覧ください。 

参加募集中
参加無料（先着順）
300
写真提供：越智貴雄（カンパラプレス）／NHK

（東京都渋谷区東4-10-28）
●JR山手線 渋谷駅から 徒歩約15分

こ く    が く    い ん   だ い   が く

國學院大學 渋谷キャンパス
130周年記念体育館

２０１6年12月11日（日）
午後0時集合・開場～午後4時終了予定

写真提供 越智貴雄（カ パラプレ ）／NHK

山本 篤選手

4×100m ー
走り幅跳び鹿沼 由理恵選手

ボッチャボ
廣瀬 隆喜選手 杉村 英孝選手

ウィル ェアーラ ー
池 透暢選手

ィ ェ ー ー
池崎 大輔選手

國學院大學日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会渋谷区厚生文化事業団  東京都障害者スポーツ協会　　

　　

N H K ハートフォーラム

① トーク・イベント
【2F 大教室】
「2020東京パラリンピックを
   盛り上げるには」
参加：風間 俊介さん、山田 賢治アナウンサー
　　　　リオ・パラリンピック出場選手の皆さん

②小学生向け体験教室　
【1F 体育館、3F 多目的室】
ウィルチェアーラグビー、
ボッチャ

⑤陸上体験教室　
【1F 体育館】
参加：山本 篤選手

③ウィルチェアー
　 ラグビー
　 体験教室　
【1F 体育館】
参加：池崎 大輔選手
　　   池 透暢選手
　　   今井 友明選手
　　   若山 英史選手

④ボッチャ
　 体験教室　
【3F 多目的室】
 参加：杉村 英孝選手
　　　廣瀬 隆喜選手

●義足体験ブース
●ＶＲ体験ブース
 【受付周辺で終日実施】

開場（受付開始） ●当日について●●当日について●
▶体験教室に参加する方は
　運動しやすい服装と、
　体育館シューズを
　ご持参ください。

▶左表③～⑤のプログラムは
　途中入退室可能です。
　各教室を移動できます。
　
▶昼食は大学生協の食堂を
　ご利用いただけます。

▶駐車場はございません。
　公共交通機関を
　ご利用ください。

國學院⼤學 渋⾕キャンパスにて
パラリンピアン⼤集合のイベントが

開催されます。
Ｆaroも運営をお⼿伝いします。

選⼿達の話や魅⼒を感じる事が出来ます。
ぜひ、お越し下さい。

      今年から宿舎から

ゲレンデまで送迎バスを用意

  小さい子がゲレンデの

         キッズパークでたっぷり

　　　雪遊びができます。

友達や家族でスキー・スノーボードを皆で楽しむ
                                          Faro Winter Festival  2017 開催決定

開催場所： パルコール嬬恋スキーリゾート

宿泊場所： 東海大学嬬恋高原研修センター

2017 年が⼤好評により２回開催
2 ⽉ 24 ⽇（⾦）20︓00 発〜 26 ⽇（⽇）2 泊 2 ⽇
3 ⽉ 3 ⽇（⾦）20︓00 発〜 5 ⽇（⽇）2 泊 2 ⽇
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11 ⽉ 活 動 報 告

 

      

11⽉11⽇（⾦）・12⽇（⼟）
⿇布中学校サッカー部（ＦＣ⿇布）
セルフマネージメント教室を開催

11⽉4⽇（⼟） 1年⽣渋⾕区⺠⼤会

11⽉6⽇（⽇）
広尾中学校⼥⼦サッカー部
東京都⼥⼦サッカー中学校⼤会９位
決定戦
２－８ 成城学園⼥⼦サッカー部 ×

11 日（日）

ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ　Ｕ－１１　きさらぎ杯　ＶＳアンフィニ

ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ　ＴＯＰチーム　　ＶＳﾗｶﾞｯﾂｧFC

渋谷東部ＪＦＣU-15　渋谷区民Ｕ－１５サッカー大会　開幕

渋谷東部ＪＦＣ３年生　東京都第 7ブロック３年生大会　開幕

23 日（金・祝）

渋谷東部ＪＦＣ５年生　久我山イレブン招待サッカー大会

渋谷東部ＪＦＣ２年生　東京都第 7ブロック２年生大会　開幕

12 月 26 日～ 28 日

渋谷東部ＪＦＣ4・3・2年生　水戸遠征

11⽉27⽇（⽇）
ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ Ｕ-11 きさらぎ杯開幕
ＶＳ 上北沢０－４ ×
ＶＳ ⼤崎すみれ １－０ ○

渋谷東部ＪＦＣ キッズ（年長・年中）クラス　盛上ってます！！

第２回 
渋⾕東部ＪＦＣ 
キッズサッカー 

交流試合

11⽉23⽇
（⽔・祝）

11⽉26⽇
（⼟）

ユニクロ
キッズ⼤会

12⽉4⽇
（⼟）

ウィンターカップ
キッズ⼤会

4 日（日）・渋谷東部ＪＦＣ5年生　

渋谷区民サッカー大会　順位決定戦

・渋谷区ウィンターＣＵＰ出場

　渋谷東部ＪＦＣ4年生 / 幼年生　

・ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ　ＴＯＰチーム　

　公式リーグ戦　ＶＳ十文字大学

・ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ　Ｕ-15　

　公式リーグ戦　ＶＳＦＣ　Ｌa Luce

10 日（土）

・2017Faro Winter Festival 説明会

3日・4日

・ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ　Ｕ-12　

  目黒アルゼンチン大使館ＣＵＰ　

  出場

11 ⽉ 8 ⽇（⽕）恵⽐寿ラン開催 11 ⽉ 23 ⽇（⽔・祝）
渋⾕東部ＪＦＣ4 年⽣ 
東京リーグ少年審判講習会参加


