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皆様の温かいご支援に
心より感謝いたします。

2012 年 2 月 1 日現在
義援金集金

予選リーグ 1節
ｖｓ 葛飾ドリームス
２－０( 前半０ー０)
 

東京都U-14 ガールズ大会初戦報告

長田監督からのコメント　

新チームの船出としては

立派な試合運びとなりました。

今年はフィジカル要素低く苦戦しましたが、

ボールを動かし無理をしないサッカーを使う事が出来ました。

ＧＫ＆ＤＦ＆ＭＦが５０分間を通してチームに安定感を

もたらすサッカーが出来た事は練習の成果でした。安定感の

先にあるダイナミックなプレーに繋がるよう頑張りましょう！

これからも SOCIOS.FCU-15 の応援を宜しくお願い致します。

Faro が応援する地域少年サッカーチーム

渋谷東部 JFC3 年生の 2012 年 MSS 杯

フットサル 3年生大会が開幕しました。
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※　Faro スキー教室は、通常のスキー教室より選手の自由時間を多めに確保し
　　「楽しみながら上達」を目標に指導します。是非ご参加下さい。　群馬県嬬恋スキー場

2012 年Ｆaro
スキー・スノーボード教室開催  in 嬬恋

今年から現地にてプロのインストラクターが帯同！！
初めてスキー・スノーボードをしたい選手
もっとスキー・スノーボードを上手になりたい選手
そしてみんなで移動教室を盛り上がりたい選手

小学生　2月 24 日（金）夜出発～ 26日（日）迄
中学生　3月 2日（金）夜出発～ 4日（日）迄

マリンパークなみえ応援チーム渋谷ニューイヤー駅伝で快走！
1月 15 日　渋谷ニューイヤー駅伝にて渋谷区新橋地区体育会の
駅伝チームが Faro の震災復興応援活動に賛同頂き
【マリンパークなみえ応援チーム】として出場　≪がんばれ！
マリンパークなみえぼくたちはいつも共にいる Tシャツ≫を
着用して快走。新橋地区体育会の皆様本当にありがとう御座い
ます。Faro は引き続き東日本大震災で大きな被害を受けた
マリンパークなみえの応援を続けて行きますので宜しくお願い致します。

 

【マリンパークなみえ応援チーム】

      渋谷ニュー駅伝 2012

SOCIOS.FC
U-14
SOCIOS.FC
U-14

http://shop442.net/

渋谷東部ＪＦＣ４年生　大躍進！
2012 年度キッズエリートプログラム候補生に

渋谷東部ＪＦＣ所属小学４年生より

                                      渋谷区で最多７名も選ばれました！

       チームをそして渋谷区を代表して頑張って下さい！

KIDS  ELITE  PROGRAM

1/14



2 月 17 日（金）
・渋谷東部ＪＦＣ卒業 2期生
    祝 !　成人 !　同窓会

2 月 4日（土） 
・2012 年 FAROスキー・スノーボード教室
  説明会    in   Freewill 学習塾

　2月　2月
Faro Calendar Faro Calendar 

2 月 5日（日） 
・渋谷東部 JFC5 年生＆4年生　
府中ウィンターリーグ開幕
・広尾中学校女子サッカー部　
女子中学校サッカー大会　順位決定戦

2 月 12 日（日）
・ 西が丘球技場にて東京都キッズ大会開催
（渋谷東部 JFC キッズ参加）

2 月 18 日 ( 土 )
 ・ 臨川小学校 ２分の 1成人式

2 月 11 日（土） 
・ 渋谷東部 JFC 小学 6年生　
渋谷区民サッカー大会開幕
スポーツ教室講師
【一撃湯本先生のサプライズイベント】

2 月 19 日 ( 日 ) 
・ 渋谷区サッカー協会主催「伊豆諸島招待大会」
東京都女子サッカー指導者講習会　駒沢球技場

2 月 24 日～ 26 日 
・ Ｆaro スキー教室　（小学生）

3 月 2日～ 4日 
・ Ｆaro スキー教室　（中学生）

渋谷東部 JFC＆SOCIOS.FC　必勝＆健康祈願初詣
2012 年 1 月 14 日（土）氷川神社にて

Faro も 2012 年は昨年の飛躍以上の活躍に向け気合を入れて

励みたいと思います。2012 年も健康第一で頑張りましょう！

広尾中学校男子サッカー部　全国中体連選手権　渋谷区大会　優勝

　1月 活 動 報 告
1/23
元広尾町会2012年祭礼委員会　参加

1/29
渋谷東部 JFCキッズ（幼稚園生）

「西ヶ丘サッカー場」キッズサッカー大会

見事３戦３勝。

並んで挨拶が

できるように

なりました。

１年生になる

準備はバッチリですね。

1/3
渋谷東部 JFC ＆ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ
新春恒例　初蹴りサッカー大会

       
1/14
東京都第七ブロックＭＳＳフットサル大会
渋谷東部ＪＦＣ3年決勝トーナメント進出

       

1/31
広尾町会新年会　参加

1 月 21日恵比寿
「頑固親父の会」新年会開催！
昨年大活躍の頑固親父の会は今年も盛り上が
って活動を行います！今年の新年会でも地域の
子供達に「何を伝えたいか」「何を学んでほしい
のか」そんな熱い会話で大盛り上がり。
今回の頑固親父の会はＦaro 応援店舗「どんく」
【http://foodpia.geocities.jp/naoto0316birth/】
Ｆaro 君のお勧めは《空心菜炒め》です

1/9
渋谷区立広尾中女子サッカー部
東京都女子中学生大会　1勝 2敗

       

1/15
東京都ガールズＵ-14大会
ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ  Ｕ-14 予選リーグ敗退

       
1/17
渋谷区新橋地区体育会新年会　参加
渋谷区サッカー協会 各種チーフ会議 参加

       

1/21
頑固親父の会　新年会

お知らせ

 NPO法人 Faro  大西 岳之
  Mail :npofaro@yahoo.co.jp
   TEL:090-1052-2141

FaroNews では、恵比寿地区のフレッシュな情報を
紹介していきます。会員の方で地域にお知らせしたい情報が
ありましたらお知らせ下さい。広報します！

　

 

 

1/7・1/8
第１５回 ＡＧＰ杯 ４年生招待サッカー大会
あきる野市グランド
渋谷東部 JFC　4年生第三位　獲得

1/11
SOCIOS.FC U-12 東京都少女選手権
東京都中央大会　初戦敗退

Faro が応援する女子Ｕ-12 地域Ｂブロック選抜チームB's Blossm が

第１６回東京都女子Ｕ－１２ブロック交流プリンセスリーグ年間総合３位と言う

素晴らしい成績に輝きました。強風・猛暑・寒波などなど厳しい１年間ではあり

ましたが参加した選手が皆で得た素晴らしい成績でした。

地域選抜B's Blossm に所属する女子選手達はそれぞれの中学チームへ進みます

今度はお互い切磋琢磨し合えるライバルとして頑張って下さい。

Ｆaro はこれからもB's Blossm で頑張った選手達

そして来年も新たに活動が始まる新世代のB's Blossm を応援して行きます

B's 
 Blossm

2012 年 2 月より新しく Faro を応援して頂けるサポーターが加わりました。

 アミノ酸サプリメントがブームになるずっと以前から、本物志向の

ユーザーから圧倒的な支持を得てきたのがMUSASHI です。

1987 年にオーストラリアで発売されて以来、世界中のオリンピック選手、

プロスポーツ選手、さらに健康を気づかう一般の方々が幅広く愛用して

います。

 http://www.musashijapan.com/index.html

New  Supporter
Faro ニューサポーターのご紹介


