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ボランティアスタッフボランティアスタッフ
募集しています。募集しています。

参加費：無料　　
会場：コナミスポーツクラブ恵比寿
　　　（東京都渋谷区広尾 1-1-40 恵比寿プライムスクエア内）
　　　【http://information.konamisportsclub.jp/006023.html】

ジム地下にある専⽤コートで
《スカッシュ》の体験教室を開催。
10 ⽉ 26 ⽇（⾦）
18：30 施設前集合
19：00 〜 20：00
体験レッスン後希望者は
20：00 〜 21：00 フリーコート
スカッシュを体験 OK。

ラケットボール・

スカッシュしよう！
スポーツジム体験教室

スカッシュ！初めての⽅でも⼤丈夫！

準優勝で東京都中央⼤会の
出場が決まりました。
⾬の中過酷な決勝リーグでしたが、
⾒事な選⼿達の頑張りでした。優秀選⼿が２名も

選出されました！
選ばれた２名の選⼿、
本当に
おめでとう御座います。 

渋⾕東部 JFC
第 35 回さわやか杯

東京都少年サッカー⼤会

SOCIOS.FC U-9
ニーニャス⼤会
ブロック予選

東京都
中央⼤会

へ

す。おめでとう御座いますす。

準優勝 東京都中央⼤会への出場権を獲得

本当に過酷だった決勝リーグの結果
優勝がヴィトーリア⽬⿊ 1 勝 2 分（得失点差 +2）
準優勝 渋⾕東部 JFC  1 勝 2 分（得失点差 +1）
三位 新宿内藤 1 負 2 分（得失点差 -1）
敢闘賞 トリプレッタ 1 負 2 分（得失点差 -2）

渋谷東部ＪＦＣ卒業生【２期生】の吉田功太郎選手が
下記のイベント恵比寿文化祭2012に出演します。
応援宜しくお願い致します。
http://gardenplace.jp/bunkasai/index.html

恵比寿に音楽に溢れた一日を！

恵比寿文化祭２０１２

会場 ：恵比寿ガーデンプレイス・センター広場 

10/ 8（祝・月）14:30～

広尾中学校女子サッカー部監督の川上直子コーチと
SOCIOS.FC の選手達が 10月 28 日渋谷本町学園で
サッカー教室を開催します。

ほんまちクラブ秋のスポーツDayほんまちクラブ秋のスポーツDayほんまちクラブ秋のスポーツDay

スポーツ振興くじ育成事業

ほんまちクラブ
総合型地域スポーツ・文化クラブ

平成２４年１０月２８日（日）

午後２：００～午後３：３０

渋谷本町学園 校庭
雨天の場合は体育館

お問合せTEL　３３７４-１９５６（鈴木）

川上直子さんの「サッカー教室」

参加無料・参加賞あり

対象：小中学生のサッカー女子 
　　　　　　　　　　　＆サッカー男子

プログラム
　　　開　会　　ほんまちクラブ会長　矢部一
　　　
　　　ウォーミングアップ（10分）
　　　実技指導（60分）
　　　質疑応答（10分）
　　　記念撮影・サイン会（10分）

川上直子さん

）

川川上上直直子子さん

元なでしこ（サッカー女子日本代表）の川上直子さんが、サッカー女子に実技指導や
いろいろな質問に答えてくれます。もちろん、男子の参加も大歓迎です！

渋谷区立広尾中学校女子サッカー部監督

地図：渋谷本町学園 検索

都営大江戸線　新宿５丁目駅より　徒歩約１０分 
京王新線　初台駅より　徒歩約６分 

渋谷区本町4-3-1　 

運動の出来る服装で、雨天の場合は
上履きをご持参ください。 01年 女子日本代表（現なでしこジャパン）

に選出。右サイドバックなどで活躍し、03
年ＦＩＦＡワールドカップ、 04年のアテネ
五輪ベスト8進出に貢献。代表戦48試合
に出場。Ｌリーグベストイレブンに5度選出。
06年シーズンをもって、現役引退。 
 　現在はサッカー解説者として活動。
2011女子サッカーＷ杯ドイツ大会の歴史
的なでしこの優勝を伝えた。またサッカー
教室など、指導や普及活動も積極的に
行っている。

プロフィール

集まれ！未来の「なでしこ」集まれ！未来の「なでしこ」集まれ！未来の「なでしこ」

Soccer school

SOCIOS.FC の TOP チームは
強豪スフィーダ世⽥⾕の TOP チームと練習試合を⾏います。
10 ⽉ 8 ⽇（⽉・祝）
17：00 〜 20：20
渋⾕区⻄原スポーツセンター
SOCIOS.FC の TOP チームは
東京都１部リーグに所属してます。
⽬指せ！なでしこリーグへ



10 月 14 日 ( 日 )
 ・10 月10月

Faro Calendar Faro Calendar 
10 月 3日・17 日（水）
・Ebispo　Worldsoccer 教室　
　韓国語講座 in 加計塚小学校

　9月 活 動 報 告
9/8　渋谷東部 JFC小学 6年生チームが
　バーモントCUPフットサル大会予選に出場
予選2次リーグで惜しくも2位となり、東京都
中央大会出場権を獲得する事が出来ませんでした。

 

8/25　≪スポーツの為の勉強会
　　　　　　【テーマ：食育】》の講義を開催
子供のお弁当・練習後の食事・試合前の食事
「日常の大切さ」を改めて感じた講習会でした
丸岡さとみ先生　ありがとうござました。

10 月 6日 ( 土 )
 ・渋谷東部 JFCU-12TOP チーム　
　2012 さわやか杯東京都中央大会開幕

10 月 7日 ( 日 )
 ・SOCIOS.FC　U15　中学生リーグ第７節
 ・広尾中学校男子サッカー部　
     中体連新人戦渋谷区予選開幕

9/12 日本を代表する空手家「永木伸二先生」を
お招きして加計塚小学校の体育館で空手教室を開催！

空手を初めて経験する子供達に永木先生が楽しく空手を教

えて頂きました。永木先生ご指導ありがとう御座いました。

 

 

10 月 4日・５日
・Ebispo　クライミング教室教室 in 宮下公園

　
10 月 8日 ( 月・祝 )
 ・SOCIOS.FC　U15　東京都女子フットサル大会開幕
 ・SOCIOS.FC　TOP　なでしこリーグ参戦中
 　スフィーダ世田谷との練習試合

10 月 21 日 ( 日）
・Faro 主催　ブラインドサッカーイベント
・4年生　秋季渋谷区民サッカー大会開幕
・SOCIOS.FC　U-9 ニーニャス東京都中央大会
・SOCIOS.FC　TOP　公式戦リーグ VS フィオーレ武蔵野

9/26　Ebispo「スポーツ鬼ごっこ・
　　　　　タグラグビー教室」を開催
子供達の身体能向上を目標に全ての運動の
基本【走りながらの動作】を学ぶ教室です。
改めて幼少期の子供達の発想力と即時実行に
移せる頭と体の柔らかさを感じ授業になりました

 

10 月 6日 ~ ８日
 ・恵比寿文化祭 in 恵比寿ガーデンプレス

10 月 7日 ( 日 )
 ・Ebispo スポーツジム無料体験会 in 広尾 R-body

10 月 26 日 ( 金 )
 ・Ebispo　スポーツジム無料体験会
　　in 広尾コナミスポーツ

9/17 渋谷東部 JFCキッズが東京ドームで
　　　　　ユニクロキズサッカー大会に出場しました。

幼稚園生にとって初めての公式大会になりました。選手は

大興奮、応援のパパ＆ママさん達は大大興奮の大会でした

 

9/17　2012年度　第 32回東京都女子
　　　　　　　サッカー中学リーグ第６節
SOCIOS.FC　U-15　VS スフィーダ世田谷Uー 13
×　１－７　(前半０－３)　残念ながらリーグ２敗目
（4勝 2負）いよいよ残り試合が負けらえない試合
になりました。応援宜しくお願い致します。

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年生　秋季渋谷区民サッカー大会開幕
・2 年生　秋季渋谷区民サッカー大会開幕
・渋谷区新橋地区　地域ふれあい運動会
・渋谷区氷川地区　地域ふれあい運動会

祝氷
川
祭
礼

活動を応援頂いている広尾の焼肉屋
【ＨＡＣＨＩ　ＨＡＣＨＩ】さんが元広尾町会
氷川祭礼神輿巡業でカキ氷を提供して頂きました。
神輿巡業を頑張る子供達の応援ありがとう御座いました。
焼肉ＨＡＣＨＩ　ＨＡＣＨＩ
東京都渋谷区広尾 5-21-5-1Ｆ
http://r.gnavi.co.jp/e697200/

ＨＡＣＨＩ ＨＡＣＨＩＨＡＣＨＩＨＡＣＨＩ

2012 年氷川祭礼に参加しました。
 今年も元広尾町会様のご協力で
区内中学生を対象に
「大神輿を担いでみよう」の
授業を開催！子供神輿の巡業を
SOCIOS.FCTOP チームの選手達や
渋谷東部 JFCOB 選手達が
お手伝いで大活躍でした。

Ｆaro スタッフの河嶌さんが
公益社団法人日本スポーツ
クラブ協会公認
【スポーツクラブマネージャー】
の資格を取得しました。資格取得により
河嶌さんは地域のスポーツクラブを更に
活性化させる活動を行って行きます
今後の河嶌さんの活躍をお楽しみに☆

資格取得


