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Naoko
Kawakami ⼥⼦サッカー教室 2013

【npofaro@yahoo.co.jp】
①参加者氏名　②保護者氏名③活動参加中緊急連絡先

④所属チーム名（サッカーチーム所属選手のみ）
※参加者が定員に達し次第、申込みを締め切らせて頂きます。

開催日時・会場ご案内

2013 年 11 月 14 日（木）
会場：渋谷区立広尾中学校  校庭
                   

　参加資格 ： 小 3・4・5・6年生の女子サッカー選手
　　　　　　

      ※ 雨天時は、大体育館（室内履きをご用意下さい）

募集人数 ： 各学年 10名程度【申込多数の時は先着順】

18：30　会場　受付開始
18：45 ～ 20：15　サッカー教室
20：15 ～ 20：30　質疑応答
20：45　解散

【スケジュール】

指導コーチ ： 川上直子　
　　　　　　　

（チーム所属選手は、所属チームの参加許可を得て下さい）

SOCIOS.FC TOP チームの選手数名

Farostaf が
第 13 回全国障害者スポーツ大会
渋谷区開催競技のお手伝いに参加します。

 
バスケットボール

 

 

【渋谷区千駄ヶ 1-17 -1】

〔知的障害 知的障害 〕
〔車椅子バスケットボール〕

〔聴覚障害者の部〕 〔知的障害者の部〕 
〔精神障害者の部〕

会場 ：東京体育館

バレーボール
会場 ：国立代々木競技場

【渋谷区神南 2-1-1】
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NewsNews

Faro は、スポーツ振興くじ
助成⾦を受けて実施しています。

皆様の温かいご支援に

心より感謝いたします。

マリンパークなみえ
義援金専用口座

≪ゆうちょ銀行≫
記号：10130

番号：73618671
名義：トクヒ）ファロ

≪銀行口座からの振込≫
店番号：018
普通預金

番号 7361867
名義：トクヒ）ファロ

　※ 詳しくは
　　 Faro HP へ

 

氷川地区
ふれあい運動会　
in  広尾中学校

 
新橋地区
ふれあい運動会　
in  加計塚小学校

町内会対抗戦

スポーツ交流

地域交流
家族交流
　しましょ！

楽しく！
熱く激く
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9 月 活 動 報 告 9/23・29　SOCIOS.FCU-15 チーム
第 33回東京都女子サッカーU15リーグ 2部
VS　FC Belｔa U-13　２－１　勝利
VS　１７多摩　０-１　敗戦　通算成績2勝 2敗

9/23　渋谷東部 JFCU-15
箱根高原ホテル杯出場　1回戦敗退

 

9/20  ZIP で 7年後の東京オリンピック
　目標選手として
　SOCIOS.FC　
　U-18所属　
　仲田選手が
　紹介されました。

9/11Ebispo スポーツ鬼ごっこ（タグラグビー）

9/23 渋谷東部 JFC　U-12TOPチーム
第36回さわやか杯東京都少年サッカー大会　
第７ブロック予選　ベスト16にて敗退

10 月 9日 ( 水 )
 ・Ebispo タグラグビー教室 in 加計塚小学校

10 月 12 日（土）
・渋谷東部 JFCU-12 バ - モント CUP
  予選 2次リーグ開幕

9/8 東京都第７ブロック合同女子チームに参加。

10 月 14 日（日・祝）
 ・渋谷東部 JFC2 年生秋季区民大会
 ・広尾中学校サッカー部中体連新人戦
・SOCIOS.FCTOP チーム VS 小平 SC
 

 
      

10 月 19 日（土）
・SOCIOS.FC　U-22　関東大会開幕
・Ebispo 体操教室 in 新橋交流会館

（目黒・新宿・千代田・文京・渋谷）

少年少女スポーツサッカーU-9 大会 in 清瀬

SOCIOS.F
C

　　U-9　

　加計塚小学校体育館にて

9/21  SOCIOS.FCU-9
第２２回東京都ニーニャス大会Ｂブロック
予選通過決勝トーナメントへ進出

9/22・29　SOCIOS.FC　TOPチーム
公式戦東京都女子1部リーグ
フィオーレ武蔵野 FC対戦結果：3ー 0勝利
対戦相手：欅 FC　試合結果：5ー 2勝利

SOCIOS.FC TOPチーム選手達が

大江戸温泉フットサル場にて開催された

第 2回 COLO CUPにゲスト参加しました。

スペシャルゲスト

「元日本代表・平野孝選手」と共に

参加者 50人の方々にサッカーの

楽しさを

伝える活動を

行いました。

 

COLO CUP SOCIOS.FC
2013.9.7
             SAT

10 月 6日（日）
 ・Faro ブラインドサッカーイベント
 ・渋谷東部 JFC U-11 JA 東京 CUP 開幕
 ・渋谷東部 JFC 1 年生秋季区民大会決勝大会
 ・SOCIOS.FCU-9　ニーニャス大会
    ブロック予選決勝トーナメント
 ・SOCIOS.FCU-15　中学生リーグ第 5節

10 月 10 日（木）11 日（金）
・Ebispo クライミング教室 in 宮下公園

10 月 13 日（日）
 ・Ebispo 逃走中＆歩こう会 in 猿ヶ京
 ・麻布中学校中体連新人戦決勝トーナメント

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

お知らせ
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！

10 月 20 日（日）
渋谷東部 JFC　小学 2年生　秋季区民大会決勝

 
今年も行いました！！
・SOCIOS.FC・渋谷東部 JFCOB　
　子供神輿巡業お手伝い
・広尾中学校サッカー部  大神輿体験会

9月 14日（土）氷川祭礼　活動報告

10 月 27 日（日）
渋谷東部 JFC　小学 4年生　秋季区民大会


