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FARO MIC 2013 
    バルセロナ遠征
2013・3/24-4/1
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滞在地：
ＢＡＲＣＥＬＯＮＡ市
ＬＬＯＲＥＴ市（バルセロナ郊外）

スペインのバルセロナで開催される【MIC (Mediterranean International Cup) 地中海国際大
会】への Faro ファミリーより選手を派遣する事になりました。子供たちが、フットボール
を通じて、国際的な視野で、「生きる力」を身に付け、国際経験を養い、人間的な成長を育
むことを第一の目的とし、また、海外の同世代の選手と競い合うことで、技術・戦術の向上
を図ることも目的として頑張って来ます。

時間：  18：30（受付開始）
　　　 18：45 ～ 20：30

お問合せ・お申込み方法

川上直子サッカー教室申込み専用メールアドレス

   下記の必要項目をメールして下さい。
  【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。

事前問い合わせ先：

ＮＰＯ法人Ｆaro 大西岳之 090-1052-2141
当日問い合わせ先：

ＮＰＯ法人Ｆaro 長田順平 090-5333-4675

開催日時・会場ご案内

2013 年 2月 25 日（月）
会場：渋谷立広尾中学校校庭　
　（ 雨天時は、同校大体育館にて開催 

　　  ※ 室内履をご用意下さい。)

対象学年：小学 3・4・5・6年生の女子選手

2 月 21日（木）
16：00～ 17：00

「緑のカーテン」と言う情報伝達イベントが
開催されます。参加者には、
緑のカーテンポットを一式無料でプレゼント！

 

 

スクールアシスタント：　ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ　ＴＯＰチ－ム

緑のカーテンって何？
アサガオやヘチマのように、ツルが伸びて何かに巻

き付いて伸びる種類の植物（ツル性植物）で作る、

自然のカーテンの事です。夏の暑い日に、葉っぱの

間をすり抜けてくる涼しい風は、天然のエアコンの

よう！また、野菜を収穫できたり、とても楽しいカー

テンなのです！

渋谷リフレッシュ氷川渋谷リフレッシュ氷川

参加希望の方は
　　　広報室まで・・・
npofaro@yahoo.co.jp



2 月2月
Faro Calendar Faro Calendar 
2 月 3日（日）
・渋谷東部ＪＦＣ　3.2 年生　ＭＳＳフットサル大会開幕
・渋谷東部ＪＦＣ5年生＆4年生　
    第９回ウィンターリーグ　開幕

1 月 活 動 報 告

1/12～ 13
渋谷東部 JFC小学 4年生チーム
第１６回 ＡＧＰ杯 ８位入賞

 

2 月 10 日 ( 日 )
 ・渋谷東部ＪＦＣ6年生　
　渋谷区秋季サッカー大会　6年生の部　開幕

 ・渋谷東部ＪＦＣ2年生　
　第２回東京都キッズ (U-8) サッカー大会開幕

 ・SOCIOS.FC　U-14　
　第 8回東京都ガールズＵ-14 サッカー大会予選第三節

 

1/26～ 27
SOCIOS.FC の TOPチーム

静岡県御殿場CUP結果報告
結果　「準優勝」
2013年シーズンに向けてまずまずの成績を
納める事が出来ました。

2 月 21 日 ( 木 )
 ・緑のカーテン　in リフレッシュ氷川

2 月 11 日 ( 月・祝）
・広尾中学校女子サッカー部　2012 年度
　女子中学校サッカー大会　５位決定戦

1/27
SOCIOS.FC・U-14

Uー 14ガールズ大会予選リーグ２節結果報告

VS　 INAC多摩川　０ー３(前半０ー１）

 

 

2 月 17 日 ( 日 )
 ・渋谷東部 JFC　6年生　MUFGCUP　開幕
 ・渋谷東部 JFC キッズ（幼稚園児）　
　第７回東京都キッズ交流大会　開幕

2 月 22 日～ 24 日
 ・2013　Winter Festival

1/20テニスプレーヤー「杉山愛選手」
を世界で活躍する選手に育てたコーチ
「杉山芙沙子先生」がよる楽しみながら
表現力をも養うスポーツ教育。Ebispo
スマイルシップ・スポーツプログラム
 

 

1/12氷川神社に2013年の健康＆
必勝を祈願して参拝に行って来ました。

今年も怪我・事故なく、そして選手達に

とって素晴らしい思い出と経験が出来る

一年になりますように・・

 

2 月 24 日 ( 日 )
 ・第 1回　東急レディースサッカー大会

2 月 25 日 ( 月 )
 ・川上直子女子サッカー教室

1/26～ 27
渋谷東部 JFCU-12TOPチーム
ANTLERS　CHAMPIONSHIP 結果報告
1月26日（土）予選
VS　鹿島アントラーズ　0-3
VS　前橋 jr　0-2
VS　コスモ川越　0-4

1月 27日（日）順位
VS　高崎K2　0-2
VS　リフレ　0-4
VS　川越水上公園　1-2

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！

い

2013年渋谷区ニューイヤー駅伝2013年渋谷区ニューイヤー駅伝
1月20日

渋谷区新橋地区体育会の駅伝チームの皆さんが、

今年も Faro が活動を行っている東日本大震災

で被災した、福島県浪江町の「マリンパークな

みえ」応援活動にご賛同頂き、応援Tシャツを

着用して参加頂きました。渋谷区立広尾中学

校男子サッカー部・女子サッカー部の選

手達も参加して来ました。

 

部活と学習塾がタッグ！　

　ありそうでなかった教育コラボ

NEWS! 広尾中学校サッカー部  X  Freewill 学習

広尾中学校サッカー部とFreewill学習が目指すスポーツと学習の両立が、

Yahoo! ニュースで紹介されました☆　是非、ご覧ください。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130124-00000513-san-life

 

今回、子供達が経験する国はペルー、言語はスペイン語です。

子供達がサッカーをしながら学んだ言葉は・・・

こんにちは：　Hola ( オラ )　ありがとう： gracias　（グラシアス）、

行け行け！：　（ダレ・ダレ）、ごめんなさい：Perdón （ペルドン）

ペルー大使館からお客様もお招きして皆で世界を学びました。

いつの日か世界に飛び立つ子供達、これからも応援宜しくお願い致します。

1/23（水）

Worldsoccer 教室


