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Faro の活動や応援団体を皆様により分かりやすく

Vol. 029

NPO 法人Ｆaro

伝える為にカタログが完成しました。
どんな団体が Faro と共に最⾼の環境作りを

渋谷区広尾 5-16-17

⽬指しているのかこのカタログで⼀⽬瞭然！

http://faro-npo.jp/

あなたも是⾮、

npofaro@yahoo.co.jp

Faro とこの仲間と共に、夢を共有しましょう！！

2012 年 12 月 28 日現在
義援金集金

￥1.010.362
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

渋⾕東部ＪＦＣ
Ｕ-12ＴＯＰチームが
東京都第三位に輝いた。
第 35 回
さわやか杯東京都中央⼤会の
公式グラフが出場チームに
配られました！

≪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

SOCIOS.FC 結果報告
午前 O-30 の部 SOCIOS.FC

2 月 24 日
第 1 回 東急レディースサッカー大会
O-30

優勝！

テレビ放映されました。
午前（O-30）の部にて優勝を飾った SOCIOS.FCO-30 チームの
勝利インタビューと SOCIOS.FCTOP チーム選手で渋谷東部 JFC の
コーチも務めている古林香澄選手がインタビューを受けています。
放映は現在も継続中です。

「信じよう、スポーツの⼒を
FOR ALL SPORTS OF JAPAN」

イッツ・コムチャンネル（地デジ１１Ｃｈ）
「地モトＴＶおかえり！」
■

放送日時

■

放送スケジュール

２月２７日（水）〜

平日 ６：３０〜／１０：００〜／１３：０５〜／１５：０５〜／１７：００〜／２１：００〜／２２：３０〜

Faro は、スポーツ振興くじ
助成⾦を受けて実施しています。

土日 ７：００〜／１３：００〜／１７：００／２３：００

SOCIOS.FC
結果報告
午後

一般の部

SOCIOS.FC

TOP チーム

優勝

ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U18

準優勝

立川フットボールクラブ

第三位

日本体育大学女子サッカー部

第五位

3月
Faro Calendar

3月9日(土)

3 月 16 日〜 17 日

・渋谷東部 JFC

・渋谷東部ＪＦＣ 5 年生渋谷区スプリングＣＵＰ
東京ヴェルディ・横浜 F マリノス・等の強豪チームと対戦

中学三年生

渋谷区中学卒業記念交流大会

3 月 2 日（土）

・渋谷東部 JFC

・MIC スペイン遠征

3 月 10 日 ( 日 )

スペイン語講座

サッカークリニック

3 月 3 日 ( 日）
・SOCIOS.FC

U-15

1 部〜 2 部

中学生リーグ

1/27 渋谷東部 JFC キッズチーム
（年長・年中）
西ヶ丘球技場にて開催された

ボウリング大会

3 月 20 日 ( 水・祝 )
・渋谷東部ＪＦＣ6 年生
・渋谷東部ＪＦＣ2 年生

・渋谷東部 JFC 小学 5 年生 東京リーグ 5 年生
フェスティバル決勝トーナメント
・東京都女子Ｕ-12 地域選抜交流大会
プリンセスリーグ 最終節
・恵比寿社会教育会館祭り
渋谷東部ＪＦＣＯＢ会 ＆ ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ

入替戦

2月 活 動 報 告

卒業記念遠足

卒業記念サッカー大会
渋谷区長杯

3 月 24 日〜 4 月 2 日
・Ｆaro

ＭＩＣスペイン遠征

3 月 26 日〜 31 日

ＴＯＰチーム

・渋谷東部ＪＦＣ

選手達が餅つきをお手伝い

春合宿

in 古河

2/11 渋谷東部 JFC 小学 6 年生

2/11 渋谷区立広尾中学校女子サッカー部

秋季渋谷区民大会小学生サッカー大会
６年生の部 優勝

第１７回東京都女子サッカー中学校大会
公立中学最高順位 第５位 獲得

ＪＦＡキッズサッカー大会に参加

2/11 渋谷東部 JFC 小学 4 年生
2/10

アミノバイタルフィールドにて

渋谷東部 JFC の２年生
東京都サッカー協会Ｕ-8 大会に参加

第９回府中ウィンターリーグ
第7位

2/17 渋谷東部 JFC 小学 6 年生チーム
よみうりヴェルディグランドにて
小学校卒業記念大会第 6 回 MUFGCUP に参加

２０１３ ＦＡＲＯ
Winter Festival

川上直⼦⼥⼦サッカー教室

人生初の検定の参加者もいましたが、楽しみながら検定を受けました。

を開催、渋谷区のみではなく新宿区、目黒区、世田谷区、

講師の方々の素晴らしいご指導で 2 日間で、みるみる上達し

品川区、港区など近隣区からも多数の女子サッカー選手

当初予定していた検定級より上げての挑戦の参加者もおりました。
また、最後の合格発表時の不安と緊張した表情がとても印象的な Festival でした。
検定結果
○スノーボード 一般 ４級 ４名中 ４名合格 一般 ３級 １名中 １名合格
○スキー Jr.５級 ４名中 ４名合格 Jr.４級 ５名中 ５名合格 Jr.３級 ７名中 ７名合格 Jr.２級 ２名中 ２名合格

元・なでしこジャパンの川上直子さんによる女子サッカー
教室を開催しました。女子小学生を対象にサッカー教室

達に参加頂きました。川上直子コーチの指導を
教室参加者に
より分かりやすく
プレーで伝えて
頂きました。

スキー＆スノーボード共に合格点オーバーの加点をもらえる生徒が多くとても、素晴らしかったです。

今回のＦＡＲＯ Winter Festival に
ご協力頂きました
「パルコール嬬恋スキーリゾート様」
「東海大学嬬恋高原研修センター様」

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！

「東京都スキー連盟公認スキークラブ ZERO 様」
「( 株）日本スノーマネジメント様 )」
有難う御座いました。

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

