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1 月 15 日（日）

皆様の温かいご支援に
心より感謝いたします。

しぶやニュー駅伝 2012
新春恒例の駅伝大会。代々木公園サイクリングコースとオリンピックセンターを会場に、
熱戦が繰り広げられます。マラソンブームを追い風に参加者が増え、2012 年は 345 チーム

マリンパークなみえ
義援金専用口座

・1,750 名が参加予定です。Ｆaro と地域少年サッカーチーム渋谷東部ＪＦＣ、そして

≪ゆうちょ銀行≫
記号：10130
番号：73618671
名義：トクヒ）ファロ

渋谷区立広尾中学校サッカー部の選手達が【マリンパークなみえ】を思う気持ち込め
チーム名を地区名ではなく【マリンパークなみえ】と言うチーム名で走ります。
幅広い年代のランナーの雄姿に、熱い声援を送りにいきませんか。

≪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

【日時】1 月 15 日（日）7:50 開会式、8:20 一般男子の部スタート 12:00 閉会式
【場所】代々木公園サイクリングコース及びオリンピックセンター
出場地区体育会のホームページです【http://ebispo.be】

※ 詳しくは

指導者講習会

「ジョアン氏から学ぶスペインサッカーの真髄 2011」

Faro HP へ

2011 年 12 月 21 日・22 日（木）Faro 主催のイベント
「ジョアン氏から学ぶスペインサッカーの真髄 2011」が開催された。
数多くのプロ選手を育てたジョアン・サルバンス氏が講師となり、実技を

祝

成人式 2012

渋谷東部 JFC2 期生が成人式を迎えました。

交えて本格的な指導を伝授。テーマは「攻撃」と「守備」。その様子が

写真は昨年の夏合宿に参加した 2 期生の米澤茜選手です。

少年サッカー情報専門サイトの【ジュニアサッカーを応援しよう】で

米澤選手はまだ女子チームが設立される以前より男子に

ニュースとして取り上げられました。

混ざってサッカーを頑張りました

【

http://www.jr-soccer.jp/news194.html

】

Sports Shop 4-4-2

小学 6 年生の時には見事男子選手を
押しのけてレギュラーを勝ち取った選手です
こうして着物を着れば
おしとやかな女性らしいですね
米澤選手は現在も女子サッカーを

Sports Shop 4-4-2 が、新しいネット販売

継続しています。

システムを確⽴！⽤具の販売をスムーズに！

米澤選手、そして

地域で広報・販売したいものなど

渋谷東部 JFC2 期生の選手

御座いましたら是⾮、ご相談を・・

http://shop442.net/

新成人おめでとう御座います。

1月
Faro Calendar

1 月 21 日 ( 土 )

・渋谷区立広尾中女子サッカー部

・【頑固親父の会 新年会】開催

東京都女子中学生大会

1 月 7 日（土）
・あきる野市 第１５回 ＡＧＰ杯
４年生招待サッカー大会開幕
渋谷東部ＪＦＣ

1 月 9 日（月・祝）

4 年生出場

予選第２節

1 月 14 日（土）

1 月 29 日 ( 日 )

・東京都第七ブロックＭＳＳフットサル

・西が丘球技場にて幼稚園（年長・年中）

3 年生大会・2 年生大会開幕

キッズサッカーフェスティバル開催

渋谷東部ＪＦＣ

募集は別途案内

3 年＆2 年生出場

1 月 8 日（日）

1 月 15 日（日）

・ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ Ｕ-11

・渋谷区ニューイヤー駅伝
・東京都ガールズＵ-14 大会

きさらぎ杯ブロック予選大会開幕

ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ

ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ小学 5 年生以下出場

12 月・1 月 活 動 報 告
12/4

Ｕ-14

2月5日(日)
・府中ウィンターリーグ 開幕

開幕

渋谷東部ＪＦＣ

出場

5 年生出場

1/7・1/8

12/23
東京都第七ブロック小学２年生大会
渋谷東部ＪＦＣ2 年生予選首位通過も
決勝トーナメント初戦で惜しくも敗退

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

渋谷区民秋季サッカー大会
５年生の部

渋谷東部ＪＦＣ

準優勝

12/30
Ｆaro スタッフが地域町内会の
夜間パトロールに参加

12/11
渋谷東部 JFC 主催
地域親子交流サッカー大会開催

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

広尾中学校男子サッカー部

全国中体連選手権

伊藤 敬志先生（いとう たかし）
広尾中学校 男子・女子サッカー部 顧問

男子・女子サッカー部

SOCIOS.FC U-12
東京都少女選手権
東京都中央大会
初戦敗退

渋谷区大会

優勝

ＢＩＧ
ＮＥＷＳ

「スポーツと子どもの夢と未来」
渋谷区立広尾中学校

1/11

顧問の伊藤敬志先生が

1 月 21 日（土）子供達にとって最高の環境提供を考える会
頑固親父の会の新年会を行います。

渋谷区ニュース 1 月号【平成 24 年新春座談会】のコーナーで区長をはじめとする

地域の子供達にこんなことを経験して貰いたい！

教育のスペシャリストの皆さんと「スポーツと子どもの夢と未来」をテーマに会談を

地域の子供達と一緒にこんな事をしみたい！

行った様子が大きく取材されています。広尾中学校は渋谷区で一番運動が盛んな中学
校だと言っても過言ではありません。その運動を支えているのが伊藤先生です。
毎朝の朝練習そして体育での魂の籠った熱い指導は卒業生の間でも伝説です。
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/city/news/pdf/20120101/p2.pdf

そんな熱意のある頑固親父が集まり明日を考えます。
参加ご希望の方は、
npofaro@yahoo.co.jp まで・・・
会場：恵比寿
長崎ちゃんぽん皿うどん【どんく】

Ｓ.ＦＣ
ＳＯＣＩＯ
U-12
！
大募集！
女子サッカーに興味ある
小学３・４・５年生女の子！
女の子だけで楽しくサッカー
してみませんか？
体験希望も大歓迎です。
サッカー経験者
もちろん 未経験者も OK ！

http://foodpia.geocities.jp/naoto0316birth/index.html

お知らせ
基本活動日：毎週土日祝日
１６：００〜１８：００
参加費用：活動参加費 無料
（大会参加時・保険費・
会場利用料・選手登録費を集金）
ユニホーム：公式戦参加時ユニホーム貸与
（靴下購入）

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

