恵比寿地区を応援する情報誌 月刊 Faro News ( 2013 年 5 月 1 日 発行 ）
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長田コーチは 1998 年長谷戸小学校サッカー
クラブに就任し 2002 年渋谷東部 JFC の設立に
携わり 2011 年の Faro 設立よりクラブに所属し、
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ご尽力頂いています。
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Faro の三本柱【地域】・【スポーツ】・【学習】で

渋谷区広尾 5-16-17

の《スポーツ》を支えて頂いた staﬀ です。
長田コーチの教え子達は 20 歳を超え、彼が、

http://faro-npo.jp/

指導者を始めた時の年齢と変わらなくなってし

長田コーチ、本当におめでとうございます。
npofaro@yahoo.co.jp
そして、これからも素晴らしいご指導を宜しくお願い致します。

まいました。そんな教え子達も長田コーチ結婚
を「喜び」「驚き」ほんの少し「寂しがって」

2012 年 12 月 28 日現在
義援金集金

くれました。「子供達への最高の環境を提供す
る」材料として彼の様な素晴らしい技術と指導
力を持った指導者に「指導を出来る最高の環境

￥1.010.362

と提供する事」だ。その先には第二、第三の素
晴らしい指導者が育成されて、「更に」いい
環境が出来て行くものと信じています。

皆様の温かいご支援に
心より感謝いたします。

恵比寿空手道会
無料体験教室開催

開催日 第１回 5 月 1 日（水）

マリンガールズ サッカースクール
問い合わせ先 090-5547-4351( 宗形 )
hiroshimunakata@hotmail.com

5 月より港区に新しい女子サッカースクール【マリンガールズ】が誕生しました。

第２回

5 月 8 日（水）

第３回

5 月 15 日（水）

デモンストレーションコーチとして活動に参加させて頂きます。

第４回

5 月 22 日（水）

SOCIOS.FC はこれからも日本の女子サッカー普及の為、活動を行って行きます。

第５回

5 月 29 日（水）

応援、宜しくお願い致します。

時間：18：15 〜 19：15（入場 18：00 より）
持物：水筒・タオル服装：胴衣は着用しません。
運動の出来る格好で構いません（裸足で行います）
℡：080-9219-1538

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

女の子の

会場：渋谷区立加計塚小学校・小体育館（重層体育館 1 階）

夢だって︑

幼稚園年長・小学１年生〜 6 年生
（お父さん・お母さんも体験可能）

この女子サッカースクールに Faro が応援している SOCIOS.FC の TOP チーム選手が

サッカー選手！

参加対象学年：

連絡先：吉越 真美

Marin
Girls

※ 詳しくは
Faro HP へ

メール：ebisu.karate@gmail.com
注意事項：小学生以下のお子様はお迎えを願します
申込方法：事前に吉越へ連絡もしくは当日体育館にて申込みも可能

渋谷東部 JFC 主催

広尾の
大鮪まつり
開催！

小学３年生以下
親子サッカー大会
開催

2013.5.19
SUN
13：00-16：00
広尾商店街にて大まぐろ祭り開催
NPO 法人 Faro はハトマークと協力し、
子供向け無料イベントに協力します。

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

Faro は、スポーツ振興くじ
助成⾦を受けて実施しています。

5月
Faro Calendar

5 月 11 日 ( 土 )

5月3〜5日

5 月 12 日 ( 日 )

・SOCIOS.FC TOP チーム 菅平メグミルク CUP 参加

・渋谷東部 JFC 6 年生 渋谷区民サッカー大会 開幕

5 月 3 日 ( 金・祝）
・広尾中学校男子サッカー部中体連春季大会

支部予選開幕

・渋谷東部 JFC＆SOCIOS.FC

・渋谷東部 JFC 4 年生
ハトマークジュニア大会第 7 ブロック予選

U-15 第 18 回全日本女子ユース (U-15) 選手権

・広尾商店街

大まぐろまつり

・渋谷東部 JFC6 年生
フットサル・バーモント大会 第 7 ブロック予選 開幕

5 月 26 日（日）

5 月 18 日 ( 土 )
・東京都第７ブロック

キッズ（年長＆年中）

ユニクロキッズサッカー大会 in 東京ドーム

開幕

・東京都女子 U-12 選抜交流大会

・広尾中学校 運動会

5月4日(土)
・SOCIOS.FC

5 月 19 日（日）

女子合同練習会 in 中目黒公園

プリンセスリーグ

開幕

東京都予選大会 決勝トーナメント開幕

4月 活 動 報 告
4/14

SOCIOS.FC OP チーム
第３３回東京都女子サッカー大会決勝一回戦にて敗退
SOCIOS.FC VS スフィーダ・ユース
結果：
０ー１
（０ー０、０ー１）
敗戦

4/20

渋谷東部 JFCU-12top チーム
全日本少年サッカー大会

第 37 回

東京都大会

第７ブロック大会

予選敗退

4/29

4/27 中目黒公園にて東京都第７ブロック
( 渋谷・新宿・目黒・文京・千代田の５区 ) が女子
サッカー選手達を集めた女子合同練習会を開催
SOCIOS.FCTOP チーム古林香澄選手に参加頂きました。

SOCIOS.FC U-15

第 18 回全日本女子ユース (U-15) 選手権
東京都予選大会予選リーグ通過決定
予選リーグ第３節
SOCIOS.FC U-15 VS 調布ステラ ９-０( 前半５-０)
予選リーグ突破決勝トーナメントへ向けて
そして、全国に向けて頑張りますので
応援宜しくお願い致します。

4/28 広尾中学校男子サッカー部
平成 25 年度中体連春季大会渋谷区予選
準優勝

支部大会への出場権を獲得

準決勝 広尾中学校 VS 原宿外苑中学校 ２ー０ 勝利
決勝 広尾中学校 VS 青山学院 ０ー１ 敗退
渋谷区大会 準優勝
支部大会出場 第２代表権獲得

4/21

麻布中学校サッカー部
中体連春季大会港区予選

準優勝

4/29

SOCIOS.FC U-12

第 11 回ガールズエイト東京都大会 一次リーグ
お見事開幕 2 連勝！！

準決勝 麻布中学校 ＶＳ 九段中学校 ３ー１ 〇
決勝 麻布中学校 ＶＳ 慶應中等部 ０ー２ ×

Faro topics

1

BOOK

3

FOOD

Ｆaro を法人にするにあたり数多くのアドバイスを

渋谷東部 JFC1 年生田川選手の

頂き今でも継続的に組織運営のお手伝いを頂いている

パパが雑誌に掲載されました。

「谷塚 哲」さんが本を出版されました。

Farostaﬀ もいつもお世話に

Faro はこれからも谷塚 哲さんより学ばせて頂きます☆

なっているとても美味しい

http://www.youtube.com/watch?v=l1IDAyfnOaY&feature=youtu.be

お店です。どんく・恵比寿

2

SOCCER

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

SOCIOS.FCtop チーム
昨年行われたリーグ公式戦（VS 慶応）が
TokyoFA News №18 にて

お知らせ

記事掲載されました。

FaroNews では、恵比寿地区のフレッシュな情報を

2012 年は惜しくも東京都準優勝で

紹介していきます。会員の方で地域にお知らせしたい

昇格を逃しましたが、2013 年こそ

情報がありましたらお知らせ下さい。広報します！

夢の舞台への一歩に向けて選手達は
全力で頑張っています。
今年度も SOCIOS.FC の応援宜しくお願い致します 。

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

