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スクール最終日には【SAJ 公認スキー・スノーボード　公式検定会】を開催

目標が明確なレッスンを開催、受験級も講師が参加者の技術を見て合格適正な級での検定を実施

最近では SAJ 公認検定が公式検定会実用英語技能検定英検（通称：英検）と同じ扱いをする

中学校も存在します。これを機会にぜひ楽しみながらの資格をGET ！
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パルコール嬬恋
スキーリゾートにて開催

スククール最終日には【SAJ 公認スキー・スノーボード 公

目標標が明確なレッスンを開催、受験級も講師が参加者の技

パルコ ル嬬恋
スキーリゾートにて開催

■協力：東京都スキー連盟公認　
                  スキークラブ　ZERO　
             　( 株）日本スノーマネジメント　

 

なでしこを目指した SOCIOS.FC の 2012 年シーズンが終了しました。

TOPチームは東京都女子サッカー１部リーグで準優勝。

残念ながら関東リーグ昇格の優勝迄得失点が足りず惜しい 1年間でした。

 SOCIOS.FC・U-15 の東京都女子サッカー中学リーグは
2部第３位と昇格一年目で大健闘！
年明けに１部リーグ昇格目指して入れ替え戦に挑みます。
 

SOCIOS.FC　2012 年リーグ最終結果報告

2013 年も
SOCIOS.FC の応援を宜しくお願い致します。

 
2013年1月26日（土）・27日（日）
波崎ジャーニーワールド・土合グランドにて開催される
まさに「関東最強」を決める大会に
2012年東京都第３位の
渋谷東部JFC6年生チームが
出場する事に決まりました。
 
【参考】
茨城代表：鹿島アントラーズ
群馬代表：前橋ジュニア
千葉代表：柏レイソル　など・・・

渋谷東部JFC　最大の挑戦！！渋谷東部JFC　最大の挑戦！！
2013  ANTLERS2013  ANTLERS　CHAMPIONSHIP U-12CHAMPIONSHIP U-12



2011 年・2012 年と
Ebispo クライミング教室で
講師をして下さっている
山岳ガイド：大西寛先生のHPがリニューアルされました。

HIROO-NUPURI GUIDE OFFICE
ヒロオ - ヌプリガイドオフィス

1 月1月
Faro Calendar Faro Calendar 
1 月 3日（木）
・渋谷東部 JFC＆SOCIOS.FC　
　2013 年お年玉争奪初蹴りサッカー大会

12 月 活 動 報 告

12/9渋谷東部 JFC5年生チーム
秋季渋谷区民サッカー大会5年生の部
出場２チームが優勝＆第三位を獲得
 

1 月 14 日 ( 月・祝 )
 ・SOCIOS.FC・U-14　第 8回東京都ガールズ
　 U ー 14 サッカー大会　開幕
 ・第 1回東急レディースサッカー大会　開幕

 

⼩学⽣が様々な国の⾔葉でサッカーを体験するこの企画。
ゲストにはトルコ共和国⼤使館から Alp ATAKAN さんが
通訳の⽅を通してトルコ共和国のお話を沢⼭してくれました。

よろしくお願いします→Başarılar （バシャルラル）
ありがとう→Teşekkür ederim（テシェッキュル エデリム）
すばらしい→Harika（ハーリカ）
ごめんなさい→Özür dilerim（オズル ディレリム）

流⽯⼦供達です。
10 分もしないうちにこれらのトルコ語を
使ってサッカーを楽しみました。
次回は 1 ⽉ 23 ⽇ ( ⽔ ) 体験する世界は

「ペルー」です。⾔語はスペイン語になります。

12/24　渋谷東部 JFC　２年生チーム
第７回東京都2年生サッカーフェスティバル
第７ブロック選考会
決勝トーナメントと言う大きな舞台で
経験を積む事が出来ました。

1 月 12 ～ 14 日
・渋谷東部 JFC4 年生　第８回　ＡＴＨＬＥＴＡ・ＲＥＧＩＳＴＡ杯

1 月 20 日 ( 日 )
 ・渋谷区ニューイヤー駅伝

2 月 3日 ( 月・祝）
・渋谷東部 JFC5 年生・4年生　
    第９回ウィンターリーグ開幕

1/6
渋谷区立広尾中学校女子サッカー部

第１７回東京都女子サッカー中学校大会で大健闘

公立中学校最高順位を目指して５位決定戦へ

 

1 月 23 日 ( 水 )
 ・Ebispo　Worldsoccer 教室【ペルー】

1 月 26 ～ 27 日
 ・渋谷東部 JFC・U-12TOP チーム　2013  　　 
　ANTLERS　CHAMPIONSHIP U-12
 ・SOCIOS.FC・TOP チーム　御殿場 CUP

12/24
SOCIOS.FC・U-11
第 19回きさらぎ杯東京都少女サッカー大会　
東京都Ｂブロック予選大会
１次予選リーグ２位通過決勝トーナメント進出
 

12/19
Ebispo タクラグビー教室を開催
皆上達しいよいよ試合が行えるまでに
なりました。

 

山岳ガイド：大西寛先生のHPがリニュ

HIROO-NUPURI GUIDEDE OOFFICE
ヒロオ - ヌプリガイドオフィス

が
した。

デリム） Ebiso の恵⽐寿新聞で記事になりました。
 ↓ 記事はこちら ↓
http://ebisufan.com/news/kakeduka.html/
 

http://hiroo-nupuri.sub.jp/

12/8
JOAN Winter football Clinic

 選手達は夏以降のClinic で成長を実感

 

Worldsoccer 教室 in トルコ共和国

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！

INFORMATION

い


