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Climbing
Bouldering School
夏休みに続いて 10 月 10 日（金）の秋休みにも
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渋谷区教育委員会の後援を頂いて宮下公園で
クライミング・ボルダリング教室を開催します。
今回の講師は福原俊江先生です。
１９９０年日本選手権出場第３位・２００３年
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日本選手権九州大会優勝の素晴らしい先生です。

渋谷区広尾 5-16-17

定員に達し次第締め切らせて頂きますので

http://faro-npo.jp/

申込みはお早めにお願い致します。

19 日（日）
13：00 〜 16：00
広尾商店街広尾フェア

18 日（土）
11：30 〜 15：00
広尾小学校
お楽しみ祭り
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皆様の温かいご支援に
心より感謝いたします。

BLIND SOCCER
September 23 in Hiroo Junior high school

9 月 23 日 BLIND SOCCER 体験会を開催
今年もボランティア中学生の皆さんが
会場設営、選手エスコートなど大活躍 !
プログラム最後の体験会では、
初の BLIND SOCCER 試合形式体験会を開催。
中学生大興奮の体験会でした。

Faro は、スポーツ振興くじ
助成⾦を受けて実施しています。

10 月
Faro Calendar

10 月 10 日（金）

10 月 19 日（日）

・宮下公園 ボルダリング・クライミング教室

・渋谷東部ＪＦＣ 1 年生渋谷区民サッカー大会開幕

10 月 11 日（土）

・ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ ＴＯＰチーム 東京都女子サッカー

10 月 5 日（日）

・Ｆaro4 年生スペシャルチーム

リーグ１部第 6 節ＶＳフィオーレ武蔵野

・渋谷区新橋地区ふれあい運動会 in 臨川小

民報ビアンコ−ネカップ出場 in 福島県郡山

・ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＵ−１５東京都女子サッカー

・ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ ＴＯＰチーム 東京都

・渋谷東部ＪＦＣ5 年生 JA 東京都五年生

U15 リーグ (２部 )ＶＳ十文字中学

女子サッカーリーグ１部第 5 節ＶＳ17 多摩

サッカー大会 第７ブロック大会開幕

・渋谷区氷川地区ふれあい運動会 in 広尾中学校

10 月 12 日（日）

・広尾商店街広尾フェア

・麻布中学校サッカー部中体連新人戦港区予選開幕

10 月 26 日（日）

・渋谷東部ＪＦＣ 2 年生

10 月 18 日（土）

・ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＵ−１５東京都女子サッカー

渋谷区民サッカー大会２年生の部 開幕

・広尾小学校おたのしみ祭り

U15 リーグ (２部 )ＶＳ日テレ･メニーナセリアス

・ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ 東京都女子サッカー
U15 リーグ (２部 )ＶＳ欅スポーツクラブ

9月 活 動 報 告

9/13

9/15 FC 高円宮杯全日本ユース (U15)

渋谷東部ＪＦＣ小学４年生 渋谷区民大会出場
ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ ＴＯＰチーム 9 月成績
第２節 ＶＳ PAF ２−１ 〇

サッカー選手権 東京都予選 1 回戦敗退
9/15 渋谷東部ＪＦＣキッズチーム
東京ドームユニクロキッズ大会に出場

第３節 ＶＳスフィーダ U ー 18 ０−２×
第 4 節 ＶＳ 小平 FC １−１△
ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ Ｕ−１５チーム 9 月成績
第 2 節 VS 吉祥女子中学 ２−０ 〇
第 3 節 VS FC ベルタ U-13 ２−０ 〇
第 4 節 ＶＳ 駒沢ＦＣ女子 ５−０ 〇

9/15

渋谷東部ＪＦＣＵ-12ＴＯＰチーム

東京都６年生サッカー大会第７ブロック大会ベスト 8 敗退
3 回戦 VS 大岡山ＦＣ ２−０ 〇
準々決勝 VS 暁星アストラ・ジュニア １−２ ×

大神輿体験報告

元広尾祭礼・恵比寿祭礼にて中学生
参加授業《大神輿担ぎ体験会》
を開催しました。身長が届かない
中学生も担ぎ手皆さんの優しい

渋谷東部ＪＦＣ５年生区民大会準優勝＆第４位
9/20 広尾中学校サッカー部 中体連
新人戦渋谷区予選大会 優勝

平成 26 年渋谷氷川祭礼活動報告
渋谷東部 JFC 卒業生（6 期生）大活躍！
元広尾祭礼の子供神輿・山車巡業に
お手伝い参加、子供達の面倒を見てく
れました。その後はもちろん後輩達と

ご指導のお蔭でお神輿を担ぐ輪を

大神輿担ぎにも参加、卒業生の皆さん

感じる事が出来ました。

有難う御座いました。
FaroNews では、恵比寿地区のフレッシュな情報を

お知らせ

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！
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