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大好評「幼年生サッカー大会」 第 4 回大会を開催します！

メール：info@faro-npo.jp

ボールを追ってどこまでも、どこのゴールに向かっているの？？

http://faro-npo.jp/

涙あり、笑いあり、みんなでサッカーを楽しみましょ♪
初めてでも大丈夫！お友達を誘ってみんなで参加してね！

「 Faro インターナショナルアフタースクール」始動
ショナルア
ナルア
ア
SIRC コーチ紹介

Faro は、スポーツ振興くじ
徳増浩司講師
Koji Tokumasu Ｆａｒｏインターナショナルアフタースクール設⽴にむけて

助成⾦を受けて実施しています。

スポーツを通じて将来のグローバル⼈材育成と国際交流を⽬指した
「Ｆaro インターナショナルアフタースクール」始動します。

Roy York 講師
ロイ・ヨーク

お知らせ
FaroNews では、恵比寿地区

11 ⽉はブリティッシュスクール (British School Tokyo) と

の情報を紹介していきます。

渋⾕インターナショナルラグビークラブの協⼒を得て

会員の方で地域への情報が
ありましたら、お知らせ下さい。

「英語でラグビー」教室を開催します︕

info@faro-npo.jp

なにこれ ？？
ベトナムで⼤⼈気の
ベト
⾜バトミントン . ダーカウです。
渋⾕東部ＪＦＣの⼦供達も⼤盛り上がり︕︕
Ｆaro は独⾃のルートで⼊⼿した
このダーカウで作戦を検討中、お楽しみに♡

広尾小学校 お楽しみ祭り

11月 25

10：30 ～ 13：30

（土）
日

Ｆaro ファミリーが
「キックターゲット」と
「シュート速度測定」の
アトラクションを出店します
ぜひ遊びに来て下さい！

11 月
Faro Calendar

4 日（土）渋谷東部ＪＦＣ
1 年生 秋季区民大会開幕
3 年生 秋季区民大会決勝トーナメント
5 年生 東京リーグ５年生フェスティバル開幕
5 日（日）
ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ Ｕ-15 公式リーグ戦
11 日（土）渋谷東部ＪＦＣ
5 年生 秋季区民大会決勝トーナメント
1 年生 秋季区民大会決勝トーナメント
「Challenge To España 2018」説明会
12 日（日）インターナショナルラグビー
麻布中学校サッカー部 中体連
18 日（土）氷川地区クリーン作戦
ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ Ｕ-18 東京都フットサル女子エントランス A リーグ

3 日（金）
渋谷東部ＪＦＣ2 年生

渋谷区長杯出場

渋谷東部ＪＦＣ4 年生

秋季区民大会開幕

渋谷東部ＪＦＣ5 年生
湘南海岸公園 SAGAWA 杯出場
広尾中学校女子サッカー部
東京都女子サッカー部大会最終節

10 ⽉ 活 動 報 告
2017年10⽉1⽇（⽇）
ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ ＴＯＰチーム
東京都⼥⼦サッカーリーグ１部第４節
ＶＳスフィーダ世⽥⾕ U-18 １ー１(前半０ー１)

10⽉1⽇（⽇）
渋⾕区新橋地区ふれあい運動会に
沢⼭の選⼿達が参加しました。

19 日（日）渋谷区体育協会スポーツフェスタ
ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ ＴＯＰチーム公式リーグ戦
7 節ＶＳ日体大 FIELDSｻﾃﾗｲﾄB
ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ Ｕ-15 公式リーグ戦
23 日（木・祝）渋谷東部ＪＦＣ
4 年生 渋谷ウィンターアクオレＣＵＰ出場
キッズチーム 渋谷ウィンターアクオレＣＵＰ出場
25 日（土）広尾小学校お楽しみ会
インターナショナルラグビー
26 日（日）
渋谷東部ＪＦＣ 幼年キッズフェスティバル
ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ ＴＯＰチーム公式リーグ戦
8 節ＶＳフィオーレ武蔵野

10⽉8⽇（⼟）
ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ Ｕ-15チーム
東京都中学⽣リーグ２部第3節
ＶＳ FC駒沢⼥⼦ ●2-3（1-1.1-2）×

10⽉14⽇（⼟）10⽉28⽇（⼟）
渋⾕東部JFC5年⽣
渋⾕区秋季区⺠⼤会5年⽣の部⼤会
出場２チーム⾸位通過

10⽉15⽇
（⽇）
渋⾕東部JFC
３年⽣
渋⾕区秋季
区⺠⼤会
３年⽣の部
⼤会出場

10 ⽉ 28 ⽇（⼟）
渋⾕東部 JFC Ｕ-12ＴＯＰチーム
全⽇本少年サッカー⼤会第 7 ブロック予選
1 回戦 ＶＳ FC WASEDA 7-2 ○
2 回戦 ＶＳ ⼾⼭ SC 0-3 ×

10 ⽉ 24 ⽇（⽕）
ebisu study run に
SOCIOS.FC の選⼿が
誘導⾛者として参加
10 月 9 日（月・祝）渋谷区サッカー協会主催
東急レディースサッカー 大会とフットサル教室

特別講師の
元フットサル日本代表

（小学生の部・大人の部）にて

北原亘選手と

ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＴＯＰチーム選手たちが

貴重な集合写真

お手伝いに参加しました。

ebisu
study run

