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皆様の温かいご支援に

心より感謝いたします。

2012 年 7 月 1 日現在
義援金集金

氷川地域清掃活動
クリーン作戦

恵比寿たこ公園商店街
スポーツごみ拾い大会

＆

 きれいな街を作ろう！

7 ⽉ 21 ⽇（⼟）氷川地域清掃活動クリーン作戦
渋⾕区東の氷川神社を中⼼にした地域の清掃活動

8 ⽉ 26 ⽇（⽇）恵⽐寿たこ公園商店街スポーツごみ拾い⼤会
           恵⽐寿のたこ公園を中⼼に拾ったゴミが    
           ポイントになるスポーツゴミ拾い⼤会で
                   地域の清掃を⾏います。
           Ｆaro メンバーはこの 2 つの清掃活動に
                       参加します！
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Faro は、
スポーツ振興くじ
助成⾦を受けて
実施しています。

     Naoko Kawakami
 Football Training Camp 
        〜 FARO camp ２０１２〜 
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The girls who dream 
　　　   of a soccer play

er 
なでしこジャパンを知り
世界の⼥⼦サッカーを知る
川上直⼦が伝える
サッカーを体験

    

        

  

主催：     特定⾮営利活動法⼈Faro
      川上直⼦
期間：   2012年8⽉14⽇（⽕）から
               8⽉17⽇（⾦）までの 3泊4⽇  
対象：  《⼩学校４年⽣〜6年⽣》
             《中学１年⽣〜3年⽣》
             《⾼校1年⽣〜３年⽣》⼥⼦サッカー選⼿ 
                  ＊ チーム所属の選⼿は、所属チームの代表者・監督の

                      参加許可を得て参加申込をお願い致します。

場所：   群⾺県嬬恋村【恵⽐寿駅から無料送迎バス有】

参加費：   ４０，０００円（税込）

 参加
申込み
   ⽅法

   [ 受付期間 ] 2012 年 8 ⽉ 10 ⽇（⾦）迄 
      ＊ 定員になり次第、受付終了となります。

 申込みは下記 WEB サイトにて！
    【http://shop442.net/】

川上直子 Camp事前説明会
7月 29 日（日）13：00 ～ 15：00
会場：Freewill 学習塾

collaboration

サッカーショップ「4-4-2」による Faro と UMBROの
collaboration 企画【Faro ビブス】完成です！

様々な地域イベントで着用させて頂きます。

【祝勝】麻布中学校サッカー部　東京都大会出場！！
 

麻布中学校サッカー部が
中体連夏季大会港区予選大会で優勝
その後の東京都中央大会出場権を争う
支部大会でも見事勝ち進み、
東京都大会に出場する事が決まりました。



7 月 23 日 ( 月 )
 ・麻布中学校サッカー部　

　全国中体連夏季東京都中央大会　開幕

　7月　7月
Faro Calendar Faro Calendar 
7 月 1日（日） 
・SOCIOS.FC　U-15　公式戦中学生リーグ第３節

・渋谷東部 JFC　1 年生　春季区民大会

・渋谷東部 JFC　6 年生　バーモント CUP１次予選

・広尾中学校男子サッカー部　中体連夏季大会　代表決定戦

・麻布中学校男子サッカー部　中体連夏季大会　代表決定戦

　6・7月 活 動 報 告
6/17  小学２年生　2012年春季
           渋谷区民サッカー大会　第３位

6/30
・渋谷東部 JFC６年生2012年
渋谷区民春季サッカー大会　準優勝

 

 

6/23 小学３年生　2012年
第 7ブロック3年生大会BEST8進出

7/1　渋谷東部 JFC　小学６年生　
　　バーモントCUPフットサル大会　

第七ブロック予選大会１次予選首位通過　

９月開催

２次予選

大会へ！

7 月 8日 ( 日 )
 ・SOCIOS.FC　U-15  公式戦中学生リーグ第４節

 ・SOCIOS.FC　U-12  公式戦関東少女予選大会開幕

 ・SOCIOS.FC　TOP   2012 年東京都女子選手権２回戦

7 月 11 日 ( 水 )
 ・Ebispo 【ワールドサッカー教室】

　16：00 ～ 17：30 加計塚小学校　校庭

 ・Ebispo 【空手教室】

　18：00 ～ 19：00　加計塚小学校　小体育館

7 月 14 日～ 16 日
 ・FARO Festival 2012 in 嬬恋

7 月 21 日～ 23 日
 ・渋谷東部 JFC　3 年生～幼稚園児　

　夏合宿　in 嬬恋

7 月 24 日～ 26 日
 ・JOAN SALVANS Futbol Clinic　 in 千葉

6/24  小学 4年生　2012年春季
           渋谷区民サッカー大会 第３位

7/1
・渋谷東部 JFC1年生 2012年
渋谷区民春季サッカー大会　

出場３チーム全てが悔しい２回戦敗退

参加した30名以上の選手達は皆、

初めての公式戦を頑張りました。

・SOCIOS.FC　U-15
東京都中学生リーグ２部　開幕３連勝　

リーグ参入１年目にして暫定首位

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！

新橋地区体育会のホームページのリンク【http://ebispo.be/link.html】に Faro が行っている
東日本大震災で被災した福島県浪江町の「マリンパークなみえ」応援イベントが紹介されました。

昨年、渋谷区立広尾中学校の体育館にて行ったチャリティイベントの動画です
http://www.youtube.com/watch?v=OUna_FMwcAA&feature=youtu.be
これからもマリンパークなみえでお世話になった皆さんへの感謝を伝える活動を継続して行います。
応援宜しくお願い致します！

「マリンパークなみえ」
応援イベントが紹介されました。

7/11(Wed)
in kakeduka

16：00 〜 17：00 校庭 
「イタリア語」でサッカーを学ぶ

18：00 〜 19：00 ⼩体育館 空⼿教室


