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寒川でフットサルイベントを開催!!寒川でフットサルイベントを開催!!寒川でフットサルイベントを開催!!

募集：10チーム 　大会参加費：１チーム 18,000 円 
大会形式：5チームずつの総当たりリーグ戦後、
　順位決定戦の 5試合保証 
参加申込み：チーム名と代表者の連絡先を明記の上、 　　
　efcuore@gmail.comまでメールでご連絡ください。

SMiLE が選ぶ神奈川県選抜　vs　FUGA TOKYO 須賀監督が選ぶスペシャルチーム 
SMiLE 神奈川選抜　※出場確定選手（敬称略）／飯田（Black Shorts）、中川、大場、朏島（賢）、田澤（コ
ロナフットボールクラブ /権田）、長谷川（UFC JAZZY SPORT 新横浜）、深江（COMPANERA）、近藤（NO
☆BRAKES）、石川（Lions futsal club）、北村（元UFC JAZZY SPORT 新横浜）、その他打診中！ 
スペシャルチーム　※出場確定選手（敬称略） ／太見、関、渡井、大黒（FUGA TOKYO）、垣本、新井
（CAFURINGA 東久留米）、浅見（malva fc）、渡辺（英）（FUTURO）、松浦（デルソーレ中野）、その他更に
大物選手にも打診中！ 

5.15は､寒川総合体育館へ

SMiLE CUP　スーパービギナー大会 

　　SMiLE CUP フェスティバル 2010
日時　5月 15 日 ( 土 )　AM9:00 ～ PM8:00（予定） 
場所　寒川総合体育館 メインアリーナ
　　　観戦は無料　※上履きをご持参ください。
主催　efcuore（フリーペーパー｢SMiLE｣の編集･発行､
　　　フットサルイベントの企画･開催､サイト運営等） 
協賛　RODA 　LUZ e SOMBRA　VASALLO
※お問合せはメールで efcuore@gmail.comまで 
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大会形式：5チーム総当たり 15～ 20 分 1本 
参加チーム /FUGA TOKYO（関東 1部）、
Black Shorts（関東 1部）、
コロナフットボールクラブ /権田（関東 1部）、
湘南フットサルクラブ（神奈川県 1部）、
adi-sie/ フットサルクラブ横浜（神奈川県 1部）

SMiLE CUP オープン大会33
　寒川町の皆さま、こんにちは。
　さっそくですが、皆さんは寒川総合体育館がフットサルの
聖地だということをご存知でしょうか。神奈川県でフットサ
ルと言ったら寒川と言われるくらい、寒川総合体育館では関
東リーグ、神奈川県リーグ、女子県リーグと様々な試合が数
多く行われているのです。今シーズンの開幕に先立ち、聖地
である寒川町の皆さまにこのイベントを通じてフットサルの
楽しさをお伝えしたいと思っております。
　午後から行われるエキシビジョンマッチは日本トップレベ
ルの選手を集めた試合となっておりますので、必ずやフット
サルの面白さを感じていただけると思います。当日家でのん
びりする予定の方、さむかわ中央公園に遊びにお越しの方、
ぜひその時間は体育館でフットサルを観戦しませんか。
　入場は無料です。お気軽にご来場ください。
　またフットサルをプレーされる方､午前中のスマイルカップ
スーパービギナー大会にぜひご参加ください！（要申込み）
　寒川町をフットサルを通じて盛り上げましょう！

　神奈川県のフットサルの普及、他県との交流を目的に開催されるフット
サルイベント「SMiLE CUPフェスティバル 2010」が､寒川で行われます。
　第1弾のスーパービギナー大会では、SMiLEが選ぶ神奈川県選抜の選手
達が監督として各チームをサポート。さらにMCが大会を盛り上げます。
　そして最大の見せ場は第2弾のエキシビジョンマッチ。SMiLEが選ぶ神
奈川県選抜と昨年全日本選手権で優勝して日本一となり、今年は関東リー
グ3連覇、地域チャンピオンリーグ優勝を成し遂げたFUGA TOKYOの須
賀監督が選ぶスペシャルチームが対戦します。 
　第3弾ではFUGA TOKYO、Black Shorts、コロナフットボールクラブ /
権田、adi-sie/ フットサルクラブ横浜が出場するスマイルカップオープン
大会を開催。エキシビジョンに加えて、こちらでも関東のトップレベルの
試合を見ることができます。 
　現在スーパービギナー大会の参加チームを募集中。もちろん観戦のみも
ＯＫです。観戦はすべて無料ですから、ここでしかない素晴らしい試合を
ご家族そろってお楽しみください！

募集：10チーム 　大会参加費：１チーム 18,000 円 
大会形式：5チームずつの総当たりリーグ戦後、順位決定戦の 5試合保証 
ご予約：efcuore@gmail.comにチーム名と代表者の連絡先をご連絡下さい。 
特典①　SMiLE が選ぶ神奈川県選抜の選手が審判や各チームにアドバイス
　をして大会を盛り上げてくれます！ 
特典②　大会参加チーム全てに FUGA TOKYO 須賀監督著書「日本一監督が
　教えるフットサル速効マニュアル 100」を本人からプレゼント！ 
特典③　新横浜のフットサルショップ RODAの 500 円割引券を参加者全員
　にプレゼント！ 
特典④　その他優勝チーム以下豪華賞品をご用意！

その他イベントを計画中！お楽しみに！ 
お問い合わせは efcuore@gmail.com, まで

主催者 efcuore（エフクオーレ）、
　　　　　　　竹田好洋さんからのメッセージ

詳しくはHP（http://www.smile-futsal.jp）で！

PM1:30頃からの予定

子ども折り紙教室
あじさいやかたつむりを作ろう。 
◆日時　５月15日(土 )AM10:00～11:30
◆場所　北部文化福祉会館 
◆対象　小学生　20人／先着順（親子も可） 
◆講師　末光千恵子さん　折り紙講師 
◆持物　木工用接着剤、はさみ、作品を入れる袋
◆申込み   ４月27日(火 )から下記へ電話か直接 
◆問合せ   北部文化福祉会館 TEL 74-1515
手話講習会（中級編）
◆日時    5月12日～8月25日の毎週水曜日(全15回)
　　　　PM7:00～9:00(8月11日は除く）
◆場所　町福祉活動センター（岡田610） 
◆対象　町内在住か在勤または在学で、手話
                  講習会入門編受講者または同等の技
                  術を有する人　20人／抽選
◆費用　1,000円（テキスト代）
◆申込み  ４月28日(水 )までに下記へ電話で 
◆問合せ   寒川町福祉課 TEL 74-1111内線133
ちびっこクラフト教室
母の日にペンダントをプレゼントしよう。 
◆日時 　5月8日(土 )PM2:00～4:00
◆場所　南部文化福祉会館
◆対象　小学生　15人／先着順 
◆講師　南部生涯学習指導員 
◆持物　作品を入れる袋 
◆申込み    4月20日(火 )から下記へ電話か直接
◆問合せ    南部文化福祉会館 TEL 75-0281
こども工作教室 
母の日にビーズのブローチを作ろう。 
◆日時 　5月8日(土 )PM1:30～3:00
◆場所　北部文化福祉会館
◆対象　小学生　20人／先着順（親子も可） 
◆講師　生涯学習指導員　◆費用　60 円 
◆持物　筆記用具、色鉛筆、はさみ、作品を入れる袋  
◆申込み   4 月 22 日 ( 木 )から下記へ電話か直接 
◆問合せ   北部文化福祉会館 TEL 74-1515
子供の日を祝う会
『子供の日 みんな集まれ鎮守の森！』
一之宮の鎮守さま「八幡さん」に、本年も空高く
300 匹を超える「こいのぼり」が舞い上がります！ 
◆日時 　5月5日(水 )AM10:00～PM2:00
　※4月29日(木 )から5月5日(水 )まで境内
　　にて 「こいのぼり」をご覧いただけます。
◆場所　一之宮八幡大神　境内
◆内容　つな引き大会、ヨーヨー、金魚すくい、
　　　　  パン食い競争、屋台展示 等
◆問合せ   一之宮八幡大神社務所 TEL74-5989

素敵なラタンアート (籐工芸 )の世界をご紹介！

　　　　　 藍染・柿渋染　籐工芸品　作品展

倉
見

~~
~~

産 

業 

道 

路
キリンビバレッジ

スーパー
みつるや

五島
クリニック

才土公園

大村ちびっこ広場

会場

才土

ケンタッキー
フライドチキン

一品一品､心をこめて作り上げた藤のかごの作品展が開催されます。
7回目となる今回は、藍染、柿渋染に挑戦し、より個性的な作品を
揃えたという主宰者の中澤孝子さん。時間と手間をかけ、愛情がたっ
ぷりこもった作品に触れてみてはいかがでしょうか？

日時：4月 23 日 ( 金 )､24 日 ( 土 )AM10:00 ～ PM4:00
場所：寒川町倉見 2161（中澤宅）TEL：0467-75-1241

緑に親しみ、緑
を尊ぶ心を育て
ることを目的と
した「緑のフェ
スティバル」。緑
の相談窓口、各
種模擬店、花苗
の配布 ( 有料 )、
花や野菜の直売、大道芸、ふれあい動物園など、
楽しいイベントがいっぱいです。
日時：4月 29 日 ( 木･祝 )AM10:00 ～ PM3:00
場所：さむかわ中央公園
　※駐車台数に限りがあります。
　　車でのご来場はなるべくご遠慮下さい。
問合せ：寒川町都市計画課 TEL 74-1111内線271

さむかわ 緑のフェスティバルさむかわ 緑のフェスティバル

＜柿渋・柿渋染とは？＞
渋柿から抽出する染料。材料を
染めると硬くなるため、籐の場
合はかごに編み上げてからまる
ごと染める方法を用います。液に漬
け込む時間の長さや天日干しにする
ことにより、それぞれ違った色合い･

風合いに仕上がるので世界に一つし
かない作品が出来上がります。ぜひ
お手にとってご覧ください。

さむかわ 緑のフェスティバル


