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FC東京はクラブ創設20周年を迎えます
問 スポーツ振興課 ☎481- 7496
■

調布市は基本計画の中で「FC 東京等とのパートナーシップ」を掲げ、スポーツ分野だけでなく、
教育、福祉、産業などさまざまな分野で FC 東京と連携してまちづくりを進めています。
今回は、地域貢献活動を通して FC 東京の魅力を紹介します。

商店会巡回

石川直宏クラブコミュニケーター

FC東京の20周年記念事業
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FC東京の地域貢献
街路灯フラッグやポスター掲出でクラブを
応援している商店会を選手が巡回し、地域の
方に感謝を伝え、
サイン会などを行います。

FC東京あおぞら
サッカースクール

●FC 東京写真展
所文化会館たづくり 2 階北ギャラリー
■
期 9 月 29 日
■
（土）
〜 10 月 5 日
（金）
費 無料
■

主に知的・発達障害のある
方を対象にしたサッカースク
ールです。年齢やレベル別に
クラスがあり、FC東京の普及
部コーチ陣が指導します。

髙萩洋次郎選手

調布・福島
フレンドリーカップ
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●調布の日
味の素スタジアムで行われるＦＣ東京のホームゲームに市民の皆さんを招待

東京都主催の被災地支援事業

することに加えて、
調布市の魅力のＰＲや物産販売を行います。

の一環として、福島県と調布市の
少年サッカーチームをホームゲー
ムに招待しています。

小学校訪問
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動を感じてもらいたいという想いから、
ＦＣ東京選
手会を中心に企画・実施しています。
体を動かす
プログラム以外に、
一緒に給食の時間を過ごして
子どもたちと交流します。

一緒に給食を楽しみました

ＦＣ東京のトレーナーが講
師となり、転倒防止などの体

程９月２
■
９日
（土）
正午〜午後７時３０分（予定）
所 味の素スタジアム南側広場
■
（アジパンダ広場）
「大青赤横丁」
内 調布の観光Ｐ
■
Ｒブース、
ホッピーなどの物産販売
他
■ミス調布の来場あり。市民招待については市報ちょうふ８月２０日号参照

操やサッカーならではのボー
ルを使った動きを取り入れた
運動を行い、
介護予防の普及

●京王線飛田給駅の列車接近メロディーが
FC 東京の応援歌に

高齢者体操教室

平川怜選手

プロスポーツ選手として、子どもたちに夢や感
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啓発を図ります。

な応援歌
「東京ブギウギ」
と
「Youʼll Never Walk Alone」
になります。
程９月２
問 飛田給駅構内自由通路
９日
（土）
午前10時〜 ■
式典／■
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問 産業振興課☎４
■
８１−７１８５

その他の地域貢献

シーズン終了報告会

岡崎慎選手

ホームスタジアムのある飛田給駅の列車接近メロディーが、
ＦＣ東京の代表的

シーズン終了後に、
リーグ戦の報
告と日ごろの声援へのお礼のため

●子どもサッカー体験教室

に市役所を訪問します。

●社会を明るくする運動
中学生サッカー教室

太田宏介選手

●杉の木青年教室

サッカー観戦

中学校特別支援学級を卒業した方を試合に招待

●調布よさこい
出店と鳴子シールの提供など

●赤い羽根共同募金運動
ホームゲームが開催される
味の素スタジアム内で
選手も一緒に募金活動を実施

●市内福祉作業所・施設の利用者の
試合への招待

●調布市成人式
選手から新成人へ向けたビデオメッセージを
放映など
選手が登場

ボールを使ったゲームで大盛り上がり

●「ＦＣ東京選手の
私のすすめるこの一冊」
の発行
●調布市民スポーツまつり
●調布市民駅伝競走大会

記念ボールを贈呈

このほかにも昨年度は・・・
イオンシネマシアタス調布を会場に
●2018 シーズン新体制発表会を実施
●東日本大震災復興支援映画「MARCH」
上映会を実施

たくさんのファン・サポーターと一緒に観る生の試合は迫力満点

初めて

観戦する
ファミリーに密着！
Start!

ゲートから入場
開門時間は、原則試合開始
の2時間前。
スタンドに入った
時の、目の前に広がるスタジ
アムの雰囲気は圧巻です。
自
由席の場合は、入場したら席
を確保しておきましょう。

観戦チケット
入手方法

!
しむ前に
試合を楽
イベントも楽しむ
南側広場（アジパンダ広場）
には
「青赤横丁」
というイベントコーナーがあります。ふわふわ
遊具やＦＣ東京のコーチと一緒にボールを蹴る
ことができるミニサッカーコーナーのほか、
ステ
ージイベントなどが開催されることも。

HP やコンビニエンスストアのチケッ
チケットはFC東京■
トサービスで購入できます。一番安い「ホーム自由席」
で
も、
スタジアムの雰囲気を十分に感じることができます。

〈5日号〉 9月５日〜11日 「調布の魅力再発見」、職員インタビュー など
〈12日号〉 9月12日〜19日 「調布の魅力再発見」「木島平おすすめ情報」など

初めて

放送時間 毎日正午〜、午後４時〜、８時〜（各30分）
※特集番組により、放送時間が変更になる場合があります

応援に行ってみて

選手やチームに詳しくないと楽しめないと
思っていましたが、スタジアムグルメを堪能し
たり、声を出して応援したりと、いろいろな楽し
み方があることが分かりました。
また、年配の
ご夫婦などもたくさんいて、家族でずっと楽し
めるイベントだと思いました。

スタジアムグルメを食べる
「青赤横丁」にはケータリン
グカーが出店し、観戦のお供に
ぴったりのフードを販売してい
ます。絶品のスタジアムグルメ
をご堪能ください。

HP を参照
インターネットショップやオフィシャルショップなどの情報はFC東京■

J:COM（デジタル111ch）
「テレビ広報ちょうふ」

写真提供：FC 東京

グッズを買う
FC 東京のチームカラー「青赤」の
グッズを買って身に着け気分を盛り
上げましょう。応援歌を歌うときに使
うタオルマフラーがおすすめです。
チ
ームマスコット「東京ドロンパ」のグ
ッズも見逃せません。

※ 試合当日は味の素スタジアムのチケット売り場でも購入可（前
売券が予定枚数に達した場合は不可）

ޓ

観戦 !
いよいよ

選手入場の前には、応援歌をファン・サポーター
全員で歌います。
スタンドが一体となる瞬間です。歌
詞を知らなくても、
タオルマフラーを掲げるだけで大
丈夫。

★紙面上では市外局番042の表記を省略しています

★講師や出演者の方の敬称略

午後３時30分〜（５分）※特集番組により、放送が休止・時間変更になる場合があります

