
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

10:00 開会式 

10:15 ウォーミングアップ 

10:30 フットサル大会 ブラインド 

サッカー体験 

食育/ 

ストレ

ッチ 14:00 サッカー・フットサル教室 ※先着 50 名 

15:00 閉会式 

体験・交流 

２０１９年5月12日(日) 

・フットサル大会 

・ブラインドサッカー体験  

・サッカーフットサル教室 

・食育ブース 

・ストレッチブース 

 

～内容盛りだくさん～ 

【時 間】10：00～15：30 

【会 場】落合中央公園野球場 
【申 込】不要(当日直接会場へ) 

【料 金】無料 
 

森岡 隆三さん 

サッカー元日本代表 

 

北原 亘さん 

フットサル元日本代表 

 

フリースタイル・パフォーマンス 

 

 
主 催：新宿区 

協 力：新宿区サッカー協会 

問合せ：新宿区地域振興部多文化共生推進課 TEL 03-5273-3504/FAX 03-5273-3590 

東京 2020 大会気運醸成イベント  

スペシャルゲスト 

フットサル大会 

 

食育ブース 

 

ブラインドサッカー体験 

 TRICkSTAR☆YO の

フリースタイル・パフォ

ーマンスもあります！

１１：４５頃出演予定 

 

新宿区上落合 1-2 

 

※会場までは下落合駅から徒歩 10 分です。 

※雨天決行（荒天による中止は HP 等でお知らせします。） 

新宿区サッカー協会 HP: http://www.shinjukukufa.com/ 

サッカー・フットサル教室で会おう！ 

～スケジュール（予定）～ 

新宿区は、１３０か国を超える約４万３千人の外国人が暮らす多文化共生のまちです。 

スポーツを通じて、様々な国の人たちと身近な国際交流を体験してみませんか？ 

お子さんも大人も 

みなさん大歓迎！ 

東京２０２０オリンピック・

パラリンピック競技大会を

みんなで盛り上げよう！ 

 



 

An event aimed at building momentum for the Tokyo 

2020 Olympic Games 

Futsal Exchange Event “Shinjuku Global Cup” 

It’s a great opportunity to meet new people from different countries in an 

active way. Everyone is welcome! Please feel free to join us! 

Time and Date: 10 am - 3:30 pm on Sunday, May 12th 2019 (No postponement for 

rain.) 

Venue: Ochiai Chuo Park Baseball Field (1-2 Kami-Ochiai, Shinjuku-ku) 

Details: A futsal tournament will be held with teams from Japan, China, Korea, 

Nepal, UK, etc., along with a blind soccer experience. Additionally, there will 

be a nutrition education stall, stretching experience area(warm-up included), 

and soccer and futsal lessons. 

Note: Details are subject to change without notice. 

No registration is necessary; simply come to the venue on the day of the event. 

Sponsorship: Shinjuku City 

 

为迎接东京 2020年奥运会的时机酝酿活动 

～室内足球交流会「新宿全球杯」～ 

通过体育活动与您身边的各国人士愉快地进行国际交流。 

无论是大人和孩子都热烈欢迎，请随便参加。 

时间：2019 年 5月 12 日 （星期日 ）10:00～15:30 (雨天照常进行) 

地点：落合中央公园棒球场 (新宿区上落合 1-2) 

内容：室内足球大会（参加国:日本、中国、韩国、尼泊尔、英国等）、体验盲人足球、 

食物教育角、伸展运动角（实施热身运动的指导）、 足球・室内足球教室    

※内容有可能随时变更 

报名： 当天直接去会场 

主办： 新宿区 

 

도쿄 2020 대회 기운 양성 이벤트  

～풋살 교류회 「신주쿠 글로벌 컵」～ 

스포츠를 통하여 여러나라 사람들과 친밀한 국제교류를 즐깁시다.  

어린이, 성인, 모두 대환영 입니다. 부담없이 참석해 주십시오. 

일시 : 2019 년 5 월 12 일 (일) 10:00~ 15:30 (우천 실시)  

장소 : 오치아이 츄오우공원 야구장 (신주쿠구 가미오치아이 1-2) 

내용 : 풋살대회 (참가국 : 일본・중국 ・ 한국 ・ 네팔 ・영국등)  블라인드 

축구 체험, 영양교육 부스, 스트레치 부스 (워밍업 지도도 실시) 

축구  풋살 교실  ※ 내용은 예고없이 변경될 수도 있습니다. 

신청 : 불요, 당일 직접 회장에 

주최 : 신주쿠구 


