サッカーロシアワールドカップ応援企画 in 大阪

6/14(木) 24:00 Kick off！
ロシア vs サウジアラビア 開幕戦
パブリックビューイング（観る会）

親愛なる皆さん！大阪のサッカーを愛する皆さん！
今年はサッカーワールドカップの年。 この機会を契機に、大阪日ロ協会と大阪府サッカー協会が
呼びかけ、ワールドカップ開幕戦（ロシア vs サウジアラビア）のパブリックビューイングを行います。
在大阪ロシア総領事館の協力を得て、関西在住ロシア人の皆さんと一緒に応援する企画です。サッ
カーワールドカップ、それぞれの代表を応援しながら、日本とロシアの友好を深める機会にしたいと
考えます！ふるってご参加ください。

日時；6 月１４日（木）23:00〜受付開始 23:30〜開会セレモニー
24:00～ワールドカップ開幕戦スタート（ロシア時間 18:00）
会費：4000 円（学生 3000 円） ＊食事・ドリンク付き
定員； 50 人
会場；

梅田店

〒530-0013 大阪市北区茶屋町 3-6 加茂梅田ビル 7F
TEL.06-6359-5021 FAX.06-6359-5031

http://www.sskamo.co.jp/estadio/umeda/index.html
主催；大阪日ロ協会／後援；大阪府サッカー協会、天理大学、在大阪ロシア総領事館
締切り； 6 月 7 日

＊準備の都合により 1 週間前に締め切ります。

申込先；大阪日ロ協会 TEL/FAX 06-6266-1375 Mail;
osaka-nichiro@mbr.nifty.com

FIFA ワールドカップ ロシア大会
2018 FIFA ワールドカップ （2018 FIFA World Cup）は、6 月 14 日から 7 月 15 日までロシア 11 都市で開催されます。第 21 回目とな
るロシア大会は東ヨーロッパで初の開催となるワールドカップです。
昨年 12 月 1 日の組み合わせ抽選で決まったグループリーグの試合日程は以下の通りです。
6 月 14 日（木） 開幕戦 ロシア VS サウジアラビア／モスクワ
6 月 15 日（金） エジプト VS ウルグアイ／エカテリンブルグ モロッコ VS イラン／ペテルブルグ ポルトガル VS スペイン／ソチ
6 月 16 日（土） フランス VS オーストラリア／カザン アルゼンチン VS アイスランド／モスクワ
ペルー VS デンマーク／サランスク クロアチア VS ナイジェリア／カリーニングラード
6 月 17 日（日） コスタリカ VS セルビア／サマーラ ドイツ VS メキシコ／モスクワ ブラジル VS スイス／ロストフ・ナ・ドヌー
6 月 18 日（月） スウェーデン VS 韓国／ノブゴロド ベルギー VS パナマ／ソチ チュニジア VS イングランド／ボルゴグラード
6 月 19 日（火） コロンビア VS 日本／サランスク ポーランド VS セネガル／モスクワ ロシア VS エジプト／ペテルブルグ
6 月 20 日（水） ポルトガル VS モロッコ／モスクワ ウルグアイ VS サウジアラビア／ロストフ・ナ・ドヌー
イラン VS スペイン／カザン
6 月 21 日（木） デンマーク VS オーストラリア／サマーラ フランス VS ペルー／エカテリンブルグ
アルゼンチン VS クロアチア／ニジニ・ノブゴロド
6 月 22 日（金）ブラジル VS コスタリカ／ペテルブルグ ナイジェリア VS アイスランド／ボルゴグラード
セルビア VS スイス／カリーニングラード
6 月 23 日（土） ベルギー VS チュニジア／モスクワ 韓国 VS メキシコ／ロストフ・ナ・ドヌー
ドイツ VS スウェーデン／ソチ
6 月 24 日（日） イングランド VS パナマ／ニジニ・ノブゴロド 日本 VS セネガル／エカテリンブルグ
ポーランド VS コロンビア／カザン
6 月 25 日（月） ウルグアイ VS ロシア／サマーラ サウジアラビア VS エジプト／ボルゴグラード
イラン VS ポルトガル／サランスク スペイン VS モロッコ／カリーニングラード
6 月 26 日（火） デンマーク VS フランス／モスクワ オーストラリア VS ペルー／ソチ
ナイジェリア VS アルゼンチン／ペテルブルグ アイスランド VS クロアチア／ロストフ・ナ・ドヌー
6 月 27 日（水） メキシコ VS スウェーデン／エカテリンブルグ 韓国 VS ドイツ／カザン
セルビア VS ブラジル／モスクワ スイス VS コスタリカ／ニジニ・ノブゴロド
6 月 28 日（木） 日本 VS ポーランド／ボルゴグラード セネガル VS コロンビア／サマーラ
パナマ VS チュニジア／サランスク イングランド VS ベルギー／カリーニングラード
6 月 30 日～7 月 15 日 決勝トーナメント

>>>> 申込み方法 <<<<
1

以下にご記入の上、まずはメール、FAX でお申し込みください。

⇒ FAX 06-6266-1375

6 月 14 日 ワールドカップ開幕戦「観る会」に参加を申し込みます。
住 所
電 話／FAX
E-mail
氏 名

＊2 人以上で参加される場合は、全員のお名前をお書きください。

↓
2 申込みと同時に、参加費を下記口座にお振込みください。

振込先； 郵便口座 00980-8-265233

名義 大阪日ロ協会

↓
3 上記①②の確認後、事務局から折り返し「参加確認証」をメールまたは郵便でお送りします。

↓
④ 当日は、「参加確認証」を必ずご持参ください。

