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町田と、
子どもたちの
未来のために。



李漢宰クラブナビゲーターとゼルビー、
クラブスタッフが地域の方々と一緒に『認
知症サポーター養成講座』を受講しまし
た。
当日は、社会福祉法人まちのひ 地域･
相談支援部の松坂様を講師としてお招き
し、テキストやプロジェクターを利用して
講座を行っていただきました。
講座内では、そもそも認知症を引き起
こす主な要因は何なのか、当事者の方が
どういった行動をされるのか、認知症サ
ポーターがとるべき行動を具体的な事例を

交えながら教えていただきました。
講座終了後のディスカッションでは、Ｆ
Ｃ町田ゼルビアを活用したら出来ることの
アイデアを出し合いました。
「観戦ツアーの開催」「体操教室とスマ
ホ教室の同時開催」「ホームタウン活動と
のコラボ」など多くの意見がでてきました。
今後も継続的に情報共有をしていきな
がら、一歩一歩着実に協働していくことで、
安心して長く住み続けられる街づくりを目
指してまいります。

ゼルビーが「交通安全動画贈
呈式＆新一年生横断歩行
訓練」に参加
　ゼルビーが町田市立本町田小学校で行われた「交

通安全動画贈呈式＆新一年生横断歩行訓練」に参加し
ました。
当日は、ゼルビーも出演している交通安全動画の

DVDを小学校に贈呈。
みんなで一緒に鑑賞後は、実際に校門前の横断歩道

で「歩道の歩き方」「横断歩道の渡り方」の訓練を行
いました。
ゼルビーもピーポ君と一緒に、校門の前で訓練に向

かう児童のみんなを見送りました。このような機会を
いただきました町田警察署、町田市役所防災安全部市
民生活安全課、町田市立本町田小学校の皆さま、あり
がとうございました。
事故のない街をみんなで目指していきましょう！

大友健寿社長とゼルビーが
『通学路安全運転呼びかけ隊』
として活動
　町田市内通学路の安全を守るべく町田警察署より

『通学路安全運転呼びかけ隊』の委嘱をＦＣ町田ゼルビ
アが受けました。
こちらの取り組みは、警視庁管内（東京都内）のプロ
スポーツクラブでは初めての試みとなり民間企業におい
ては 3団体目になります。（2021年 9月2日時点）
［通学路安全運転呼び掛け隊の委嘱内容］
① 町田市内の通学路における安全の呼びかけ
② 交通安全運動の協力
③ ホームゲーム会場での交通安全運動の協力

まず初めに講座内では
「自分でできる認知症の気
づきチェックリスト」に真

剣にチャレンジしました。
正直、理解しているよ
うで全くと言って理解が
足りませんでした。
そもそも認知症を引き
起こす主な要因は何なの
か、当事者の方がどういっ
た行動をされるのか、認
知症サポーターがとるべ
き行動などを具体的な事

例を交えながら教えてい
ただけたことが最大の収
穫でしたし、大きな学び
でした。
1人でも多くの方が認
知症への理解を深めてい
くきっかけを地域の皆さ
ま、ＦＣ町田ゼルビアで
協力して作っていきたいと
強く思いました。

クラブナビゲーター
李漢宰

活動コメント

李漢宰クラブナビゲーターとゼルビーが
『認知症サポーター養成講座』を受講

まちだみやげ
2018シーズンより「町田名産品のれん会」と「ＦＣ
町田ゼルビア後援会」が連携をしてホームゲーム会場で、
まちだ名産品を始めとする町田の美味しい品を販売して
おります。

現場に立って活動をさせていただき、交通量の多
い時間はヒヤッとする場面もあり『呼びかけ』の重
要さを強く認識しました。
活動を通して、町田警察署の『子どもが犠牲とな
る交通事故をゼロにしたい』という思いにＦＣ町田
ゼルビアが少しでもお役に立てればと思います。

代表取締役社長 大友健寿コメント

2022シーズンも
実施します。
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ゼルビアアシストについて

ゼルビアアシストは、ＦＣ町田ゼルビアとともに実現していく
街づくりへのアシスト（協働・地域貢献）プラットフォームです。

次世代へと繋げる魅力的な街づくりを共に行いましょう！
皆さまからのアシスト（協賛）お待ちしております。

　ゼルビアアシストは、ＦＣ町田ゼルビアとともに実現して
いく街づくりへのアシスト（協働・地域貢献）プラットフォー
ムです。

　次世代へと繋げる魅力的な街づくりを共に行いましょう！
皆さまからのアシスト（協賛）お待ちしております。

街の賑わいや発展に協働して取り組み
次世代へと繋げていく街に

子どもたちが
大きな夢を描ける街に

地域環境の向上や
地域課題の解決に積極的な街に　

サッカーやスポーツを通じた
健康づくりができる元気な街に

人と人との繋がりが
生まれる街に

健康

福祉

環境

子ども

街づくり
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「コネクト・トゥギャザー」プロジェクト始動
ファン・サポーターの皆さまからユニ
フォームやフットボールTシャツといっ
たウェアの寄付をしていただき、町田市
内の子どもたちにお届けする『connect 
together（コネクト・トゥギャザー）』プ
ロジェクトをＦＣ町田ゼルビア後援会と
共同で実施しました。

第一弾は、2020 年から自立支援活
動を実施している精舎児童学園の子ど
もたちにプレゼントをしました。
子どもたちはユニフォームをもらうと
同時に着用し、とっても喜んでくれまし
た。

選手たちがオンラインで小学生と交流
　鄭大世選手・平戸太貴選手、長谷川

アーリアジャスール選手・水本裕貴選手が、
町田市立忠生小学校の 5 年生、6 年生の
子どもたちとオンラインで交流しました。
今回の交流会は、子どもたちが各選手

に向けて応援のお手紙を書いてくれたこと
で実現。

選手たちは、子どもたちからの質問に
丁寧に答えていました。
鄭大世選手からは「自分は今たくさんの

人に支えられてサッカーができています。
みんなも身近にいる人たちを大切にしてほ
しい。」とメッセージを送りました。
町田市立忠生小学校の皆さま、ご協力

ありがとうございました。

クリスマス前に訪問した
際、子どもたちにサプライズ
でサッカーボールをお渡しす

ると、みんな大喜び！ サン
タ気分でとっても嬉しかった
です。また「近隣の学童保育
クラブ同士でサッカー大会を
開催するんです！」という声
もいただき、町田はサッカー
が身近にあることを改めて感
じられました。
サッカーボールを通じて、
子どもたちの絆がより強くな
ると嬉しいです。

マーケティング部
野本 倫央

活動コメントＦＣ町田ゼルビアは毎年、学童保育クラブの訪
問活動を実施させていただいております。
こちらの活動のなかで、子どもたちや支援員の

方々より現場の声を聞いて、町田市内の学童保育
クラブ「43カ所」に、ＦＣ町田ゼルビアのエン
ブレムが入ったサッカーボール（4号球）を 2球
ずつ贈呈させていただくことになりました。
サッカーボールは、ＦＣ町田ゼルビア後援会か

らの寄付金を活用して購入しており、当会の深澤
勝会長より「クラブを通して寄贈いただくサッ
カーボールが、子どもたちの外で遊ぶ機会づくり

になっていただければ幸いです。」とお言葉をい
ただきました。
サッカーボールは、選手やゼルビー、クラブス

タッフが学童保育クラブに訪問してお届けいたし
ました。
ご協力いただきました町

田市子ども生活部児童青少
年課の皆さま、市内学童保
育クラブの皆さま、ＦＣ町
田ゼルビア後援会の皆さま
ありがとうございました。

町田市内のすべての学童保育クラブへ
サッカーボールを寄贈

青木義孝選手

子供たちが大きな夢を描ける街に子供たちが大きな夢を描ける街に

クラブゼルビスタ2022
＆シーズンシート

会員募集中！
最もお得にホームゲーム全試合を観戦できる「シーズンシート」
１試合観戦だけでもお手軽＆お得な「クラブゼルビスタ」
あなたにぴったりなプランがここに！

オフィシャルファンクラブ
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地域活動団体と連携することで、環境美化活
動の仲間を増やしていこうとグリーンバード町田
チームさんとのコラボ清掃が始まりました！
一緒にゴミを拾っていただく仲間を増やしてい
くとともに、我々が清掃活動を行っている姿を見
ていただくことがキレイな街づくりにつながって
いくと信じ今後も取り組んでまいります。

マーケティング部
 野村 卓也

活動コメント
同じ町田を本拠地とするグリーンバード

町田チームと「キレイな街づくり」に向け
た取り組みを開始しました。
グリーンバード町田チームのメンバーを

はじめ、ＦＣ町田ゼルビアのファン･サポー
ターの皆さまにもご参加いただき、町田
駅周辺、鶴川駅周辺、そしてスタジアム
周辺の清掃活動を行ってきました。
グリーンバード町田チームの方々が用意

してくださる「手袋」「トング」「回収袋」
の 3点セットを受け取り準備万端！
歩道に落ちているごみはもちろん、植え

込みの中に目を向けるとビン･缶やお菓子
の袋などが…。
一見キレイに見えるところでも、ごみが
落ちているのを目の当たりにし、残念な気
持ちになりながらもキレイにしていくため
約1時間、全力で回収していきます！
街をキレイにすることはもちろん、清掃
活動を行う姿を見てもらうことも重要で
す！ 活動している姿を見ていただくことは
ポイ捨てを含め、ごみの抑制へつながります。
次回活動の際はぜひ一緒に取り組みま
しょう！

古紙 ･段ボールの回収
＆フードドライブ大作戦を実施
ゼルビア×キッチンの駐車場にて古

紙･段ボールなどの回収とフードドライ
ブを行いました。
年末の大掃除に合わせて、エコ･テッ

ク様、グリーン山愛様にご協力いただ
き活動が実施できることとなりました。
皆さまにお持ち込みいただいた古紙･

段ボールなどは、もう一度資源に戻し

新たな製品となって活用（リサイクル）
されます。
当日は多くのファン・サポーターの

皆さまに資源をお持ち寄りいただきま
した。
引き続き、環境保全活動に取り組ん

でいきます。

さんあーる広場 in 町田シバヒロに参加
　町田市環境資源部 3R推進課の主催
で行われる「さんあーる広場 in 町田シバ
ヒロ」で、ＦＣ町田ゼルビアブースを出展
しました。
ブースではタオルマフラーを活用した
リメイクマスクなどを販売するととも
に、新聞バッグのワークショップを行い
ました。
ごみの減量を実践している事業者 ･団
体がブースを出展し、ご来場いただいた
方々に楽しく学べる機会を提供するとと

もに、小さなことからでもごみの減量に
取り組むきっかけづくりとしています。
天候にも恵まれ、ゼルビーも各ブース
を周りながら楽しんで過ごしました。
1人ひとりが、3Rの意識をもち取り
組んでいくことで豊かな街づくりを進め
ていきましょう！
主催いただきました町田市環境資源部

3R推進課の皆さま、ご参加いただいた
皆さまありがとうございました。

グリーンバード町田チームと
清掃活動を実施
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「大地沢青少年センター」と「町田
GIONスタジアム」を会場にして、親
子参加型イベント「ゼルキャン2021」
を開催しました！
大地沢青少年センターでは、自然
が豊かな大地沢の空気に癒されなが
ら「境川源流ウォーキング」や、薪割
りからチャレンジの「バーベキュー大
会」を開催。
スタジアムでは、50m走やお玉リ
レーに挑戦の「ゼルリンピック」、さ
らに「ドローン教室」や「ゼルビア鬼
ごっこ」、「ハンドマッサージ」を開催。
どちらもご参加いただいた方々よ
り、「コロナ禍のなか家族で遠出する
機会もなく、ＦＣ町田ゼルビアがこう

いった機会を提供してくれたことによ
り、家族の素敵な思い出をつくるこ
とができました！」 「今日から我が家は
ＦＣ町田ゼルビアサポーターになりま
す！」など嬉しいメッセージをいただ
きました。
今後も町田の魅力を感じられる企
画や、家族での素敵な思い出がつく
れるイベントを企画し、町田に住み
続けたいと思うことができる街づくり
を目指します。
ご協力いただきました大地沢青少
年センター様、スポーツパークパート
ナーズまちだ様、株式会社 SOPIC
様、チームゆくのき様、ＣＰサロン
町田店様、ありがとうございます。

コロナの影響によって家族みん
なで遠出する機会が減っている中、
地元にあるスポットで家族で楽し
めるイベントを！ということで大地
沢青少年センター様、町田 GION
スタジアム様にご協力いただき、
それぞれの場所でデイキャンプを
実施することができました。
大地沢青少年センターでは自然
に囲まれたスポットならではの体

験に、家族みんなで楽しんでいる
姿が印象的でした。様々なチャレ
ンジを経て家族みんなで食べた
バーベキューは格別だったことと思
います。
町田 GION スタジアムでは、普
段は入る機会がないスタジアムを
丸ごと使って大人も子どもも全力で
遊んでいました。家族対抗リレー
では熱い戦いが繰り広げられ、家
族が一つのチームになって取り組
む姿がとてもステキでした。
今回のそれぞれのゼルキャンを
通じて、家族の思い出がひとつで
も増えたら嬉しいです。

マーケティング部
近藤 圭

活動コメント

町田市食育ツーリズムを開催
町田市保健所保健予防課と株式会社

成城石井様に協働いただき、親子で楽し
く学べる体験型講座『町田市食育ツーリ
ズム』を開催しました。
本イベントは、市内農園での収穫体験

や講話などを通して、食が自然の恩恵や
関わる人々によって支えられていることを
学びました。
農家さんからのお話しを聞きながらの

収穫体験では、「これがいいんじゃない？」
「すごい立派なのが採れたね！」と親子で

楽しく会話しながら収穫をされていました。
収穫体験後は、みんなで抽選会を楽し

んでからＦＣ町田ゼルビアのホームゲーム
を観戦。
主催いただきました町田市保健所保健

予防課の皆さま、ご協賛いただきました
株式会社成城石井の皆さま、ありがとう
ございます。
今後も様々な取り組みを通じて、次世

代へと繋げていく街づくりを目指します。

ゼルビアウォーキング開催
　町田薬師池公園 四季彩の杜 西園
にて、ゼルビアウォーキングを開催しま
した。
施設内に設置されたチェックポイント
に立ち寄って、キーワードを集めると参
加特典が獲得できる「ゼルビアウォーキ
ング」。
ファン・サポーターの方をはじめ、公
園に遊びに来られた方々にもご参加い
ただき、自然豊かな町田薬師池公園の
魅力を感じながらウォーキングを楽しん
でいただきました。

参加された方からは、「町田の魅力や
自然を満喫できて、美味しい空気を吸
いながら歩くことができるだけで喜びに
感じる」、「家族同士での外出の機会に
なった」、「親子でのコミュニケーション
機会を作ることができた」と嬉しい言葉
をいただきました。
今後も町田市民の方々の「生活がよ
り豊かに」なり、町田の「健康的な住
み良い街」に貢献できるよう活動を続
けていきます。

ゼルキャン2021を開催

5G時代の
到来に向けた
新しい

サッカー観戦体験クラブ公式
サポーターズアプリ

NEWS PAPER 052022.spring



町田市生涯学習部生涯学習センター
が主催する、障がいのある人のための
学習講座 2021年度聴覚障がい編「き
こえない」とともに暮らす講座に参加し
ました。
本講座は、障がいのあるなしに関わ

らず、講座を通じて参加者同士が交流
し、お互いの理解を深めるとともに、
働くこと、地域の防災のことなどを一緒
に考えるプログラムとなっています。
聴覚障がい当事者の方々から事前に

ヒアリングを生涯学習センターが行い、
「ＦＣ町田ゼルビアと一緒に取り組みを
行いたい」とお話をいただいたこと、トッ
プパートナーの株式会社TERADA 様

に本講座の趣旨にご賛同いただき特別
協力をいただくことで、今回の取り組み
が実現しました。
スポーツレクリエーションや、スタジ

アムでの就労体験、フラッグベアラー、
試合観戦などを体験。
就労体験の看板清掃では、各グルー

プに分かれてバケツと雑巾を手にスター
ト！ 手話やジェスチャーなどでコミュニ
ケーションをとりながら作業を行ってい
きます。
フラッグベアラーは、自ら手を挙げて

くださった聴覚障がい当事者の方々が、
とても真剣に練習に励み、わからない
ことは手話通訳の方や要約筆記の方を

交えながらコミュニケーションをとって
本番に備えました。
皆さん笑顔を意識して、元気に入場し
てくださいました。
本番を終えた後は緊張から解放され

「緊張したけど楽しかったね！」「特別な
体験だったね！」と盛り上がられている
ことが印象的でした。
今後も様々な取り組みを通じて、人
と人との繋がりが生まれる街づくりを目
指します。
主催いただいた町田市生涯学習部生
涯学習センターの皆さま、特別協力い
ただきました株式会社TERADAの皆
さま、ありがとうございます！

聴覚障がい当事者の方が「ゼルビアと
一緒に活動したい！」と町田市へ回答したと
ころから本講座での協働が始まりました。
全3回の講座後には、参加者同士で連絡
先を交換したり、次に会う約束をされている
姿が見られ、嬉しくてたまりませんでした！
健常者も障がい者もお互いの理解を深め、
地域の中で共に支え合いながら暮らし続け
ることができるコミュニティーづくりにも繋
がっています。

マーケティング部
野村 卓也

活動コメント

元気にいきいきと暮らせるように！
健康体操教室を実施
ＦＣ町田ゼルビアでは、高齢者の方々

が心身ともに健康的な状態で長く大好
きな街に住み続けることができるよう
『健康体操教室』を実施しています。
コロナ禍の中、外出機会が減ったこ

とで運動機会が減り、高齢者の方々が
困っているという声を聞き制作した『町
トレゼルビアバージョン』をきっかけに、
健康体操教室の依頼を多くいただくよ
うになりました。
ＦＣ町田ゼルビアでは健康体操教室

を通じて『フレイル予防』にも取り組ん

でいます。
健康体操教室のプログラムは約 30

分間！ 前半15 分は無理なくゆったりと
体をほぐし、心身ともにリラックスでき
る状態をつくり、後半10 分は頭と指先
を使った簡単な遊びを行いながら、楽
しみつつ普段意識しない動きなどで心
身ともに活性化を図ります。最後に整
理体操をして健康体操教室は終了です。
ＦＣ町田ゼルビアでは、健康体操教

室のご依頼をお待ちしております。お気
軽にご連絡ください。

【からだも こころも 地域も元気な町田を目指して】
町トレ ゼルビア Ver. 公開！
　町田市役所及び『まちだをつなげる
30人』と協働し【町トレ ゼルビアバージョ
ン】を制作し公開しております。
ＦＣ町田ゼルビアの選手たちが出演して
いる動画を見ながら選手たちと一緒に健
康づくりを行いましょう!!
コロナ禍の中、地域にお住いの高齢者
の方々をはじめとした町田市民の方々が、
お家にいながらでも健康のために運動で
きる環境づくりや、健康のために近隣に
お住いの方同士が声をかけ合い、自主的

に運動していくためのきっかけづくりとし
て制作を行いました。
ご自身だけでなく、ご家族やお孫さん、
近隣にお住いの方同士で声をかけ合い、
一緒に楽しく町トレに取り組んでいきま
しょう！
ご協力いただいた、市民協働推進課･
高齢者福祉課の皆さま、高齢者支援セン
ターの皆さま、まちだをつなげる30人の
皆さまありがとうございます。

「きこえない」とともに暮らす講座を開催

A S S I S T  f o r  H E A L T H

福祉
アシスト

人と人のつながりが
生まれる街に

人と人のつながりが
生まれる街に

町田焙煎珈琲株式会社
We make you smile, not coffee.

世界に一つ。あなただけのコーヒーギフトで
  大切なあのひとに、笑顔を贈ろう。

®

写真・イラストからオリジナルのコーヒー紅茶
パッケージを少量から手軽に作れるサービスです。
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株式会社アーツ
株式会社Rホーム
ITWDプログラミング教室 町田校
秋山内装
あさひグループ
朝日リビング株式会社
有限会社東典礼
アドバンスK.P
アネックス株式会社
株式会社アバールデータ
株式会社アベ企画
株式会社イーグルダイニング
イーマ株式会社
博多老舗いっぷくラーメン
今野瓦店
インテリア参壱々丸
ウィンベル
牛越塗装
AK PAINTING
株式会社エスエーシー
株式会社エスエストラスト
株式会社エスプラン
エピソードカフェ
有限会社エム・ビルド
大久保建工
有限会社ALL NEXT
大原美装
小川塗装
株式会社オリバー
岳大土木株式会社
華月
合同会社カシワヤ
數田電工
カノウ薬局
加藤菜園
金井商店会
神蔵興業有限会社
かもめClinic
川田屋株式会社
環境エクステリア株式会社
キタザワ・トレーディング株式会社
きめたハウジング
GALLERY･2
有限会社くーぽーる
草薙一郎法律事務所
株式会社くらしの窓保険
株式会社グラスビトウィーン

株式会社グリーン山愛
CPサロン町田店
クリエーティブカミヤ株式会社
クリヤマ株式会社
株式会社グレースコーポレーション・
ジャパン
クローバーランド株式会社
KEI-CRAFT
K-FRONTIER株式会社
Keiwa整骨院
健康生き甲斐リエゾン協議会
健康生き甲斐リエゾン町田
康仁歯科医院
美容室Coconfouato
河野防水
斉藤塗装
栄不動産有限会社
櫻井三樹子社会保険労務士事務所
有限会社サトー住建
佐藤建装
三共自動車株式会社
三軒茶屋はり灸イーゲル
株式会社三凌商事
株式会社シーティーアイ
合同会社ジャイアントステップス
株式会社ジャパンセル
修栄塗装
省宗リフォーム
正太楼
株式会社昌文社
George Town
新光商事株式会社
城南信用金庫
株式会社スキップス
すずか
鈴木電器
西武信用金庫 町田支店
ホテルラポール千寿閣
綜合警備保障株式会社 南多摩支社
医療法人社団相明会
和み税理士法人
株式会社髙山商店
たぬき屋 久保田陶器店
有限会社田畑造園
滝瀬工業
辰巳塗装
株式会社タマガワイーサポート
玉川学園鍼療所

玉川悠己写真事務所
たま整骨院
有限会社チアクリエーション
中央消防機器株式会社
長永スポーツ工業株式会社
塚本会計事務所
TSUTAYA 町田木曽店
TSUTAYA 西友町田店
ディーエムソリューションズ株式会社
有限会社ディ･エス･インターナショナル・
コンサルティング
株式会社東急百貨店　町田東急ツインズ
株式会社東京綜合造園
東京土建一般労働組合町田支部
学校法人東京町田学園 
町田・デザイン専門学校
株式会社東和ホーム
トータルハンズ
有限会社長田工業
株式会社永田屋
成瀬不動産株式会社
西原タイル
塗り匠
bar&curry noi
ノースシーリング
野澤・中野法律事務所
町田パークアベニュー商店会
Bar Funny Beat
ハウスコート
有限会社萩生田商事
株式会社PASU
長谷川左官工業
花井商店
八昭印刷株式会社
バニラシュガー
原塗装工業
まいどおおきに 町田木曽食堂
株式会社パブリック商会
はまぐち皮フ科
原町田四丁目商店会
医療法人社団多摩医療会 原町田診療所
東日本タクシー株式会社
ピコイ神奈川
有限会社久美堂外商センター
有限会社土方精肉店
株式会社ピュアトーン
HIRAYAMA
福田装建

富士フイルムビジネスイノベーション・
ジャパン
有限会社ブルーウェイ
ペダラーダ・グリルフクヨシ町田店
ペイントホームズ日熊
眞﨑板金店
公益社団法人 町田法人会
ホシザキ東京株式会社町田営業所
町田焙煎珈ヒルズ珈房
町田いずみ浄苑
町田一番街
町田駅前グレイス歯科・矯正歯科
株式会社セん・カネコ
有限会社町田特殊鋼
町田ドライヴィングスクール
町田野菜×ビストロ マチダイナー
松風建装
まつもとext合同会社
松原法律事務所
まほろ座MACHIDA
丸治屋せんべい店
旬菜酒房 まるはば
溝呂木塗装
三原工芸
MIRAI LINK株式会社
無邪気
MerryLand自由が丘
モレイク
睦特殊金属工業株式会社
有限会社守屋設備設計企画
有限会社山路フード
株式会社ヤードエンジニアリング
やきにくやさん 町田店
やさいのナイトウ
山下瓦店
株式会社ヤマショウ建設
株式会社ユニオンメタル
株式会社ライフ・ウェイ
吉野建装
株式会社リーフラット
隆星運輸株式会社
ル・ソレイユ
レンブラントホテル東京町田
株式会社れんたま
企業組合ワーカーズ・コレクティブ凡
ワイズ

BL100% 70% 40%

【 2021年 ゼルビアアシスト 協賛企業一覧 】

ＦＣ町田ゼルビアの活動にご理解とご協力をいただき
厚く御礼を申し上げます

(敬称略、五十音順)

皆さまからのアシスト(協賛)をお待ちしております！
次世代へと繋げる魅力的な街づくりを共に行いましょう！

ゼルビア
アシスト新聞

広告募集
アシスト新聞に貴社の広告を掲載
しませんか。広告制作も承ります。
詳しくは発行事務局までお問い合わ
せください。

「FC町田ゼルビア」
を検索1 必要事項を入力して

「送信」ボタンをクリック3 後日、クラブより
ご連絡いたします4メニューバーの「HOMETOWN」より

「ゼルビアアシスト募集」をクリック2

協賛企業募集
お申込み方法

※書面にてお申込みの際は申込用紙に必要事項をご記入のうえ、担当にお渡しいただくかFAXでご送信ください。申込用紙は担当よりお渡しいたします。また、ホームページからもダウンロードいただけます。
assist@zelvia.co.jp
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