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10 月から各会場で始まったリーグ戦！各会場で盛り上がりを見せました！ゴールを
決めた時の喜び！子供達の笑顔は最高でした！第 1 クールは 11 月末で終了としま
す！優勝チームには賞状を贈呈します！かわらばん 12 月号が手元に届く頃には優勝
チームが決まっているのかな・・・。果たして優勝チームは！？

アツ過ぎる渡利リーグ！
渡利会場リーグ戦では 2 チームでの戦い
に！快勝 したチームが翌週 は惨敗すると
いう繰り返しで 2 ヶ月経ちました！この
ジンクス は破られることな く、現在まで
連勝した チームはありませ ん。ある意味
1 番盛り上がった会場といえます！

アバンツァーレには通常のスクールに加え、クラブを
代表して大会に参加する選手コースとがあります！赤
を基調としたスクール着とは異なり、水色を基調とし
た練習着、ユニホームを着て技術と心を磨いていま
す！選手コースでは普段のスクール練習に加えて週末
のチーム活動を行っています！合宿や遠征を通じ、自
主性も育てています！これからも各年代で大会が予定
されており、現在チーム強化中！
12 月中も遠征や合宿を通じて心と技術を磨いていき
ます！12 月には選手コースの体験練習会も計画して
います！案内ができましたら会場にてお渡し致します

スクール生が大活躍！
各チーム は選手コース生と スクール生が
チームを編成しているのですか・ ・・。
スクール生の活躍が目立ちました ！1 日
で 4 得点するスクール生もいました！
スクール 生の活躍で選手コ ース生にも火
がついていました！

アバンツァーレでは新たに携帯サイトを始めました！11
月の途中から実施していたのですが、練習の有無もサイト
から確認することができます！基本的には練習の 2 時間前
までには練習実施か中止のご案内をサイト上で行っていき
ます！急な天候の変化による中止の際も随時更新していき
ますので、ご確認よろしくお願い致します！
なお、ホームページ上でもサイトにとぶことができます！
それに伴い、今までと練習実施の掲載方法が変わりますの
でそちらも併せてご確認ください！

のでよろしくお願いします！
保護者の皆様、登録よろしくお願い致します！事務局が休
みの場合も間違いなく練習の有無が確認できます！
練習の確認以外でも、練習会場で持ち主がわからない忘れ
物があった場合もサイトで確認したいと考えています！
どうぞご活用ください！

こんに ちは！ 小野 コーチ
です！ 最近は 毎回 のよう
に子ど ものこ とば かり話
してき ました が・ ・・︒
今回は ﹁食欲 の秋 ﹂とい
うこと でまさ に食 欲につ
いてお 話しま す！ みなさ
んの食 欲はど うで すか？
コーチ はたく さん 食べる
というよりは︑
﹁これ食べ
たいな ﹂と思 う種 類が増
え て きま した ！最 近 で
は︑鍋 がお気 に入 り！以
前テレ ビでこ れま でに流
行った 鍋が紹 介さ れてい
ました ︒トマ ト鍋 がブー
ムにな ったの は記 憶に新
し い とこ ろで す！ し か
し︑コ ーチは トマ ト鍋を
食べた ことが なく ︑今さ
らなが らとて も食 べたく
な っ てき まし た！ そ し
て︑鍋 のシメ と言 えば雑
炊やう どん！ テレ ビで紹
介して いたの は︑ トマト
鍋のス ープに パス タを入
れてナ ポリタ ンと いうパ
ターン ・・・ ︒本 当にお
いしそ うです ！み なさん
は何鍋 がお気 に入 りです
か？食 欲の秋 とい うこと
でもう ひとつ ！我 が家の
悠花ち ゃんは たく さんミ
ルクを 飲んで いま す！飲
み過ぎ て心配 する くらい
です・・・
︵笑 ︶食欲の秋︑

恐るべし・・・︒

文章責任者 小野 亘
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10 月より除染のため利用できなかった野田中央公
園が 12 月から利用可能になりました！そこで、
12月より野田中央公園での練習を再開します！今
まで慣れ親しんだ会場で練習を再開できることを
嬉しく思います！また例年ですと、日照時間の関係
で、練習開始時間を繰り上げておりました。その結
果、特に小学校高学年の皆様は練習時間に間に合わ
ない場合が多くありました。そこで、12 月は以下
のスケジュールで練習を実施します！
【幼児】
16：00〜17：00 野田中央公園
【小学生】
17：45〜18：45 森合小学校グラウンド
同封の 12 月練習予定表をご確認の上、お間違いの
ないよう練習にお越しください！なお、森合小学校
では 10 月のように照明をつけての練習となりま
すのでご安心ください！また、30 分以上練習に遅
れた場合は他会場でも振り替えることができます
ので、お気軽にご参加ください！

TEL
（月曜日〜 金曜日）
0120-019-578 １０時〜１ ９時まで

今回は年末スペシャル企画！豪華プレゼン
トをご用意しました！コーチとの 1 対 1 の
戦いに挑んでみよう！
ヨーロッパのビッグクラブである「FC バ
ルセロナ」と「レアルマドリード」
。この 2
チームが対戦する試合は何と呼ばれている
でしょう！？
① エラシコ
② クラシコ
③ タバスコ
④ ドドスコ
正解者の中から抽選で 2 名に豪華プレゼン
ト！応募先は下記メールアドレスまで！
ono@avanzare-sc.com！！
応募締め切りは 12 月 16 日（金）まで！

11 月中は一気に気温が下がり、寒い日が多かったですね・・・。各会場の練習では「体調不良の
ためお休みします」との連絡がとても多かったです。風邪には十分気をつけなければいけませんね（涙）
子供達はサッカーが好きで、一生懸命練習に取り組みます！中には半袖、短パンで練習する子もいました！練習中
は暑くなるのですが、大切なのは練習後です！汗をかいたままにしていると体が冷え、風邪をひきやすくなってし
まいます！そこでコーチから何点かお願いがあります！

特に練習後に体を冷やさないためにも、暖かい恰好
で練習に参加しましょう！暑くなったら脱ぐ！（忘
れ物に注意！）寒い時期は「手袋」
「ネックウォーマ
ー」
「ニット帽」は必需品！練習前後のためにベンチ
コートがあれば最高ですね！

気温が低いとはいえ練習中は汗をかきます！防寒具
を着たまま練習をすればなおさらです！汗を拭くタ
オルや着替えを準備し、練習後に着替えることで風
邪を予防しましょう！

練習後だけに限らず、外から帰ったら必ず手洗いと
うがいをしましょう！毎回必ずやることでそれが習
慣となります！そうすることで意識しなくても自然
とできるようになります！

アバンツァーレホームページ

︻選手コース募集中︼
月 も 引 き 続き 選 手コ
ース体験生を募集中で
す！やる気のある子︑大
会に参加したい子をお
待ちしています！

︻練習の確認︼
携帯ブログにてご確認
できるようになりまし
た！ご活用ください！

︻風邪にご注意︼
月中は体調を崩し︑練
習を欠席するお子様が
とても多かったです︒手
洗いうがいはもちろん︑
練習後の着替えの準備
もお願いします！

︻忘れ物にご注意︼
暗くなるにつれて忘れ
物が増えてきまし
た・・・︒持ち物には名
前を書きましょう！そ
して忘れ物には気を付
けましょう！

︻月曜練習参加の方へ︼
毎週月曜日の福島三小
練習ですが︑送迎の際は
できるだけグラウンド
側に乗り入れて下さい︒
スクール後に利用する
団体の方もいるためご

協力お願いします︒

文章責任者 小野 亘
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