アバンツァーレ Jr サッカークラブ

〒981-1105
宮城県仙台市太白区西中田１丁目 20−7

【第 2 位】赤（金曜日：野田会場）
（選出ポイント）
チーム名が決まらず、ビブスの色がチーム名になったのです
が・・・。情熱の赤！健闘を祈ります！
【第 1 位】チーム 27（月曜日：信夫ヶ丘会場）
（選出ポイント）
チーム発表時にそれぞれが着用したビブスの番号の合計がチー
ム名になりました！毎回同じチーム名になれるように頑張って
ください！(笑)

チームを編成してから１番 の目標にしてい
た全日本少年サッカー大会 ！新人戦の悔し
い思いを胸に刻み︑一発勝 負のトーナメン
トに挑みます！クラブの代 表として恥ずか
しくないゲーム︑さらには 観ている人が夢
中になるようなサッカーを したいと思いま
す！応援よろしくお願いします！

※裏面もご覧ください！
4 月から各会場にてリーグ戦「春の陣」が開幕しました！
現在激しい戦いが繰り広げられています！各会場様々なチーム
名がありとても面白いです！そこでコーチが勝手に決めた面白
チーム名をランキングとして紹介します！
【第 3 位】肉まん（水曜日：郡山会場）
（選出ポイント）
暖かくなってきたにも関わらずにこの名前・・・。冬の陣では力
を発揮しそうですが、春はどうなのでしょうか！？(笑)

TEL
（月曜日〜金曜日）
0120-019-578 １０時〜１９時まで

【事務局お休み】
5 月 3 日（木）
、〜5 日（土）の期間は祝日のため
事務局はお休みになります！また、6 日（日）も
事務局がお休みになりますのでご注意くださ
い！
事務局へお問い合わせの際は 5/2（水）の 18：30
までにご連絡いただくか、直接小野までご連絡く
ださい！
【練習お休み】
5 月 4 日（金）は祝日のため野田中央公園練習は
お休みになります！振替練習は 5/26（土）に行い
ますので日程表をご確認のうえ練習にご参加く
ださい！

今回は予告 通り悠花 ちゃん特
集です！も うすぐ７ ヶ月を迎
える我が家 のマドン ナはすく
すくと成長 していま す！しか
し・・・胃 腸炎にか かり１週
間ほど入院してし まいまし
た︒いつも 笑顔を振 りまいて
いた悠花で したが︑ 顔色が悪
くミルクを 飲んでも もどすと
いった具合 でした︒ 翌日病院
に行くとそのまま入院・・・︒
１週間点滴 をしたま ま病室で
過ごしました︒
実は悠花が 胃腸炎に かかる前
に悠作がイ ンフルエ ンザにな
っていまし た︒悠作 が元気に
なったら悠 花が胃腸 炎に︒悠
花が良くなってき たところ
で︑看病し ていた妻 が体調を
崩すとい うまさか の展開
に・・・︒ こんな厳 しい状況
も小野家総 出で何と か乗り越
えました！ 今はみん な元気で
す！悠花も 悠作も元 気に保育
園に行っています！
何はともあ れ︑元気 でいられ
ることが１ 番ですね ！みなさ
んも気を抜 かず︑元 気に過ご
しましょう！

文章責任者 小野 亘
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【第 8 節、アバンカップ号外の当選者発表】

アバンカップ号外の答えは③ゆうき君＆れん君
正解者 2 名がボールゲットです！
① 富山じたん君 ② 生田目ひゅうが君

こんにちは︒連載第二回目となりま
した事務局の佐藤です︒
ようやく春らしい陽気になってき
ました︒この記事を書いている四月
中旬には︑まだ私のいる場所ではサ
クラは咲いていませんが︑これが皆
５月 日︵土︶野田中央振替練習終了後に︑クラブイベ さんのお手元に渡る頃には︑もしか
ント﹁缶蹴り大会﹂を 行います！私が 子供の頃は︑ゲー
したらサクラは散り際を迎えている
ム遊びよりも外遊びば かりしていまし た！近所に公園が
かもしれませんね︒
なかったため︑放課後 の学校や帰り道 の田んぼや山に繰
さて︑先日少し暖かくなってきた
り出し日が暮れるまで遊んだものです！
こともあり︑家族四人で動物園に出
かけました︒家から車で三十分程度
そこで今回は野田中央 公園にて缶蹴り 大会を開催し︑み
の場所にあるため気軽に行けて︑子
んなで楽しみながら汗を流そうと思います！
供たちもとても喜ぶので︑年に二︑
三回は動物園に行くのですが︑やは
︻缶蹴り必勝ポイント① 視野の確保︼
り暖かくなると︑みんな考えること
鬼は広い視野で周りを 観渡そう！みん ながどこに隠れて
は同じなようで︑普段は待たされる
いるのか？何か手がかりはないのか？しっかり観よう！
ことなく入園できる動物園の駐車場
︻缶蹴り必勝ポイント② 積極的なチャレンジ︼
がその日は満車で︑予想外なことに
缶を蹴り飛ばすために ︑一瞬のチャン スを見逃すな！積
入場まで三十分ほど待たされてしま
極的にチャレンジしよう！
いました︒
︻缶蹴り必勝ポイント③ チームワーク︼
下の娘は︑まだ二歳前なので動物
一人で戦うのは難しい・・・︒大切なのはチームワーク︒ を 見せて も反応 はイマイ チでし た
協力することが大切！
が︑もうじき四歳になる上の娘はと
ても喜んでくれたようで︑特に象と
プレーリードックが気に入ったよう
でした︑
そんな無邪気な笑顔を見ながらも︑
周囲を見渡すと小学生くらいの女の
子になると︑父親と手をつないで歩
いている家族はあまりなく︑うちの
子はいつまで私と手をつないで歩い
てくれるのかなぁ・・・などとふと︑
考えてしまいました︒私としては小
学生の三学年くらいまでは︑一緒に
手をつないで歩けるような仲でいた
いと思っているのですが︑この目標
は果たして高いのか低いのか？
そんなことを考えた︑四月の休日で

した︒

http://www.avanzare-sc.com
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文章責任者 小野 亘

選手コースでは「闘う」ことをテーマに掲
げています！サッカーの技術よりも、
「闘
う」というベースの部分に焦点をあててい
ます！
新たな選手コース生も募集中です！
一緒に闘いましょう！
第 8 節の答えは①悠作（ゆうさく）＆悠花（はるか）
正解者 9 名の中からボールをゲットしたのは・・・
① 菅野だいと君 ② 吾妻けいた君

【5 月大会予定】
第 36 回全日本少年サッカー大会
県北地区予選
5/4（金）vs 荒井（13 時〜）＠荒井小学校

正解がわかったら
ono@avanzare‑
sc.com までメール
で答えを送ってください！
正解者の中から 2 名にサッカーボ
ールをプレゼント！

【活動報告】
4/15（日）仙台遠征
4/21（土）練習試合 vs 愛誠

左のサッカー選手（？）が着てい
るのは何というチームのユニホ
ームでしょう！？

【4 月大会結果】
第 18 回福島信夫ライオンズクラブ杯
vs 御山 2‑
4● vs 川俣 2‑
0○ 予選 2 位
vs 中央ドリマ 4‑
1○ vs 森合 3‑
3 4位
第 9 節のクイズは・・・・
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【日程】 5 月 26 日（土）
【時間】 11：10〜12：００
【対象】 アバンクラブ員とその兄弟・お友達
【その他】
① 参加希望の方は小野までメ ール送信くださ
い！（ono@avanzare-sc.com）
② 実施の有無は携帯サイトに掲載します！

