毎年恒例 の夏季 強化合 宿！今 年も秋 田県に て強化 合宿を 行うこ とが
決定しました！
︻日程︼８月１日〜３日
︻対象︼クラブ員と兄弟・友達※クラブ外のお友達も大歓迎！
昨年同様 ２泊３ 日の合 宿とな ります ！子供 達にと ってま さにサ ッカ
ー漬けの ３日間 になり ます！ ３日間 親元を 離れて の合宿 となり ます
ので不安もあるかと思います︒しかし︑合宿を終え福島に帰る頃には
大人びた 姿にな ってい ること 間違い なし！ 昨年も 合宿に 参加し た子
供達から様々なところで成長を感じ取ることができました！

案内がで きまし たら配 布と募 集を開 始しま す！サ ッカー が上手 くな
りたいみんな︑参加をお待ちしています！

菅野卓人⑥
千葉大聖⑥
山田翔大⑤
高澤知畝⑥
山口裕樹⑤
笹木大揮⑤
古宮大輝⑤
大内匡聖⑥
富山慈丹⑥
安田魁③
生田目日向⑥
水上汰一⑤

県大会登録選手

県大会での目標は？
県大会で 1 位になり、全国大会で優勝
することが目標です！
そのために何を頑張りますか？
ま ず、体を 張って闘 うこと！ 今チーム
で やってい ることに 集中して 力を発揮
できるように頑張る！

佐藤尚行⑤

今回は︑子 供の話を 我慢しコ
ーチが小学 生だった 頃の話を
したいと思 います！ キーワー
ドは﹁コンセント﹂です 笑( )
ある友達が 図工の時 間に使っ
た電動糸鋸 の刃を２ 本隠し持
っていまし た・・・ ︒いった
い何をする のか心配 していた
時に事件が起きたのです・・・︒
パッとその 友達を見 た瞬間ま
さに仰天映 像でした ！体育館
の外壁にあ ったコン セントに
糸鋸の刃を 差し込ん でいたの
です！︵汗 ︶その友 達の体は
小刻みに震 え︑刃か ら手が離
れなくなっ ていたよ うなので
す︒別な友 達が掃除 袋︵雑巾
とひざ当て を入れた もの︶を
ぶつけ友達 を助ける ことがで
きました！ コンセン トに糸鋸
の刃を入れ たら危な いと知っ
たコーチで したが︑ しばらく
たったある 日同じよ うな光景
を見ました ︒それは 理科の授
業の時でし た︒豆電 球を使っ
た実験をし たのです が︑ある
友達が豆電 球を手に コンセン
トに近づい ていくの です︒先
生は気づい ていませ ん︒まさ
かと思いま したが︑ その友達
は豆電球を コンセン トに差し
込みました ・・・︒ 豆電球は
﹁ボン﹂と いう音と 共に黒い
煙を出して壊れました︒
みなさん︑ コンセン トには注
意ですよ！ そんな友 達がいた

ら注意してあげてね！

http://www.avanzare-sc.com/
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文章責任者 小野 亘

TEL
（月曜日〜金曜日）
0120-019-578 １０時〜１９時まで
〒981-1105
宮城県仙台市太白区西中田１丁目 20−7
アバンツァーレ Jr サッカークラブ

今回は福島 SC の
「ファンタジス
タ」キャプテンの
慈丹君にインタビ
ューしました！
慈丹君は素晴らし
いテクニックとサ
ッカーセンスを併
せ持つ良い選手で
す！

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

クイズ対決も第 10 節を迎えました！今回も正解
者の中から 2 名にサッカーボールをプレゼント
します！
【第 10 節】
ヨーロッパのクラブチャンピオンを決める「UEFA
チャンピオンズリーグ」
。①今年のチャンピオン
チーム②スコアを答えてください！
例）①アバンツァーレ②5‑
5（PK5‑
4）
答えは ono@avanzare‑
sc.com までメールで応募
してください！締め切りは 6 月 15 日（金）まで！

【クイズ対決第 9 節の当選者発表】

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

5 月に入り、全国各地で残念な事故が起きまし
た。通学中の子供の列に車が突っ込むという事
故です。居眠り運転や、ボーっとしていたとい
う理由のようですが、本当に残念です。
みなさんも注意できることはしっかりと行い
ましょう！
① 歩道を歩く（歩道のないところは道路の端
を歩く）
② 2 列、3 列にならないように歩く
③ 危なそうな車が来たら気を付ける（フラフ
ラしている車、スピードを出し過ぎの車な
ど）
万が一何かあった時は車のナンバーを覚えて
おきましょう！

第 9 節の答えはチェルシーでした！
見事正解した 4 名の中から抽選で
野田会場 津田大虎くん
信夫ヶ丘会場 谷口佑太くん
練習時にサッカーボールをプレゼントします！

6 月は子供達に人気な「キックベース大会」を開催します！今回のキ
ックベース大会は通常のキックベースによりサッカーの要素を加えた
ルールで行います！ピッチャーが転がしたボールを蹴るところまでは
ｓｄ
従来のルールと一緒ですが・・・いくつか違う部分もあります！
① ベース代わりにミニゴールを使用！
② 守備もボールを蹴って OK！
＜ルールについて＞
ピッチャーが転がしたボールを打者がキック！ミニゴール目掛けて走
ります！守備側は、走塁者よりも先にミニゴールへボールを入れる、
または走塁者にボールを当てればアウト！ただ、手で投げるもよし、
その場からシュートやドリブルシュートも OK！
＜ポイント＞
1． 狙ってキックすること！（打撃時、守備時）
2． 浮き球の処理をしっかりする！（判断が大切です）
3． コミュニケーションを大切に！（連携が大切です）
4． 最後まであきらめない！（何事でも大切なことですね）
5． 楽しむこと！（やっぱり楽しむことが 1 番）

こんにちは︒
事務局の佐藤です︒
新年度がスタートして２か月
が経ちますね︒皆さん新しいク
ラスには慣れた頃でしょうか？
さて︑先日︑娘と一緒にミッ
キーマウスのアニメを見ていま
した︒内容はミッキーがミニー
の誕生日にケーキを作ってあげ
るというものだったのですが︑
その中で︑新しい発見があった
ので︑今回はそのお話をしたい
と思います︒
皆さんも誕生日にはケーキに
歳の数だけロウソクを立て︑そ
れを吹き消してからケーキを食
べると思いますが︑欧米では︑
ロウソクを吹き消す前に願い事
をする風習があるそうです︒と
いうもの︑欧米では願い事をし
て︑ケーキのロウソクを一息で
吹き消すことができれば︑その
願い事が叶うといわれているそ
うです︒
私もこれまでは︑ただロウソ
クを吹き消すだけでしたが︑ち
ょ う ど ６ 月 は 妻 の 誕 生 日な の
で︑さっそく我が家でも試して
みることにします︒みなさんの
ご家庭でも︑試してみてはどう
でしょうか？もしかしたら︑本
当に願い事がかなうかもしれま

せんよ？
文章責任者 小野 亘

【日程】 6 月 23 日（土）
【時間】 10：00〜11：00
【対象】 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！
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