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ワールドカップ予選、EURO2012、オリンピックにも負けない
戦いが繰り広げられてい
ます！各会場でチームを編成し 7 月～8 月の 2 カ月間本気の勝負をしています！
新たな仲間と共に
、
、
、素晴らしい戦いばか
りです！7 月調子の良かったチームは 8 月にそれ以上の活躍を！7 月調子の悪かったチーム
は 8 月の巻き返しを！会場の頂点を目指してとことん頑張ろう！
みんなの活躍を期待しています！

下記の日程は事務局がお盆休みとな
ります！

事務局お休み中のお問い合わせは小
野までご連絡下さい！
また、練習の予定については同封の
予定表をご参照のうえ、お間違いの
ないようにお越しください！

各会場で案内していますが、8 月末ま
での限定で「お友達・兄弟紹介キャ
ンペーン」を行っています！
紹介してくれたお友達がアバンに入
会したら
をプレゼント！貰った人しかわから
ない
グッズです！
当クラブが掲げる「専用グランド」
を作る夢を叶えるためにも皆様のご
協力をよろしくお願いします！

アバンツァーレ福島ｓｃでは新たな
選手を募集しています！
中学に向けてより専門的にサッカー
をしたい 6 年生
！
新人戦や来年の全少に向けてチーム
入りを目指す 4,5 年生
！
試合に出たい 1～3 年生
！
目標に向かって仲間と本気で取り組
む素晴らしさが選手コースにはあり
ます！お気軽にお声掛けください！

『最近気になること・・・』
コーチには 最近気に なること
があります 。それは 肌のこと
です（女子 か！笑） 仕事柄外
に出ている ことがほ とんどな
ので、たく さん日光 を浴びて
います。飲 み放題な らぬ「日
焼けし放題 」な日々 を送って
います！コ ーチはこ れまでの
人生で日焼 け止めと いう行為
をしたこと がありま せん！そ
んなのは女 子がする ことだな
んて思って いました 。二十歳
を過ぎる頃までは・・・・。
しかし、今 年の５月 くらいだ
ったでしょ うか。こ のような
ことを言われました。
「コーチ
もお肌のケ アした方 がいいで
すよ。今は 大丈夫で すがこれ
から先・・ ・・」い やいやま
だまだ若い から大丈 夫なんて
思っていた のですが 、身体の
変化に気づ きました 。変化①
ほくろが増 えた。② 顔にシミ
のようなも のができ た。なる
ほど、以前 言われた のはこう
いうことか ・・・・ 。男子で
もお肌のケ アをしな ければと
思い立った ものの、 外に出れ
ば少しでも 逞しく見 せるため
に日焼けに勤しむコーチ。
お肌を大切 にしたい 気持ちと
逞しくなり たい気持 ちが１対
１の戦いを繰り広 げていま
す。今のと ころ、逞 しくなり
たい気持ち が優位に 戦いを進

めているようです・・・・。
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日本時間で 7/28（土）に開幕を迎えるロンドンオリンピック！スポーツの祭典でもある大きな大会に
国を代表した選手が出場し素晴らしい戦いが繰り広げられるでしょう！そこで今月号ではロンドン
オリンピックを特集します！
渡辺一成選手

福島県双葉町出身。
今
は ば らば らに なっ て
い る 友人 達の 思い を
一 つ に集 める ため に
も 自 転車 競技 で日 本
人 初 の頂 点を 目指 し
ます！

法華津寛選手

ギグス選手

今大会最年長の 71 歳
でオリン ピック に挑
む！自ら 「奇跡 」と
語るロン ドンオ リン
ピックに 最後の 大舞
台として臨みます！

香 川 選手 が 移籍 す る
マ ン チェ ス ター U 所
属。クラブでは数々の
栄 光 を手 に しま し た
が、代表では初の国際
大会！38 歳とは思え
ないプレーに注目！

アテネオリンピック、柔道 90 キロ級の泉
浩選手 。マグロ漁の 本場、青森県大 間出
身。漁 師の家に育ち 子供のころは「 漁師
になると覚悟していた。」9 人兄弟の下か
ら 2 番目。兄 3 人は全員漁師だ。小 2 で
始めた柔道は楽しかった。小 6 の時、東
京の柔 道私塾の試験 に受かって欲が 出て
きた。
「10 年時間が欲しい。モノにならな
かった ら漁師をやる 。大学卒業まで に結
果を出 す」そう父と 約束した。中学 で芽
が出ずに「帰って来い 」と言われた。
「高
校でタ イトルを獲れ なかったら辞め る」
と土下 座した。猛練 習でインターハ イを
優勝すると、高 3 でまた父に土下座した。
「大学に行かせてくれ」あの日から 10年、
アテネ オリンピック 銀メダルが約束 最後
の年だった。

今回の対決はもちろんロンドンオリンピックについてです！
内容はズバリ！
です！！日本代表選手が何個メダルをとるか！？だと
難易度はかなり高いと思うので、①誰が②○メダルといった具合で OK です！
例）

正解はスペイン代表！
気になる当選者は！？

多くの予想を当てた人がチャンピオン！成績優秀者にはサッカーボールをプレゼント！
勝負のカギは
積極的に参加し、サッカーボールをゲットしよう！
応募先は ono@avanzare-sc.com
締め切りは 8/8（水）まで！！

こんにちは。事務局の佐藤
です。ようやく夏らしい暑
さになってきましたね。
さて、先日、会議で話を
している時に、ちょっとし
たことから「７月生まれの
会員が多い」という話にな
りました。その時は、雑談
程度で終わったのですが、
気になると調べてみたく
なる性分なので、会員の皆
さんの誕生日をもとに、日
本人が一番多く生まれて
いるのはいつなのか？を
調べてみました。
その結果、会員の方で一
番生まれが多いのは５月
生 ま れ で全 体の ％ でし
た。次に多いのは、７月生
まれで、多い方から順に、
８月、 月、４月、６月、
月、９月、 月、２月、
１月、と続き、一番少ない
の が ３ 月で 全体 の ％で
した。
日 し か な い ２ 月 生ま
れよりも３月生まれが少
ないのは、１学年分下で学
校生活を過ごせるように、
３月末の出産予定を４月
初めにと調整したりする
からなのでしょうか？と
いうことは、数え年だった
頃には、１月生まれが一番
多かったのでしょうか？
新たな疑問が湧いてきま
した。
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