アバンツァーレテクニカルスクール

〒960-0801
福島県伊達市霊山町掛田字中町 31-1 2F

TEL
（月曜日〜金曜日）
0120-019-578 １０時〜１９時まで

毎年恒例の強化合宿！今年の冬は栃木県の『那須スポーツパーク』にて充実
した 3 日間を過ごしてきました！チームワークをテーマに掲げみっちりトレ
ーニングを積みました！さらに、合宿最終日はクリスマスイブということで、
サッカー以外のイベントも楽しみました！

今年 1 年大変お世話になりました！皆様のご協力も
あり新たな仲間を迎え元気に本気で練習をすること
が出来ました！
新年も今まで以上に子供達の成長、
技術の向上のため
全力で指導していきます！来年もどうぞよろしくお
願い致します！

今月のテクニックはズバリ『マルセイユルーレット』です！マル
セイユルーレットといえば元フランス代表のジダン！ジダンの出
身地が名前に由来しているほどです！両足を上手く使う引き技
で、優雅に相手を抜き去ることが出来ます！更に相手からボール
を遠ざけながらプレー出来るのでボールキープの際も使える技で
す！ぜひチャレンジしてみましょう！

事務局のお問い合わせは 1/5（土）以降にお願い致し
ます！事務局お休み中のお問い合わせは直接コーチ
までご連絡下さい！
小野携帯 090‑
5357‑
8219
メール azzurri‑
milanista@softbank.ne.jp
よろしくお願いします m(̲̲)m

【日
時】平成 25 年 1 月 5 日（土） 17 時〜20 時
【会
場】十六沼公園サッカー場 人工芝
【参加方法】小野までメールして下さい！
【参加対象】アバン会員と保護者様

当初 12 月末までで行っていたキ
ャンペーンですが、皆様からた
くさんのご紹介をいただきまし
た！ありがとうございます！好
評につき 3 月末まで延長したい
と思います！！

年末ということでコーチの今年
１年を振り返りたいと思いま
す︒まずは４月に 歳になり
代も残りわずかとなってしまい
ました・・・・︒
私生活で１番の変化は︑子供が
保育園に通うようになったこと
です！コーチが休みの日は送り
迎えをするのが日課なのです
が︑
﹁せんせっさようなら﹂と元
気よく挨拶している悠作︒朝は
だだをこねあまり上手に挨拶出
来ません︵涙︶
迎えに行くとテンションが上が
り︑壁に激突してしまう悠花︒
二人とも保育園生活を満喫して
いるようです︒
それ以外では︑私の兄妹にも少
しずつ変化が・・・︒２つ上の
兄はテレビやＣＭなどのセット
を作る仕事から営業の仕事に転
職しました︒年に数回しか帰っ
てきませんが︑良い兄です︒妹
は彼氏と結婚するとのこと︒彼
氏も小野さんなので結婚しても
小野さんのままの妹です︒
実家では夏の暑さで飼ってフレ
ンチブルドッグが亡くなり︑新
しくフレンチブルドッグを飼っ
ています︵笑︶︒﹁フレブルがノ
ッてます﹂というステッカーが
貼ってある車を見かけたら小野
家の関係者の可能性が高いので
優しくして下さいね︵笑︶
来年も良い年にしましょう！
２６
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文章責任者 小野 亘

アバンツァーレホームページ http://www.avanzare-sc.com/

アバンツァーレテクニカルスクール

〒9６０−０８０１
福島県伊達市霊山町掛田字中町 31−1 2F

【福島中央ロータリークラブ杯】※5 年生以下
①vs 飯野 SSS 2‑
1 ②vs 愛誠 SSS 2‑
0
③vs 清水 SSS 6‑
1 ④vs 吉井田 SSS 0‑
2
決勝トーナメント
vsFC レグノウァ 6‑
0 vs 中央ドリマ 0‑
1 vs 飯野 SSS 0−1
【JOY CUP】※5 年生以下
vs 鹿沼西 FC（栃木）1‑
0 vs 矢板 FC アローズ（栃木）6‑
0
vs 山形トレセン（山形）0‑
1 2 位リーグへ
vs 下郷 SSS（福島）4‑
1 vsFC グラウクス（埼玉）0‑
1
vs 山辺 FC（栃木）0‑
0 PK1‑
2 総合 10 位

TEL
（月曜日〜金曜日）
0120-019-578 １０時〜１９時まで

アバンツァーレ福島 SC（選手コース）では新
年度に向けて新たに選手を募集しています！
スクールでやったことを試合で活かし、試合
に出ませんか！？参加希望者は小野までご連
絡下さい！
【スケジュール】
1/20（日） 飯野地区体育館 13 時〜18 時
1/26（日） 飯野地区体育館 13 時〜18 時
※今回は現 4 年生以下のお子様が対象です！
お問い合わせはお気軽に小野まで！
TEL 090‑
5357‑
8219
MAIL azzurri‑
milanista@softbank.ne.jp

年明けはフットサルの大会や 6 年生最後のオノヤ杯
が予定されています！
併せて、新規選手も募集中です！

今回のクイズは、選択形式です！
【問】マルセイユルーレットといえばジダン！では、ジダンは
どれでしょう！？

答えは ono@avanzare‑
sc.com まで！ ※1/11（金）締め切り
正解者にはもれなくアバンオリジナルカンバッチプレゼン
ト！クイズ正解者しかゲットできない激レア品です！

会報誌の文章ミスを減らすため、またコーチヘのプレッシャー＆
会員の皆様にひとつの楽しみを提供するために、かわらばんの誤
字、脱字、日付、数字の間違いなどを見つけ、報告した会員にコ
ーチからオリジナルカンバッチをプレゼントします！
※申込み方法はメール申込みのみ。
→ono@avanzare‑
sc.com にお願いします！
※文章表現の悪さについてはご勘弁下さい。

ちなみに前回は仕掛ける余裕もなくコーチ頑張っちゃいまし
た！（笑）
紹介の「介」の上が空いているのが気になると言う問い合わせが
ありましたが、フォントの設定ですのでご勘弁を・・・。

前節の答え
チーム
鹿島アントラーズ、ジェフユナイテッド市原、浦和レッドダイ
ヤモンズ、ヴェルディ川崎、横浜マリノス、横浜フリューゲル
ス、清水エスパルス、名古屋グランパスエイト、ガンバ大阪、
サンフレッチェ広島
総称
J リーグオリジナル 10

11 月から登場したアバンオリジナルカンバッ
チ！彩夏さんの協力もあり大盛り上がり！来年
も楽しみにネ！

9 月から全会場がテクニカルスクールへと変わり
ました！ドリブル＆1 対 1 の成長が見られとても
嬉しく感じています！

横浜 FC のサッカークリニックにてキングカズこ
とカズ選手と一緒にプレーしました！翌日の新
聞にはカズ選手とアバンの選手が！！
文章責任者 小野 亘

みなさん、
こんにちは事務局の佐藤です。
もう今年も終わりですね。
毎年１２月になると本当に１年はあっという間だと感じます。
さて、先日、家族そろってミッキーランド（家の子はディズニー
ランドのことをこう呼んでます。
）に行ってきました。 子供たち
にとっては、ず〜〜っと憧れだったミッキーランドだったので、目
を輝かせて楽しんでいましたが、
私にとってもちょっと変わった体
験があったのでご紹介します。
それは、アトラションの順番待ちをしていた時の事、キャストの
方から「調査に協力してください」と言われて、写真にあるような
カードを渡されたことです。このカードは順番待ちの際に渡され、
アトラクションに乗る時に返却するのですが、
どうやらこのカード
を渡した地点からアトラクションに乗るまでの時間を計測して待
ち時間の予想を出しているよう
なのです。 今回が人生で３回目のミッキーランド
でしたが、こういった経験は初めてだった
ので、ちょっと得した気分になりました。
今年も終わりとなりますが、皆様、来年
もよろしくお願いします。

アバンツァーレホームページ http://www.avanzare-sc.com/

