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現在月曜日の信夫ヶ丘会場、金曜日の野田中央会場でス
クール活動をしていますが、野田地区会場が増設されま
した！野田地区会場！？と思う方も多いと思いますの
でご説明いたしますと、震災前まで火曜日に開校してい
たのが野田地区会場でした。野田小学校の校舎が移ると
のことで止む無く閉校となったのですが、この度復活す
る運びとなりました！今までは月曜日、金曜日の活動の
ため、休んだ分の振替を消化できなかった方も、これを
機にぜひご活用ください！また、コースの変更も大歓迎
です！週 1 回を週 2 回に増やすことも可能です！（※月
初めからの変更になります）お気軽にお問合せくださ
い！

県ベスト 32 で涙を飲んだ全日本少年サッカー大会から
およそ 2 ヶ月。次なる FCT 杯の地区予選が始まります！
全日本は 39 ム中 20 チームが県大会出場、FCT 杯は 43
チーム中 4 チームのみが県大会出場と狭き門となって
います。全日本のリベンジを果たすためにまずは県大会
出場を勝ち取らなければいけない地区予選。負けられな
い戦いが始まります！時間がある方はぜひ会場にて応
援して頂ければと思います！
【スケジュール】
8/10（土） 10 時〜vs 霊山（伊達市立掛田小）
※コーチの地元チームとの初戦になりました・・・。
8/24（土） 11 時〜vs 南福島（福島市立鳥川小）
8/24（土） 13 時〜vs（モンターニャ vs 鳥川）の勝者
8/31（土） 準々決勝、準決勝（福島市立清水小）
※1 試合勝てば県大会出場
9/1（日） 決勝、3 位決定戦
8/14（水）〜8/16（金）は事務局がお休みと
なります！お問合せ等は事前に事務局にご連
絡いただくか、担当コーチに直接お願いしま
す！
お盆の時期は交通事故や水の事故が多数起き
ます。お盆明け元気に練習参加や 2 学期を迎
えられるようにじゅうぶん気をつけましょ
う！
なお、練習については同封の日程表にてご確
認ください！

6/30（日）にあづま総合体育館で開催された『MIFA スマイ
ルプロジェクト』に選手コース 12 名が参加しました。この
イベントは音楽とサッカーの融合ということでミスターチ
ルドレンのボーカル桜井さんと GAKU‑
MC さん、本田圭佑選
手がプロデュースしているサッカースクールの講師、リフ
ティングパフォーマーの球舞の 2 人と子供達が触れ合いま
した。子供達よりもお母さん方の方が真剣な眼差しを送っ
ていたような・・・(笑)選手コースになるとこういったイ
ベントにも参加できます！本当に素晴らしいイベントでし
た！

皆様より福島に関するお勧め情報を募集します！美味し
いお店や意外と知られてい ない観光スポット など な
ど・・・。どしどし情報をお知らせください！
お勧め情報は ono@avanzare‑
sc.com まで！
今回はコーチから！知る人ぞ知るサッカーショップ『ノ
―ボ・ムンド』さん！ぜひ足を運んでください！
住所：福島市浜田町 8‑
32（信用金庫北側です）
コーチは高校の時からお世話になっています！

︻夏はやっぱり・・・・︼
コーチ の夏はアバンのキ ャン
プから始まり︑強化合宿︑選手
コースの富山遠征︵仙台︑山形︑
福島合同最強チームで参加︶と
続きま す！夏の行事が終 わる
ころに は友達もびっくり する
ほど日焼けしています︒靴下を
脱いで も靴下を穿いてい るよ
うな日焼け︒腕時計をとっても
つけているような日焼け︒昨年
のキャ ンプは２日目のバ ーベ
キュー 対コーチの戦いが 繰り
広げられました︒子供達が食べ
切れな かった山盛りの肉 を食
べるコーチ︒３地区分なので相
当な量です︒山盛りのごはんな
らぬ山盛りの肉︒肉をおかずに
肉を食 べるという感覚で しょ
うか・・・︒合宿はめちゃくち
ゃ暑い︒福島のようにジメジメ
した暑 さではない分良い です
が・・・︒灼熱の太陽の下サッ
カーに 打ち込む３日間は 充実
感たっ ぷり！富山遠征は ３地
区合同 で行くためいつも と違
う楽しさがあります︒ちなみに
去年は グラウンドのすぐ 横を
流れる川で水浴び︒素っ裸で川
遊びする男達︒違うチームの子
や応援 に来た女の子に出 くわ
し焦る男達︒夏は面白いイベン
ト盛り沢山なだけに︑毎年お腹
が痛く なるほど笑えるハ プニ
ングが 起こるのです！次 回の
独りご とはそんな﹁夏の 事件
簿﹂にしたいと思います 笑( )
文章責任者 小野 亘
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テクニックを駆使してコースを作る
自分とゴールの間に相手がいるとシュ
ートはぶつかってしまう。そこで必要
なのがシュートを打てるところにボー
ルを運ぶこと。あくまでもシュートコ
ースを作るためにボールを動かすこと
を忘れてはならない！

打てるタイミング（一瞬）を逃さない
シュートを打てるところにボールを置
いたらすぐにシュートを狙うこと！そ
の一瞬を逃さないことが重要！そのた
めには『シュートのためにボールを動
かす』意識を持つこと！

先月号のなぞなぞの答えは分かったかな！？
答えは・・・・3 回同じ→3 度同じ→3 度一致
ということで『サンドイッチ』が正解でした！
【正解者】
信夫ヶ丘会場 藪内大誠君
野田会場 槇悠悟君
今回のなぞなぞはこちら↓↓
ゼン君はお手伝いを頼まれて 500 円持って出かけました。品物
は 300 円でしたが、途中で 400 円落としてしまいました。
さて、足りなかったのは！？
今回のなぞなぞはずばり発想力がポイントです！ヒントなし
で答えてくださいね！
応募先→ono@avanzare‑
sc.com

締切→8 月 9 日（金）

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。
【7 月号の間違い】
7 月号は間違いなしでした！
8 月号は目を凝らして探してください！間違いがあるかも・・・

文章責任者 小野 亘

嬉しくても俺みた
いに脱いじゃだめ
ざぜぇ・・・

サッカーの醍醐味はまさにゴールを決めた時の喜びだと思います！特
に大切な試合でゴールを決めた時は喜びが爆発します！喜び過ぎてユ
ニホームを脱ぎイエローカードをもらう選手もいるほどです。
（ユニホ
ームを脱ぐのはイエローカードの対象）
では、シュートを決めるためにはどうすれば良いのか？当たり前ですが
まずはシュートを打つこと！シュートを打つために日頃磨いているド
リブルを有効に使うのです！

TEL
（月曜日〜金曜日）
0120-019-578 １０時〜１９時まで

喜びを爆発させる
ゴールを決めたらとにかく
喜ぶ！そうすることでチー
ムメイトの雰囲気が良くな
ります！恥ずかしがらずに
思いっきり喜ぶこと！

練習時の天候にご注意ください！必ず飲み物を持っ
てくること！ペットボトルに水を入れ凍らせたもの
を必ず持ってくること！飲み物については足りなく
なることのないようにご準備お願いします！
毎年この時期になると熱中症のニュースを見ます。
中には命を落とす人も出ますので、油断せずに必ず 2
つを準備しましょう！
また、雨の日も基本的には練習を行いますが、降水
量によっては中止になる場合もあります。携帯サイ
トやホームページにてのご確認よろしくお願いしま
す！練習 2 時間前には更新いたします！

みなさんこんにちは。事務局の佐藤です。
先日、仙台市で行われた福祉機器展という視覚に障害を
持つ方々のための便利グッズの展覧会に行ってきました。
多くの方々が来場しており、私が思う以上に多くの弱視や
盲人の方が社会にいるのだと改めて実感しまし
た。会場には弱視の方が本を読むための拡大鏡
や文章を音声で読み取るスキャナーなど様々な
ハイテク機器がありましたが、中にはワンプッ
シュで決まった分量の調味料を出すことが出来
るボトル（写真）など、健常者にも役立つ道具
なども展示されており、楽しい時間を過ごすこ
とができました。

みなさんこんにちは！そして、はじめまして！後藤です。
夕方まで事務局にいますのでこれから皆さんからの電話
に出ることもあうと思いますのでよろしくお願いします。
先月愛娘が１歳の誕生日を迎えました。最近ちょっと歩
くようになってきたのであっちこっちぶつかって目が離
せませんが元気に大きくなってもらいたいなぁと思って
います。皆さんもこれからどんどん熱くなってきますが、
元気に練習頑張って下さい！保護者の皆様もサポートお
願いします。私も少しでも皆さんのサポートが出来るよう
頑張りたいと思います！
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