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※ある選手の親御さんからのメールです。
（掲載の許可を得ています）

＜決勝トーナメント＞
１回戦
vs 多賀城ＦＣ
準々決勝 vs 青山ＳＣ
準決勝 vs ジュニオール
３位決定戦 vs ベガルタ

＜予選結果＞
vs 六 郷
７-０○
vs 黒松パル ６-０○
vsＦＣ中山 ７-１○
vs 鹿 妻
４-０○

グリーン賞は
伊藤そうた君！

３-２○
４-２○
０-１●
０-１●

ミヤテレ杯、惜しくも、４位でした。
緊張感のある良い試合でした。
試合の 間、アバンの ６年生、５年 生が応援
にきてくれてました。
大人が 誰も応援の指 示もしていな いのに、
アバン ツァーレの子 ども達が応援 する声が
スタジアムにこだましてました。
３位決 定戦、ベガル タに１－０で 負けたま
ま試合終了まで、あと１分ほどの時です。
六年生 のゆうとくん が、さらに大 きな声で
「がん ばろーぜ！が んばろーぜ！ …」と応
援歌を 歌い始めまし た。周りの子 もその声
に続き 、他のチーム に負けない一 番大きな
声で応援歌が響きわたりました。
鳥肌が立ちました。最後まであきらめ
ない、チームメイトを堂々と応援する
姿にたいへん感動しました。
コーチのご指導の賜物と感じました。
日々のご指導ありがとうございます。

カマキリの
抜け殻発見！

アバン
盛り上げ隊長
ゆうと君
です。

ご存じの通 りスクール南仙台会場の 西中田公園は、あの大震 災
後にゴミ集 積場になりました。１年 以上の月日を経て、よう や
くあのグラ ウンドが解放されアバン のスクールも再開。元気 な
子供達の声 が響いています。地域に 密着し、多くの卒業生を 送
り出したア バンにとって想いの深い 会場です（ジュニアユー ス
の選手にもこの会場出身の選手がたくさんいます）
照明がない のが難点ですが、今まで 多くの名選手を生みだし た
この会場を今後も一緒に盛り上げていきましょう！
※１０月から１６:００～１７:００と練習時間が早まります。
遅れての参加でもかまいませんので、練習会場への行き帰りは 、
慌てず、交通には十分にお気をつけください。

今回のゴミ拾いは久しぶりの中田中央公園。
見た目はきれいなのですが 、注意深く探し集める
とみるみるうちにゴミの山が・・・。タバコの吸
い殻や花火、ペットボトルやビニール袋、不法に
捨てられた生ゴミまで見つかりました。
みんな一生懸命頑張りました。継続は力なり！
今後もねばり強く続けていきます。
８時からは みんなで楽しくキック
ベースボール大会！
サッカーで 鍛えたキック力でホー
ムラン！と いきたいところだった
のですが・・・、珍プレー続出！
もっと他の スポーツにも親しみま
しょう！楽 しみながらも、いつも
とは違う競 技で子供達の運動神経
を刺激できました！

日時：１０月１４日（日）
ゴミ拾い活動：１６:００～１６:５０
親子サッカー：１７:００～１９:００
※子供だけの参加も可。
初心者、お母様も大歓迎！
楽しくみんなで汗を流しましょう！

アバンツァーレホームページ

※アバン卒業生の親御さんからのメールです。
（掲載の許可を得ています）

参 加人数、 レベル を考慮
し て楽しく 遊びま す！例
え ば、お母 さんの ゴール
は ３点！な ど変則 ルール
も面白いですね。
楽 しむこと 、参加 するこ
とに意義がある！！

http://www.avanzare-sc.com/

今自宅で仕事をしていたところ 、懐かしい元気な掛け声が聞こ
えてきました。
もしかして？と思い 、マンションの階段を駆け上がってのぞい
てみたら、やっぱり。
赤い軍団が準備運動をしていました。
この日をほんとに待ってたなぁ～～～とうれしくなったので 、
ひと言お伝えしたく。
いつも、グランド から聞こえてくるアバンっ子たちの声に元気
づけられていました。
やっと戻ってきてくれたなぁ。
しばらく見ていました。
何年も前ですが、とあるコーチがとんでもないことを言ってい
る のがわが 家のベ ランダ まで聞こ えてき て笑って しまっ たこ
とがあります。
「 あのマン ション に住ん でる人か ら“う るさーい っ”っ て怒
られるくらい声出そうぜ」
。
もちろん、○○コーチだったのですが・・・。
ご返信不要ですので、どうかお気遣いなく。

文章責仕：大兼久源晴

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１-２０-７

TEL
022-242-9966

（月曜日～土曜日）
１０時～１９時まで

アバン強化合宿とは・・・。

＜クラブからの約束＞
① 子供達の自主性や個性を尊重します。
② 仲間で助けあい、共に楽し む、共に考え、共に
勝つ環境を与えます。
③ 「やればできる」あきらめない心を育 みます。
④ 2012 年、最高の思い出をみんなで作ります。

学校 の長期休みを 利用し実施す る
泊ま りがけのサッ カー合宿です 。
毎回 、テーマを決 め、子供達の 成
長に大きな刺激を与えます。
クラ ブが自信をも って提供する ビ
ックイベントです。
たっ た２、３日の 取り組みとい え
ど、 その密度たる や１、２ヶ月 分
の活動に匹敵すると思われます。
合宿 後の子供達の 成長には、コ ー
チ達も毎回驚かされます。
「か わいい子には 旅をさせろ！ 」
子供 達の自立心を 信じ、チャレ ン
ジさせてみてはどうでしょうか？

アバンツァーレカップとは・・・。
今回は、９月号表面の右下で発見されました！
クラブ会員によるクラブ会員のための大会です！
仙台地区では通例、秋、春と２回実施しています。
そ れぞれ の地域 の当ク ラブに 在籍する 子供達 が一同 に会
するクラブ内のビックイベントです。
勝利を目指す子供達、それを応援する家族の声援で会場は
熱気につつまれます。
今回の決戦の場は、｢愛島郷フットサルクラブ｣です！
人工芝ということもあり、プレー環境はもちろん最高！応
援 もしや すく、 今まで 何度か この会場 で開催 してい ます
が、毎回好評いただいております！ぜひご参加下さい！
（大会要項は１１月の日程表に同封します）

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「何か」プレゼントしたいと思います！
目的は、文章ミスを減らすため、 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です！
もちろん、コーチは１００％間違えないつもりです。
※申込み方法はメール申込みのみ。
※口頭では受け付けません。
※文章表現の悪さについてはご勘弁を(^_^;)
o hganeku@avanzare- sc.com
※同じ間違いの場合は先着順です。

「アバンなぞなぞ」の応募締め切りは、
１０月１４日
（日）
下記のアドレスまで！
o hganeku@avanzare- sc.com
応募方法「会員名」
「なぞなぞの答え」を
記入の上、メールで送信下さい！
参加者全員にささやかなプレゼント！
正解者には、豪華なプレゼントが！
（正解者多数の場合は抽選とさせて頂きます）

アバンツァーレホームページ

模 範 解答 はあ り ま
す が 、答 えは い ろ
いろだと思いま
す ！ セン スが 問 わ
れ る 問題 です 。 レ
ッツ・トライ！

文章責任 大兼久源清

×
大兼久源晴 ○

文章責任
これ はコーチから のしかけで す。皆さん 、気づき
ましたか？１番乗りの発見者は、太白会場５年生、

安達飛友くん です！！パチパチ(^.^)/~~~
飛友君には特別なプレゼントを贈ります！
他の発見者（先着順）
木村ゆうと君（太白会場５年生）
石川ゆあむ君（太白会場３年生）
丸山たいき君（泉会場４年生）
小板たいが君（ジュニアユース中学１年生）
※他の間違いです
（１）お友達紹介キャンペーンの特別企画のカードが９月末までなのに、
（サンプルの画像が）８月末になっている。
（２）
「紹介」の「介」の字の頭が割れている。
（３）
「表わす」→「表す」の送り仮名。
微妙なのですが、
（１）はあえて使ったのでご勘弁を。
（２） の「介」の字は
確かに・・・
（笑）ただパソコンの文字がそうなのでこれも許してね。
（３）の送り仮名の件は、調べたのですがどちらでもいいとのことです。
そして、太白会場 富所ゆうと君の発見！
（４）
「気を使う」→「気を遣う」
これはその通り、文脈的に「気を遣う」が適しているようで す。知的な発見
ですね～。まいりました<(_ _)>
そして極めつけは、泉会場 山型ゆうと君の発見！
（５）
「ズームインサタデー」→「ズームイン！！サタデー」ではないか？
（６）
「夏休み宿題！やっつけ大会」！の「！」がはみ出している。
特に（５）の発見を調べてみると・・・、なるほど、正式には「ズームイン！！」
です。コーチ的には大好きな答えです(^_^)v
みんなにささやかなプレゼントを贈ります！！
これからも皆さん！「アバンかわらばん」を愛読して下さい<(_ _)>

皆さんこんにちは、事務局の佐藤です。
皆さんは、今年の秋分の日が特別な日だと知っていましたか？実は秋分の日
が９月２３日以外になるのは３３年ぶり
（３３年前は９月２４日 ）
のことで、
今回のように９月２２日が秋分の日になるのは、なんと１１６年ぶりのこと
なのです！
１年は３６５日ですが、正確には３６５日と約６時間で太陽の周りを１周し
ます。それを調整するために４年に１度うるう年がありますが 、それでも少
しのずれが生じるため春分の日や秋分の日が変わることがあるのです。
今後の秋分の日は、通常は９月２３日で、うるう年の時だけ
９月２２日となる計算です。ちなみに次に９月２４日が
秋分の日になるのは、９１年後の予定です。
興味をもって読んでいただけましたか？
仙台の源晴コーチにこの話をしたら、あまり興味がなさ
そうでがっかりした佐藤でした・・・。

http://www.avanzare-sc.com/

文章責任 大兼久 源晴

