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

いっしょに
サッカー
しようよ！
・小野 亘（おの わたる）
・２７歳 福島県出身
・アバン福島ＳＣ監督
・日本サッカー協会公認
Ｃ級ライセンス取得

TEL
022-242−9966

（月曜日〜土曜日）
1０時〜１９時まで

練習日：５月２４日（木）〜毎週木曜日
時間：１８ :００〜１９：００
会場：グリーンピア岩沼フットサル場
※振替練習としての参加も大歓迎！
※送迎も実施！お問合せ下さい。
スクール担当 大兼久コーチ
０９０ ‑
４５５０−６３９４
メール ohganeku@avanzare-sc.com

※仙台で指導していた当時の写真

小野コーチです。元々はアバンツァーレ仙台地区で指
導していたので、長くアバンでサッカーを続けている
子は覚えているかもしれません。ただ、当時からはだ
いぶ体重が増えてしまったので、わからなくてもしょ
うがないのですが ･･･（笑）
昨年結婚しました！妻は宮城県栗原市出身です。
私自身、専門学校時代も仙台に住んでおり、宮城は第
二の故郷！これからもよろしくお願いいたします！

次回は、
６ /９(土 )
待ってるよ！

今回のゴミ拾いは、５月１２
日（土 ）８:００から開催し
ました！
Ｍ Ｖ Ｐは 小林 ま さみ くん ！
（小学２年生）
一生懸命、そしてイキイキと
ゴ ミ 拾い に取 り 組ん でく れ
ました。コーチ達もみんなの
そ の 素直 な行 動 と素 敵な 笑
顔 に たく さん 元 気を もら い
ました！

日程：６月９日（土）
会場：柳生市民センター
※送迎あり。お問合せ下さい 。
時間：１０：３０〜１２：００
内容：クイズ、漢字、算数等 、
頭脳勝負の大会です。
申込み：大兼久コーチまで
※ 基本 的に 小学 ４年 生以 上を
対象としています。
予定項目
「なぞなぞ早押し選手権」
「漢字テスト」
※事前に出題する漢字を覚える時間をつくります。
「空きマス計算」
※足し算、引き算を基本とした、遊び感覚の計算勝負です。
みんなが楽しめる内容を準備しますので、
安心してご参加下さい。アバンの頭脳王は誰だ！？

※ 当日の連絡は大兼久まで、携帯０９０−４５５０−６３９４
メール ｇｅｎｓｅｉ１９７６．５．５＠ｄｏｃｏｍｏ．ｎｅ．ｊｐ
※ 送迎ルート、発着時間は、パソコン、携帯サイトからご確認下さい。
※ バスには乗車できる定員があります。急な送迎依頼の場合は、お受けで
きない場合もあります。あらかじめご了承ください。
※ バス利用の際は、コーチの指示に従い安全面に気をつけるよう、お子様
に言い聞かせて下さい。
※送迎利用の子供達へ
「シートベルトはしっかりとし めましょう。勝手にベルトの調節をしない
こと」「飲食は、コーチの許可をとりましょう」「ゴミを各自持ち帰るのは
もちろん、次の人が気持ち良く 利用できるように、できるだけきれいにし
てバスを降りましょう」
アバンツァーレホームページ

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

安全運転
で走行し
ます。

送迎のおじちゃん
ヤマト・スタッフ（株 ）
山崎幸夫さん

文章責任：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

＜１次リーグ＞
６月９日（土）
※アバンは２次リーグから参戦。
＜２次リーグ・トーナメント＞
６月１０日（日）１６日（土）
＜決勝・３位決定戦＞
６月２３日（土）
※詳しい情報を知りたい場合は、
下記のアドレスへお問合せ下さい。

oh ganeku@avanzare-sc.com

ある意味、ワールドカップよりレベルが高いと言われる
「ＵＥＦＡユーロ（ヨーロッパ選手権）大会」
サッカーファンにとって見逃せない大会です。
６月８日に開幕、７月１日が決勝戦！
コーチの予想はズバリ「ドイツ」です。
他、主要強豪国としては、スペイン、オランダ、ポルトガル、
イタリア、フランス、イングランドがあげられます。
「ＷＯＷＯＷ」放送が全３１試合完全生中継とのこと。加入
しているご家庭がうらやましい ･･･。

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。
※今月号からスタート。
※文章表現の悪さについてはご勘弁下さい (^̲^;)

oh ganeku@avanzare-sc.com
※同じ間違いの場合は先着順です。

３

アバンツァーレホームページ

応募締め切りは６月７日（木）下記のアドレスまで
ohganeku@avanzare-sc.com
「会員名」
「優勝国」をメールしてください！

５月号の『事務局通信』
その２５行目
・・・プレーリー ドッグが気に入ったよう
でした「 、
」×→「。
」○
つまり、句読点のうち間違いです。

石川ゆあむ君（小３）
ゆあむ君には、発見第一号と
し て 特 別 に ユ ニフ ォ ー ム 一
式をプレゼントしました！

また 、
「ドッジボール」は「ドッヂボー
ル」ではないか という意見もよせられ
ましたが、辞書 を引くとどっちもアリ
のようなので・・・。
ただ、参加賞と してバッチをプレゼン
トしました (^０ ^)/

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︒
というのも︑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？

私たちのビジョン、それはアバンツァーレ
専 用のグ ラウン ドを持 つこ とです 。これ
は、私たちの決意として取り組んで行きま
す。実現にはたくさんの困難が予想されま
す。アバンツァーレに関わる皆様の協力も
欠かせません。実現に向けて皆様のご理解
と ご協力 を得ら れるこ とを 切に願 ってお
ります。

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）

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

文章責任 大兼久 源晴

