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アバンツァーレ Jr サッカークラブ

TEL
022-242－9966

（月曜日～土曜日）
1０時～１９時まで

第１９回河北杯で、アバン６年生ト ップチ
ーム、ジュニアユーストップチーム がそれ
ぞれ見事優勝を勝ち取りました！
大会の様子は河北新報に大々的に掲 載！新
聞を見た選手達はちょっと自慢げでした。
＜新聞掲載インタビュー記事＞
ジュニア 佐々木翔太 主将
「３連覇というプレッシャーがあっ たが、
優勝できて良かった。しっかりとパ スをつ
ないでいったことがよかったと思う」
ジュニアユース 土岐壱成 主将
「ダイレクトでシンプルなサッカー を展開
できたことが勝因だ」

河北新報 ７月２２日
みやぎジュニアスポーツ

河北新報 ７月１６日
みやぎスポーツ欄

今回は２０名
もの参加者！
夏休みの宿題はもう終わりましたか？
コーチは少年時代、
「７月中に宿題をすべて終わらせて、
死ぬほど遊ぼう」と 思ってはいたものの、夏休みの最終
日に徹夜するパターンをくり返す子でした。
わかってはいるけれ ど、どうしても一人では怠けがち。
そんなキミでも、みんなでやれば「やる気がわいてくる」
「教え合うことができる」
残りの夏休みの宿題をアバンで一気にやっつけよう！
※最後に以前好評だったクイズ選手権も行います！

今回の ゴミ拾い大会 には、
たくさんの参加者が！
ありがとうございました！
今回は 、アバン事務 局裏の
鳥居の草取りも行いまし
た。良 い子のみんな を神様
は見ています！
いつか ご利益がある かもね
(^o^)／

８月５日（日）９:００～１３:００
中田市民センター第一研修室
（太白区中田４-１-５）
持ち物：筆記用具、夏休みの宿題
参加者は、大兼久コーチまで！

アバン岩沼会場が開校し て、
２ヶ月。お友達紹介が続 き、
今では結構な人数が練習 に参
加してくれるようになり まし
た！人工芝のピッチは最高！
もっとたくさんの仲間が 増え
ることを期待しています！
お友達紹介キャンペーン第２弾！
紹介 してくれたお 友達がアバン に入会してく れた
ら、 紹介してくれ た会員とお友 達両方にアバ ンオ
リジ ナルシークレ ットグッズを プレゼント！ 一緒
にアバンを盛り上げよう！８月限定の特別企画！
紹介待ってま～す(^o^)／

アバンツァーレホームページ

＜インタビュー＞
黒沼こうみ君（小２）
Ｑ「岩沼会場はどうです
か？」
「毎回の練習がすっご
く楽しい！」

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

岩沼会場（グリーンピア岩沼）
毎週木曜日１８:００～１９:００
太白区・名取市からも意外に近いです
よ！送迎も行っています！

文章責任：大兼久源晴
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「激レア・アバングッズ」
「伝 説のアバング ッズ」は、
来月号でも紹介します！
アバ ン・ノート、 消しゴム、
筆箱 、タオル、Ｔ シャツ、メ
モ帳 、キーホルダ 、そして、
きわめつけはこれ！
「アバン１０周年記念切手」
なん と、本当に切 手として使
える 驚きの超激レ アグッズで
す！誰が手にするのか！！

先月号 で案内した「缶バ ッチコレク
ション 企画」実施決定で す！スクー
ルリー グの景品も「缶バ ッチ」をプ
レゼント！
ご期待ください！
缶バッ チ全種類コンプリ ート！アバ
ングッ ズコレクターには 、今までの
「激レア・アバングッズ」も大放出！
コーチ が勝手に盛り上が っています
が、皆さん、ぜひご参加ください！

前回の「ユーロ２０１２予想クイズ」たく
さんの応募、ありがとうございました。
優勝チームはご存知の通り「スペイン」で
す。正解者には豪華プレゼントと考えてい
ましたが、思わぬ第１人気の当選にコーチ
はあわてました(-_-;)正解者は２７名！
ただ、せっかく盛り上がったこの企画。
今回は特別に「オリジナルＴシャツ」を製
作しました。アバンキャラクター「ＺＥＮ
君」のイラストに「２０１２ ＥＵＲＯ ｍ
ｅｍｏｒｉａｌ」の文字！かっこよく仕上
がりそうです。

TEL
022-242-9966

日本郵便
公認切手！
庄子まさとし君
（中学１年生）
現在 、アバンジュニ
アユースの選手と
して活躍中！

はやく
着たいぜ！

まさとし君は、震災直後、アバンコレクショ
ンを真っ先に心配し、
確保したというエピソ
ードを持つ、熱狂的アバン・ファンです。
彼は 小学生の 頃からア バンスク ールに通っ
ていたのですが、実は他チーム「附属ＦＣ」
のキャプテン。そこでもアバンの自慢をし、
学校で「自分の自慢できるもの」という問い
かけに
「一つがサッカーが誰よりも好きなこ
と」
「二つ目が、アバンツァーレ」と答えた
そうです。
コーチからすると涙もののかわい
いアバンっ子です。

バック
プリント！

正解者の皆さん、しばしお待ちください！

前面には、
アバンツ ァーレの
ロゴをプリント！

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下さい(^_^;)
o hganeku@avanzare- sc.com
※同じ間違いの場合は先着順です。

（月曜日～土曜日）
１０時～１９時まで

今回の間違いは７月号の『あばん裏ばん』
「ユ
ーロ優勝チーム予想クイズ」にありました！
スペイン、ドイツの応募総数を○名と書いて
あるにもかかわらず、ポルトガル、イタリア
は○件となっていました(-_-;)
他にも、微妙な間違いがありましたが、ごか
んべん願いました m(_ _)m

川部ひろき君
ア バン歴６ 年目。現
会 員で（小 学生で）
４ 番目に長 い在籍年
数 です 。１ 番は誰
か？ わかるかな～。

発見者は、川部ひろき君（小６）
ひろき君には、コーチからアバンオリジナルグ
ッズをプレゼントします！お楽しみに！
ち なみに７ 月号に はコーチ からの“ 仕掛け”
が！「缶バッチコレクション」の記事「筋肉マ
ン」× →「キン肉マン」○ でした(^o^)／

コーチの予想は、希望もこめて…。
男子優勝国：ブラジル
女子優勝国：日本
どうでしょうか？

「ロンドンオリンピック・金メダル国
予想クイズ」応募締め切りは、
８月１日（水）下記のアドレスまで！
ohganeku@avanzare-sc.com
応募方法「会員名 」
「男子優勝国」
「女子優勝国」
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

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９．
７％
でした。次に多いの は、７月生まれで、多い方から順に 、８月、１１月 、４
月、６月、１０月、９月、１２月、２月、１月、と続き、一番少ないのが３
月で全体の７.１％でした。
２８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…。

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

文章責任 大兼久 源晴

