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（月曜日～土曜日）
1０時～１９時まで

今年の夏、皆さんはどうすごしましたか？
キャンプ、合宿、遠征、たくさんのイベント！照りつける
太陽の下、ボールを蹴って、遊んで、勉強して？
最高の夏休みをアバンがサポートできたのなら幸いです！

今回は６名の
参加者！
８月２４日
（金 ）
夏休みも最後の日、
なんとアバンスクール（太白会場・
愛島郷フットサルクラブ）にＣＭ撮
影隊がやってきまし た。
「ヤマザワ
つきのはじめの元気市」ＴＶＣＭの
撮影です。総勢７０名以上の大迫力
の 歌声。 ９月１ 日～３ 日の放 送で
す。機会がありましたらぜひご覧く
ださい！
クイズ選手権（いわゆる
なぞなぞ大会です）
１位 齋斗真（中２）
２位 岡崎空歩（中２）
３位 三浦晃（小５）
は じ め は 小 学生 が 圧 倒
的に勝っていましたが、
だ ん だ ん コ ツを 覚 え た

９月 ２日（日）
「ニュースサンデー」
０６：４ ５番組前
「シューイチ」
０８：００～９：５ ５番組内
「誰だって波瀾爆笑」
０９：５ ５～１０：５５番組内
「そこまで言って委員会」
１ ３：００～１５：００番組内
「真相報道バンキシャ！」
１ ８：００～１８：５５番組内

中学生が逆転勝ち！
２０１２年夏休み限定企 画、
「夏休みの宿題！やっつけ大会」！なかなか良い 企画
だと思ったのですが ・・・。参加を予約していた子も、直前になっ て色々と予定が
できたようで・・・。やっぱり、夏休みは遊びたいですよね～(^O^)＞
今回のミニイベントの参加者は６人。アバンジュニアユースの中学 生も参加してく
れました。その中の数人は 、どちらかというと「クイズ選手権」が 目的だったよう
です(-_-;)宿題をやり終えている子には、中学生が問題を作成し勉 強をみてあげる
など、ほほえましい光景も見られました。

放送予定時間
宮城テレビ（ＭＭＴ）
※あくまで予定です。
９月 １日（土）
「ズームインサタデー」
０５：５ ９～０８：００番組内
「土曜ロータリー」
１０：３０～ １１：２５番組前
「メレンゲの気持ち」
１ ２：００～１３：３０番組内
「天才！志村動物園」
１ ９：００番組前
「ゴーストママ」
２ １：００番組前
「Going！ Sports ＆ News」
２ ３：５５番組前

こんな感
じに！

９月 ３日（月）
「ＺＩＰ！」
０６：３０～ 後半番組内
「ＯＨ！ バンデス第１部」
１ ５：５０～１６：５０番組内

お世話になっております。
源晴コーチです！
知っていますか？コーチの出身地
は沖縄県です。沖縄と言えば、イ
メージ的にとにかく「暑い」と思
われているでしょうが・・・、や
っぱり「暑い！」というか「超暑
い！」です。湿気が少なくカラッ
としているイメージをもっている
人もいるようですが、湿度もハン
パではありません。
コーチの小学生～中学生の頃、
サッカーの練習中、
「水を飲むな」
と言われていました（沖縄だけ？）
今では考えられませんよね。その
理由は「水をたくさん飲むと頭が
ボ ～っとす る」「集中力 が奪われ
る」というとんでもない理由でし
た。コーチ自身「そんな気がする」
と信じこみ、ひたすら水を飲むの
を我慢していました。ただ、不思
議なことに熱中症で倒れた友達は
見たことはありません。沖縄の子
は暑さに強く、進化しているので
しょうか？
それにしても今年の夏は東北も
暑かったですね。皆さんもそうで
しょうが、コーチはかなり日に焼
けました。コーチに会うたび皆が
「黒すぎるでしょう」と声をかけ
ます。ただ驚くなかれ、コーチの
少年時代、沖縄時代はもっと黒か
ったです。沖縄の子の中でも群を
抜いて黒かったです。小麦色とい
うより、チョコレート色。チョコ
レートでも、ビターチョコレート
です。
「夜になると見えなくなる」
「
（外国人に間違われ）ハロー、と
声をかけられる」など笑い話も数
知れません。
痛めに痛めつけられたこの肌、
将来が心配ですが・・・。焼けた
肌はサッカー選手の勲章！気にせ
ず 残 暑 をの りき っ てい き ます ！
（お母様方
はしっかりと

ケアを！）

アバンツァーレホームページ
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９月まで延長！
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お友達紹介キャンペーン第２弾！延長決定！
夏休 みというこ とで「思う ようにお友 達に声を
かけ ることがで きなかった 」という声 もあり、
キャンペーン期間を９月末まで延長します！
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！９ 月末で必
ずしめ切ります。ラストチャンスです！

８月末 までを予定して
いたス クールリーグ
も、夏 休みということ
で、帰 省する子や各会
場の振 替参加者が多
く、思 うようにリーグ
戦を行 うことが出来ま
せんで した。９月末ま

＜当選者＞
渡辺まなと（小４）
坂本れいや（小５）
佐々木しょう（小５・母 ）
勝山しゅんぺい（小４）
山形ゆうと（小４）
高橋たくみ（小５・姉）
齋しゅうじ（小４）
上池たくと（小５）
布田かんた（小４）
久末しゅんすけ（小４）
佐々木かいと（小２）
早坂ゆうく（小２）
村上しゅんすけ（小６）
川部ひろき（小６）
阿部しょうや（小６）

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

で延長します！

大本命のスペインが
優勝！
応募総数１０５名中

矢口なおき（中２）
庄子まさとし（中１）
２９名が正解！
千葉ようた（中２）
千葉ゆうい（小５・母）
佐藤そうた（中１）
藤田こうき（中１）
三浦りゅうが（中２）
山﨑ゆうすけ（中２）
小板たいが（中１）
佐藤ひびき（中２）
前田くにお（中３・卒業生）
安住だいち（高１・卒業生）
前田ただつぐ（総監督）
佐藤ひでき（事務局）

今回の間違いは８月号 の『あばん裏ばん』右上
で発見されてしまいました！
キーホルダ ×
キーホルダー ○
日本語表記の違い（ 発音の違い）なので、微妙
ではありますが、チャレンジ精神を評価！
間違い発見とします！
発見者は、森よしき君（小６）
よしき君には、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！
今 回 の か わら ば ん には コ ーチ か ら しか け が あ る
ぞ！わざと間違えたので、探して下さい(^o^)／

「 ヨ ー ロ ッパ ４ 国リ ー グ優 勝 予 想ク イ
ズ」応募締め切りは、
９月１５日（土）下記のアドレスまで！
o hganeku@avanzare- sc.com
応募方法「会員名」
「国・優勝チーム」
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。
私の父は髪が薄く、その遺伝子を継いだ私も 、常々何らかの対策をしなく
ては・・・と心配していたのですが 、先日、家のドライヤーが壊れた際 、電
器屋さんで「頭皮エステ」という機械を見つ け、
「これだ！」と思い買って
しまいました。
『頭皮エステ』とは、簡単に言えば電動で髪を洗う機械なのですが、使っ
てみると、まるで美容室で洗髪してもらっているかのような洗い 心地で、毎
日のお風呂タイムがとても楽しみになりました。使用して１週間程度経ちま
すが、今のところ髪にボリュームが出た！ということはないもの の、肩凝り
が改善されたような気がします。
頭 皮エス
使用感に関しては個人差もある
テです！
とは思いますが、漢字が表わす通
り髪とは「長い」
「友達」でいたい
ので、将来のために頭皮エステを
続けていきたいと思います。

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

文章責任 大兼久 源晴

