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アバンツァーレのサッカースクールの会員の中から「もっとう
まくなりたい！」「本気で試合に出たい！」という向上意欲を持
った子供達用のコースです。日本サッカー協会に選手登録をし
て、小学生年代のサッカー公式戦へ出場
します。現在は、１年生から６年生まで
約 46 名で活動しており、宮城県内では
トップクラスの実績を残しています。
スクール練習よりハイレベルな指導と、
本気で勝利を目指すチームワークは、
選手コースでしか味わえません。また、
私たちの使命でもある、「プロサッカー
選手の輩出」を実現させるべくサッカー
だけではなく「一流の
選手になるための習慣」
として、私生活の部分で
も高い意識を保てるよう
な取り組みにも力を注い
でいます。参加希望の方
詳しい内容を知りたい方
は各会場コーチまで！
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毎月恒例のクラブイベントを
毎月恒例のクラブイベントを開催
のクラブイベントを開催！今
開催！今回
！今回の第 56 回親子サッカーでは、
相変わらず熱い熱い戦いが続いています！
親子サッカーのルールは、「大人も子供も本気の勝負」をすること
です。本気の勝負の中で楽しさや悔しさが出て一体感が生まれ成長
していくものです。サッカー技術
の成長はもちろん、チームワーク
や親子の絆も深まるはず！ぜひ参
加お待ちしてます！
参加希望の方は、中里までメール
または、電話でお申し込みください。
メール：nakazato@avanzare
nakazato@avanzare-sc.
sc.com
TEL：
TEL：070070-54755475-8514

2016 年、春を先取りして実施してきた「お友達・ご家族紹介キャンペー
年、春を先取りして実施してきた「お友達・ご家族紹介キャンペー
ン」。３月末でキャンペーン終了の予定でしたが・・・『選べるユニフォーム
プレゼント』がこれまでにないくらい大好評となっています！会員からは
「もっと長く続けて！」とお願いされるほど。という事で、皆様の要望にお
応えして「お友達紹介キャンペーン」を延長開催します！延長期間は６月末
まで！丸々３ヶ月延長の超ロ
まで！丸々３ヶ月延長の超ロングラ
ングラン開催です！サッカーを始め
ン開催です！サッカーを始めたい子が
始めたい子が
いたら是非
いたら是非お
是非お声がけお願いします！
「紹介した方」と「紹介してもらった方」の両名

（月曜日～金曜日）

10 時～18 時まで
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「ここに人が倒れています。助
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」が紹介されました。クラブの
ラブの活動方
活動方針や活動状況などが
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されています。ほかのページを見ていたら、高校サッカ
ーの特集
ーの特集ペー
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ページでは、アバ
では、アバンツァ
ンツァーレ卒
ーレ卒業生の今野充崇
業生の今野充崇くん
今野充崇くん
(仙台城南高校２年
仙台城南高校２年)
も紹介さていました。足元の技術が高く、
高校２年)も紹介さていました。足元
中学生の時
中学生の時からチームの中心
からチームの中心で活躍していた選手でした。
活躍していた選手でした。
どんな形
どんな形でも卒
でも卒業生の活躍
業生の活躍している
活躍している姿
している姿を見
たり、聞
たり、聞けたりすることはクラブ
けたりすることはクラブとしても
ラブとしても
すごくうれしいことです。アバ
すごくうれしいことです。アバン卒業生の
これからの活躍
これからの活躍にも期待！チームはずっ
活躍にも期待！チームはずっと
にも期待！チームはずっと
君たちを応援
たちを応援しています。がんばれ！

キャンペーン期間中にクラブへ入会された場合、
キャンペーン期間中にクラブへ入会された場合、

TEL

0120-019-578

新しくコーチになりました立見雄太です。
「タツミ
「タツミコーチ」と呼んでください。
愛知県出身の３０歳です。
サッカーとは小学校２年生で出
会ったのでサッカー歴は２０年
以上、最近まで現役として企業
サッカー部などに所属し社会人
リーグでプレーしていました。
サッカーとの２０年は僕を大きく成長させてく
れました。
サッカーは足でやるもの、上手くいかないことば
かりでミスの多く起こるスポーツです。
しかしそのミスがどうして起こったのか分析し、
対応策を考え、実行する。
この「ミス→対策→実行」のサイクルを繰り返す
この「ミス→対策→実行」のサイクルを繰り返す
ことで人は成長するものだと感じています。
またサッカーは一人でやるスポーツではありま
せん。周囲を気遣えなければチームプレーはうま
くいきません。
世界一のサッカー選手と名高いメッシ選手は得
点以外にも実はアシストの数も多いのです。周り
を気遣えなければこのような記録は残せません。
子供たちには、失敗を恐れず、果敢に挑戦してい
き、よりサッカーを好きになってもらえるような
指導を目指していきます。また、サッカーから多
くのことを学び・感じてほしいです。
まだまだ指導者としては経験が浅いですが、皆さ
だまだ指導者としては経験が浅いですが、皆さ
んよろしくお願いします。

には「クラブチームレプリカユニフォーム」をプ
レゼントしちゃいます！しかも、今回は、希望の
ユニフォームが選べてしまう特別キャンペーン！
期間限定の超豪華特典をこの機会にぜひゲット！

みなさん、こんにちは。事務局
みなさん、こんにちは。事務局の
事務局の佐藤です。
佐藤です。
およそ１０年前
およそ１０年前に花粉症を
花粉症を発症し、それ以
発症し、それ以来
、この時期は
し、それ以来、この時期
時期は毎年つ
らい思いをしています。薬
らい思いをしています。薬を飲んではいるのですが眠
んではいるのですが眠くならない
薬はあまり効
はあまり効かず、眠
かず、眠くなる薬
くなる薬は仕事に集中できず、
仕事に集中できず、何
に集中できず、何か効果的
な対策はないものか
対策はないものか？
はないものか？と毎年、悩
年、悩んでいましたが、先
んでいましたが、先日、「じゃば
「じゃば
ら」という柑橘類
ら」という柑橘類が
柑橘類が花粉症に
花粉症に効く！というテレビ
く！というテレビを見て、ワラに
もすがる思いで、サプリメ
もすがる思いで、サプリメントを買
ントを買ってみました。いわゆ
ってみました。いわゆるプラ
シーボ現象なのかもしれませんが、サプリメ
なのかもしれませんが、サプリメントを試して以来
ントを試して以来、
嘘のように花粉症
のように花粉症の
花粉症の症状が
症状が楽になっています。効
になっています。効果の程は保証で
果の程は保証で
きませんが、口
きませんが、口コミではなかなかの評判
ではなかなかの評判なので、つらい
評判なので、つらい花粉症
なので、つらい花粉症に
花粉症に
お悩みの方は、一度
みの方は、一度試してみてはいかがでしょ
試してみてはいかがでしょう？

今月も、かわらばんの
月も、かわらばんの誤字
かわらばんの誤字・
誤字・脱字・
脱字・日時・数
日時・数字
・数字の
間違いなどを見つ
いなどを見つけ、報告
け、報告した会員にコーチから
報告した会員にコーチから
ささやかなプレゼント
ささやかなプレゼントを
プレゼントをしたいと思
したいと思います！
※申し込み方法
申し込み方法はメール申込みのみ。
※口頭では
※口頭では受
では受け付けません。また、文章表
けません。また、文章表現の
文章表現の悪
現の悪
さにつ
さについてはご勘弁
いてはご勘弁を
勘弁を(^^;)

