〒981-1105 宮城県仙台市太白区西中田 5 丁目 9-5-101

TEL:0120-019-578

（月曜日～金曜日／10 時～18 時まで）

６月４日からミヤギテレビ杯新人 【試合結果】
大会県大会の１次予選が始まりまし ●予選リーグ
た。この大会は、５年生の大会の中 初日
で様々な大会への出場権がかかって ｖｓ東六 ５－０ 勝ち
ｖｓ荒町 １３－０
１３－０ 勝ち
いる大会で、重要な位置づけになっ ｖｓ荒町
ている大会です。そんな中、１次予 ２日目
ｖｓラセルバロイ ０－２ 負け
選は、強豪が揃うグループに入り厳 ｖｓラセルバロイ
ｖｓバリエンテ ０－０
０－０ 引分け
しい試合になりました。その中でも ｖｓバリエンテ
なんといってもグループ最大の強豪 最終日
ｖｓベガルタ ０－０ 引分け
「ベガルタ仙台」。そこを意識しなが ｖｓベガルタ
ｖｓ黒松パル ６－０ 勝ち
ら、他チームにも対応していかなけ ｖｓ黒松パル
ればならないという、難しい状況の
ればならないという、難しい状況の
中での戦いでした。
決勝トーナメント進出
初日は順調に２連勝したものの、まだまだパスやシュートなど雑な場面が
目立った初日となりました。２日目は初日の疲れとともに暑さによって体が
動かず、決定的な場面で決めきれず勝ち切れませんでした。負けられない最 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
終日、強豪のベガルタ仙台との一戦。試合前から選手一人ひとりの顔つきが まくなりたい！」「本気で試合に出たい！」という向
「本気で試合に出たい！」という向上
に出たい！」という向上意欲を持
違いました。結果としては引分けでしたが、今までで一番体を張り、気持ち った子供達
達
用のコースです。日本サッカー協
協会に選手登録
った子供
用のコースです。日本サッカー
会に選手登録をし
登録をし
を出して戦い、決定的な場面なども作りながら走り切りました。そのいい雰 て、小学
小学生年
生年代
代
のサッカー公式
公式戦へ出場します。スクール
戦へ出場します。スクール練習
練習
て、
小学
生年
のサッカー
公式
戦へ出場します。スクール
囲気のまま最終試合の黒松パル戦ではしっかり勝ち切り、グループ２位で決
囲気のまま最終試合の黒松パル戦ではしっかり勝ち切り、グループ２位で決 よりハ
ハ
イレベルな指導
導
と、本気で勝利
利
を目指すチームワークは、
より
イレベルな指
と、本気で勝
勝トーナメント進出を決めました。今回の予選を通して苦戦しながらも決勝 選手コースでしか味
味わえません。また、私
ません。また、私たちの使命
たちの使命でもある、
使命でもある、
トーナメント進出を決めることができたことで、子供たちも自信になったの 選手コースでしか
「プロサッカー選手の輩
輩
出」を実
実
現させるべ
べ
くサッカーだけで
「プロサッカー選手の
出」を
現させる
ではないでしょうか。そしてセカンドチームの新たな目標として「打倒ベガ はなく「一流
はなく「一流の選手になるための習慣
の選手になるための習慣」として、
習慣」として、
ルタ」を目指して活動していきます。
私
生活の部
部
分でも高い意識を保
保
てるような取
取り
生活の
分でも高い意識を
てるような
新人大会の１次予選が終わると、４年生大会の地区予選が始まり、３年生 組みにも力
力
を
注
いでいます。参加希望の方詳
詳し
みにも
いでいます。参加希望の方
大会も始まるなどアバン戦士たちの戦いがスタートします。今後の各カテゴ い内容を
を
知
りたい方は各会場コーチまで！
内容
リーの活躍にもご期待ください。
６月より「ベルサン
月より「ベルサンピ
ルサンピアみやぎ泉
アみやぎ泉」
ぎ泉」の体育館
の体育館にて
育館にて富谷
にて富谷スクールを
富谷スクールを
新規開校いたしました。現在のメンバーは
規開校いたしました。現在のメンバーは、
いたしました。現在のメンバーは、下は年少
は年少から上
から上は４年
生まで。まずは走り方やアジ
生まで。まずは走り方やアジリティ
リティートレーニ
ートレーニング・ボ
ング・ボールフィ
ールフィー
フィー
リングなど基礎
リングなど基礎からしっかりやっていきます
基礎からしっかりやっていきます。
からしっかりやっていきます。現在参加しているメ
ンバーはサッカー未経験
ンバーはサッカー未経験だった子が
未経験だった子が多
だった子が多いので、まだサッカーを始め
たばかりの子でも参加しやすい会場です
たばかりの子でも参加しやすい会場です。
参加しやすい会場です。
体育館ということもあり、
育館ということもあり、全天候
ということもあり、全天候に対応できます。
全天候に対応できます。また
に対応できます。また室内
また室内で
室内でボ
ールを扱
ールを扱うことで、安定した中でボ
うことで、安定した中でボールをとらえ
ールをとらえることができ、技
ることができ、技
術も習得しやすい
習得しやすい環境
名なメッシ選手やネイ
しやすい環境だと思います。あの
環境だと思います。あの有
だと思います。あの有名なメッシ選手やネ
マール選手など
マール選手など世界
選手など世界的に
世界的に有
的に有名なサッカー
名なサッカー選手の
サッカー選手の多
選手の多くも、幼
くも、幼いころ
いころは
フットサルを経験
ットサルを経験しています。
経験しています。 しっかりと体の動かし方や
しっかりと体の動かし方やボ
体の動かし方やボール
コントロールの基礎
コントロールの基礎を
基礎を身につけ、その技術
につけ、その技術がサッカーで生きていく
技術がサッカーで生きていく
よう指導
よう指導していきます。送迎等
していきます。送迎等も
送迎等も行っていますので現在もう
行っていますので現在もう少
現在もう少し練
習量を
習量を増やしたい・走り方や基礎
やしたい・走り方や基礎からしっかりやり
基礎からしっかりやり直
からしっかりやり直したいという
子はぜ
子はぜひご相談
ひご相談ください。
相談ください。
毎年恒例のサマーキャンプを今年も網地島で行います！
サマーキャンプの申し込みがスタートし、現在若干名ですが、空き
がある状況です。夏休みの思い出をアバンツァーレで作りましょ
う！コーチたちも参加し、子供たちがワクワク・ドキドキするよう
なイベントを用意しています。間違いなく楽
なイベントを用意しています。間違いなく楽
しいサマーキャンプになります！
まだ若干名の空きがありますので、参加ご希
望の方はお早めにお問い合わせください。不
安なことなどありましたら、各会場のコーチ
までお気軽にご質問ください。夏の最高の思
い出になるサマーキャンプへの参加をお待ちしています！

私たちアバンツァーレスタッフが、日頃の活動を通して「感動」
した事をご紹介します。このコーナーが子供たちの自信になり、
また子供たちの取り組みの参考になってくれれば良いなと考えて
います。

ある日の
ある日のスクールでの出
日のスクールでの出来事
スクールでの出来事です。
来事です。
富谷会場は新
会場は新規開校
富谷
会場は新規開校したばかりで、スクールに入って間もない年
規開校したばかりで、スクールに入って間もない年小～
したばかりで、スクールに入って間もない年小～
１年生の子が大半
１年生の子が大半の会場です。まだまだ分からないことも多
の会場です。まだまだ分からないことも多く、みん
な練習の
練習の準備の
準備の仕方や片
方や片づけ方に迷
づけ方に迷っていました。
そんな中で活躍したのが、先輩
そんな中で活躍したのが、先輩アバンスクール生の
先輩アバンスクール生の小林遼万
アバンスクール生の小林遼万君
小林遼万君と吉田
橙真君
橙真君と相澤優樹君
相澤優樹君でした。
他会場では先輩
他会場では先輩スクール生で目立たなかった
先輩スクール生で目立たなかった彼
スクール生で目立たなかった彼ら３人も、この会場
では上級
では上級生になります。自分たちでも
上級生になります。自分たちでも上級
生になります。自分たちでも上級生の意識があったのでしょ
上級生の意識があったのでしょ
う。まずは自分たちから動き手本を見
う。まずは自分たちから動き手本を見せます。次にこうやるんだよと
教えてあ
教えてあげ
てあげる。そして一緒
る。そして一緒にやってみる。としっかりと後
にやってみる。としっかりと後輩
てみる。としっかりと後輩たちに片
たちに片
づけ方などを教え
づけ方などを教えていました。
教えていました。
彼ら３人もしっかり先輩
ら３人もしっかり先輩スクール生から
先輩スクール生から教
スクール生から教わり、その行動・背
わり、その行動・背中を見
中を見
て学んできたからこそできた行動だと思います。
この姿
この姿こそアバンツァーレのあるべ
こそアバンツァーレのあるべき姿だと思います。サッカーが
上手くなる以
手くなる以前にまず一人の人間として成長
前にまず一人の人間として成長すること。
成長すること。
これからもいい伝統
これからもいい伝統として
いでいけるように先輩スクール生は
伝統として受
として受け継いでいけるように先輩
先輩スクール生は
後輩にしっかりとやって見
にしっかりとやって見せ、後輩
せ、後輩スクール生はしっかりとその姿
スクール生はしっかりとその姿か
ら学んでいってほ
んでいってほしいです。
スクール活動を通して、いろ
スクール活動を通して、いろいろな地域
な地域や年齢
や年齢の子供たちが交流
の子供たちが交流し
交流し
ています。サッカー
ています。サッカーだけに
サッカーだけに関
だけに関わらず、活動中の様々な環境
わらず、活動中の様々な環境で子供たち
環境で子供たち
は成長しているな
成長しているなぁ
感じることのできた出来事
しているなぁと感じることのできた出
ることのできた出来事でした。
来事でした。彼
でした。彼ら３人だ
けでなく、その
けでなく、その背中を見
中を見ている後輩
ている後輩スクール生・他会場のスクール生
みんなの今後さらなる
みんなの今後さらなる成長
さらなる成長に期待しています。
成長に期待しています。成長
に期待しています。成長した
成長した姿
した姿が見えると
見えると
感動してしまいますね
動してしまいますね。

〒981-1105

アバンツァーレ Jr サッカークラブ 宮城県仙台市太白区西中田 5 丁目 9-5-101
６月のクラブ
６月のクラブイベントは、お友達
イベントは、お友達も参加
友達も参加 OK！と
OK！と
いうことで早速
いうことで早速一緒に来てくれました。
お友達含め１６名でのクラ
友達含め１６名でのクラブ
め１６名でのクラブイベントを実施
イベントを実施でき
実施でき
ました！たくさんの方々にゴミ拾
ました！たくさんの方々にゴミ拾い活動から親
い活動から親子
サッカーイベントまで参加していただきありがと
うござ
うございます。
います。
初めて参加した長田
初めて参加した長田こうた
長田こうた君
こうた君のお友達
のお友達も最初は
友達も最初は
緊張した面持ちでしたが、徐
張した面持ちでしたが、徐々に笑
々に笑顔が増え
顔が増え最後
増え最後
にはサッカーを楽しんでくれたのではないでしょ
うか。このサッカーを楽しむ
うか。このサッカーを楽しむことはすごく大切で
普段から厳しい
普段から厳しい環境
から厳しい環境でやっていると、サッカーの
環境でやっていると、サッカーの
本来の楽しさを忘
の楽しさを忘れがちですが、このような機
れがちですが、このような機会
があるだけで、サッカーの楽しさ・面白
があるだけで、サッカーの楽しさ・面白さを思い
出させてくれます。サッカーは、プレーするのも
観るのも共
るのも共通ですね
通ですね！
次回も、お友達
次回も、お友達も参加
友達も参加 OK です！自分のお友達
です！自分のお友達
はもちろ
はもちろん、兄弟
ん、兄弟の参加もお待ちしております！
兄弟の参加もお待ちしております！

先月号の間違い探しでは、間違い 0！を目標に作
成しましたが…。今月も間違いがありました。
× 経験を詰む➡ ○ 経験を積む
今月こそは、0
今月こそは、0 を目指して作ります！三度目の正
を目指して作ります！三度目の正
直です！(
直です！(笑)
応募してくれた長瀬興悦くんありがとうござ
ありがとうございま
す。ささやかですが、プレゼ
す。ささやかですが、プレゼントをお渡
ントをお渡しますので、お
楽しみに！

（月曜日～金曜日）

10 時～18 時まで

サッカーの本場、ヨーロッパが
ーロッパが熱
ッパが熱い！４年に一
い！４年に一度開催
４年に一度開催される
度開催されるヨ
されるヨ
ーロッパ最強決定戦「ＥＵＲＯ
ーロッパ最強決定戦「ＥＵＲＯ2016
ＥＵＲＯ2016」
2016」（ユーロ
（ユーロ 2016）
2016）が開
催されています！世界
されています！世界最高
世界最高峰
最高峰の選手たちが国
の選手たちが国の威信をかけて
戦う子の大会。イタリア語
戦う子の大会。イタリア語で「前進する」を意味
で「前進する」を意味する、我
する、我々ア
バンツァーレサッカークラブ
バンツァーレサッカークラブも見逃すはずがありません！
見逃すはずがありません！
今回のアバ～
今回のアバ～ンクイズ
ンクイズは、ズ
は、ズバリ『ＥＵＲＯ
バリ『ＥＵＲＯ2016
『ＥＵＲＯ2016』
2016』の優勝国
を予想
してもらいます！君
は的中させることができるか！？
を予
想してもらいます！
君は的中させることができるか！
？
チャレンジ
チャレンジを待っています！

●参加資格
●参加資格
アバンに在籍
アバンに在籍する会員・保護者
する会員・保護者とご
保護者とご兄弟
とご兄弟・
兄弟・姉妹、お
姉妹、お友達
、お友達も
友達も OK！
OK！
お気軽にどうぞ
お気軽にどうぞ参加ください！
☆親子サッカー
☆親子サッカー
☆ゴミ拾
ゴミ拾い活動
会場：
：名取市室内練習場
会場
取市室内練習場
●会場：
取市室内練習
内練習場
●会場
：名取市室
内練習
場
●時間
●時間
（土）16:00～
0～18:00
６月 11 日（土）15:00
（土）15:00～
15:00～15:50 6 月 11 日（土）16:
1 年に 2 回の大イベント！「アバンツァーレ
カップ」の時
時期がとうとうやってきました！
カップ」の
期がとうとうやってきました！
これまで練習
これまで練習をしてきた
練習をしてきた成
をしてきた成果を発揮
果を発揮する
発揮する舞
する舞台
本気の勝負だから熱
本気の勝負だから熱くなり、勝てば最高に嬉
くなり、勝てば最高に嬉
しく、負ければ悔
しく、負ければ悔し涙を流す選手も・・・。
アバンツァーレカップという大イベントだか
らこその味
らこその味わい！良
わい！良くも悪
くも悪くもチャレンジ
くもチャレンジす
ることでこれからの目標に出会うことができ
るかも！皆
るかも！皆さんの参加お待ちしております！

TEL

0120-019-578

決勝戦は 7/10（日）午前 3：00！
応募締め切りは 7/7（木）まで！

※会場にいるコーチからの情報収集
会場にいるコーチからの情報収集も
情報収集もＯＫ！
ＯＫ！何でも相談
でも相談して
相談して
くださいね
くださいね！（もしも、コーチの予想
もしも、コーチの予想がはずれてしまっても責
がはずれてしまっても責
任は取れませんのでご了承
れませんのでご了承ください。
了承ください。笑）
ください。笑）
４年に１度
４年に１度のヨーロッパサッカーの祭典
ーロッパサッカーの祭典だけに、
祭典だけに、当
だけに、当選賞品も
賞品も
ウルトラ豪華にグレードアップ！正解者
にグレードアップ！正解者の中から
の中から抽
抽
正解者の中から 選で選
ばれた３名が対象
が対象です。ご期待下
です。ご期待下さい！
立見コーチの優
コーチの優勝予想
勝予想・・・
本命は、ゲ
は、ゲルマン魂
ルマン魂「ドイツ代表
「ドイツ代表」です。
代表」です。
その中でも特
その中でも特に注目している選手は GK
ノイヤー選手です。とてつもなく
イヤー選手です。とてつもなく広
。とてつもなく広い守
備範囲と
備範囲とフィ
囲とフィールドプレーヤー顔負けの
フィールドプレーヤー顔負けの
技術に
技術に注目してください！！

就労継続支援Ｂ型事業所

テラグラッサでは、
テラグラッサでは、障
では、障がい者
がい者の方が働
の方が働く場所
く場所づくりをしようと
づくりをしようと
いうことで、県に申請
いうことで、県に申請し、就労支援
し、就労支援 B 型事業所
事業所「テラグラッサ」
テラグラッサ」
を平成 27 年 8 月に設
月に設立しました。
その一環
その一環として、
として、障がい者
がい者の方が
の方が働く場所
く場所として
として畑を借り、野
り、野
菜を栽培してきました。
栽培してきました。その
してきました。その畑
その畑で収穫したものを
したものを、名取会場の
前にテントを設
前にテントを設置し販売
置し販売しています。
販売しています。
野菜の
野菜の収益は、当事業
は、当事業所
当事業所を利用する障
用する障がい者
がい者の方々の工賃
の方々の工賃(
工賃(給料)
給料)
になるのです。
になるのです。
障がい者
がい者の方と丹精
の方と丹精込めて一
丹精込めて一緒
込めて一緒に作った野菜
に作った野菜を今後もまだまだ
野菜を今後もまだまだ
たくさん販売
たくさん販売していきます！
販売していきます！ぜ
していきます！ぜひ、お
ひ、お買い求めください。
よろしくお願
スタッフ
しくお願いします！
スタッフ一同

今月も、かわらばんの誤字・脱字・
今月も、かわらばんの誤字・脱字・日時・数字の
かわらばんの誤字・脱字・日時・数字の
間違いなどを見つけ、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います！
※申し込み方法はメール申込みのみ。
※口頭では受け付けません。また、文章表現の悪 みなさんこんにちは。
みなさんこんにちは。事務局
事務局の
事務局の佐藤です。
佐藤です。6
です。6 月 19 日は父
日は父の日でしたね
の日でしたね。私には娘
には娘が
さについてはご勘弁を
2 人いるので、妻
れ選んでくれた靴下
靴下をプ
人いるので、妻と娘がそれぞ
がそれぞれ選んでくれた
靴下をプレ
をプレゼントしてもらい、似
ントしてもらい、似顔絵
(^^;)

も描いてもらい、幼稚園制
いてもらい、幼稚園制作の
幼稚園制作のオ
作のオリジナルコースターをもらい・・・普段
ナルコースターをもらい・・・普段は大
普段は大事
は大事にさ
れていない私
れていない私もこの日ばかりはＶＩＰ
もこの日ばかりはＶＩＰ待
ＶＩＰ待遇でし
た。毎年幼稚園制
た。毎年幼稚園制作のプレ
幼稚園制作のプレゼ
作のプレゼントを楽しみにし
ていましたが、下
ていましたが、下の子も今年で幼稚園
の子も今年で幼稚園を
幼稚園を卒業な
卒業な
ので最後のプレゼ
ので最後のプレゼントになりました。娘
ントになりました。娘たちも
いつまで父
いつまで父の日を祝
の日を祝ってくれるのか・・・うれ
しい反
しい反面ちょっと心配
面ちょっと心配になった
心配になった父
になった父の日でした。
の日でした。
みなさんの父
みなさんの父の日はどんな日になりましたか？
の日はどんな日になりましたか？

