〒981-1105 宮城県仙台市太白区西中田 7 丁目 21-12-405

TEL:0120-019-578

（月曜日～金曜日／10 時～18 時まで）

7 月 17 日（月）、天候にも恵まれ最高の環境の中で、第 34 回アバンツァーレ
カップが開催されました！今大会の参加者は、総勢 123 名！
初参加の選手や前回大会のリベンジに燃える選手、連覇を狙う選手など今大会に
懸ける想いは様々でしたが、大会は大いに盛り上がりました！
2 年生以下の部では、ボールを必死に追いかける姿が微笑ましく、会場全体が和
やかな雰囲気になりました。そんな中でも、しっかりとゴールを狙いシュートを
する姿は逞しく、1 人 1 人がサッカーを楽しんでいるように感じることが出来ま
した。また、気温が高く強い日差しの中で行われ為、途中体調を崩してしまう子
もいましたが、最後まで諦めすに試合に臨む姿も！このチャレンジ精神はとても
素晴らしいものです。今後も、最後まで諦めない気持ちをもって、練習に取り組
んでいきましょう！
３・４年生の部では、点を取られたら取り返す展開の試合が多くありました。
選手 1 人 1 人が「負けたくない！勝ちたい！」という熱い気持ちを持って試合に臨
んだ結果でもあります。優勝を目指し真剣に戦う選手たちの姿からも大会に懸ける
気持ちが伝わってきました。また、チームメイトの失敗を責めるのではなく、気持
ちを切り替えてチームを励ます姿もあり、チームが一つになって戦うことで一体感
が生まれていました。仲間を思いやる気持ち、最後まで諦めない気持ちはとても大
切なことです。みんなさんもこの気持ちを持って練習に取り組み素晴らしい選手に
なれるよう頑張りましょう！
５・６年生の部では、白熱しどれも見ごたえのある試合ばかり！1 人 1 人が全力
でプレーをすることで、熱い気持ちがぶつかり合っていました！足技で相手を惑わ
す選手やスピードを活かす選手、個々の特徴を発揮しながら試合は行われました。
試合の合間に行われたＰＫ戦では、連続でゴールが決まる中、緊張のあまり外して
しまう選手もいました(;^ω^)この失敗も 1 つの経験です。緊張が高まる中で本来の
プレーをやりきることは容易いことではありませんが、その壁を乗り越えることで、
さらなる高みでプレーをすることが出来ます。失敗を恐れず挑み続ける選手を目指
し、成長をしていきましょう！
今大会の詳細（優勝チーム、ＭＶＰ、グリーン賞）については号外にてお伝えし
ます。第 35 回大会もお楽しみに！

この活動を行う目的として、外で遊ぶこと
の楽しさやボールを扱うことの楽しさ、サッ
カーの楽しさを知ってもらうこと、そして一
緒に遊ぶことの楽しさを少しでも感じても
らい、子供たちの成長するきかっけになれば
と思い活動をしています。
今回は 7 月 14 日に、名取市の愛の杜めぐみ保育園に訪問してサッカー教室を
開催してきました。
保育園の先生方のご協力のもと、畠山コーチ、中里コーチ、佐藤コーチの 3 人
で訪問し、3 歳児の園児たち 17 名を対象にサッカー教室を行ってきました。
最初は、大きなコーチたちを前にガチガチに固まっていましたが、一緒にサッ
カーをやっている中で、コーチたちと打ち解け合うことができ、笑顔でサッカー
教室を行うことが出来ました。
今回サッカー教室をやっている中で、参加した子供たちは、率先してボールを
片づけたり、お友達の応援をしたり、一緒に喜んだりするなど、子供たちの「良
い行動」をたくさん見ることが出来ました。この「よい行い」にグリーンカード
連発！また、この教室の目的でもある様々な楽しさを、今回のサッカー教室を通
じて感じてもらえたのではないかと思います。次回は「ゆりかご幼稚園」に行く
ことが決定しています！今後もサッカー教室を通じて「サッカーの魅力」を伝え
ていきたいと思います！
また、皆さんの身近な方で「ぜひ依頼したい！」
という方がいましたら、ぜひ、下記の連絡先まで
ご連絡をお願いします。お電話お待ちしてます！

皆さん！夏休みになり約 1 週間が経過しています。今現在の
夏休みをどのように過ごしていますか？学校の宿題をやること
はもちろんのこと、遊ぶことも大切です。だからと言って遊ん
でばかりいませんか？
ここで忘れてはいけないのが「サッカーの練習をすることも
大切なことだ」ということです。
普段、学校や他の習い事などがあり、サッカーに没頭する時
間はすごく短いと思います。だからこそ、夏休みを利用して、
思う存分サッカーの練習をしてほしいとコーチは思います。
もちろん、夏休み中もアバンのスクールはありまが、本当に
スクールだけの時間で足りているかな？
先月、行われたアバンカップでは、本来の実力を発揮できな
かった人、悔し涙を流した人、もっとうまくなりたいと思った
人は少なくないと思います。次回のアバンカップにむけて、夏
休みである今が大きく成長する絶好のチャンス！成長のチャン
スを見逃すな！！
ということで、毎日 10 分間リフティングをしてみてくださ
い。そうすると夏休み明けのボールタッチは確実に上手になっ
ているはず！
サッカーはサッカーをして上達します。自分で時間を決めて、
練習に取り組んでみてください。取り組み方次第で、
誰でも大きく上達することが出来るよ！
この機会に、たくさんサッカーをしよう！
Where there's a will, there's a way.
（意志あるところに道は開ける。
）

アバンツァーレ Jr サッカークラブ
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7 月 8 日、9 日に河北カップの１次予選が行われました。４戦４勝で予選を１位で通過し、２次予選
に進出を決めました。
15 日に２次予選が行われ 3 チームの総当たり戦を全勝で決勝トーナメントに進出！
準決勝の YMCA との試合では、リズムをつかみきれず難しい試合となりましたが、粘り強く攻撃を
続けて勝ち決勝に進むことが出来ました。
決勝戦では先制点を許し１点ビハインドで前半を終えました。後半になり同点弾を決めるとその後も
ボールを支配しながらゴールに攻め込み逆転、追加点を奪い、見事、４年ぶり６度目優勝を果たしまし
た。最初に失点する難しい試合になりましたが、キャプテンの庄子かな
河北カップ 対戦結果
た君がインタビューで話をしていた「チーム一丸でつかんだ優勝。皆が
●１次予選
最後まで諦めない気持ちを持ち続けたので逆転できた」の言葉そのまま
VS 台原 3-1 勝ち
でした。焦ることなく一人一人がチームとして戦い続けたことが今回の
VS 付属 3-0 勝ち
結果につながることが出来たのではないかと思います。『やり続けること
VS アンティゴ 3-0 勝ち
の大切さ』を今回の経験で理解してくれればさらなる成長も期待できる
VS 向山 6-0 勝ち
と信じています。今後とも応援よろしくお願いします！
●２次予選
VS 仙台中田 4-1 勝ち
VS 南光台 4-1 勝ち
●決勝トーナメント
●準決勝
VS YMCA 2-0 勝ち
●決勝
VS FC 中山 3-2 勝ち

７月 15 日に毎月恒例のクラブイベントを開催しました。今回は７名の方が参加
していただきました！
今回は、前回・前々回と雨の為行えなかったゴミ拾い活動から始めました。室内
練習場周辺のゴミをかき集め、環境も心もキレイにしたところで、親子サッカーを
行いました！
今回はコーンを使っての相手との駆け引き、鬼ごっこでウォーミングアップを行
いました。この日は気温が高い日だった為、少し動いただけで汗が・・・そんな暑
さに負けないくらい元気に動き回るお友達の姿に、参加した人はみんな心を癒され
ました！
試合では、大人と子供たちの混合チーム、大人対子
供たちで行いました。大人の壁にぶち当たりながらも
果敢に攻める子供たちですが、容赦しないのが大人た
ちです（笑）
試合は大いに盛り上がり終わってみれば顔面真っ黒
になっていたお友達もいるほど！
今回参加していただいた皆さんありがとうございま
した。次回の参加もお待ちしております！

今回、大変恐縮ではありますが、この場をお借りして皆さんにご報告があ
りま！
私事ではありますが・・・今年の 10 月に入籍することが決まりました！！
（拍手喝采）すでに知っている方もいるかとは思いますが、約 5 年間お付
き合いしている 1 歳年上の方と結婚をします。
新居などは現在探している最中で、挙式は来年の 10 月の予定です。入籍
からちょうど 1 年後に仙台にて式を挙げます。挙式などはまだまだ先のこ
とですが、入籍まであと 2 ヶ月となり、いろいろと準備を進めている状況
です。（やっとここまでこれたかぁ～という感じです(笑)）
そんな中で先月、ようやく両家の顔合わせを行いました！いろいろと心配
事はありましたが和やかな雰囲気の中、時間はあっ
という間に過ぎ、無事に終えることが出来ました。
今後も、何かと良い報告を皆さんに届けたいと思
います！また、結婚生活でのアドバイスなどがあれ
ば参考にしたいと思います！
今後、幸せムードが漂ったらすみません(笑)
※写真はプロポーズの時に渡した婚約指輪です。
本物のダイヤの輝きに思わず感動をしました！

現在、選手コースには 4 年生以下が 21
名在籍しています。しかし、各学年でチ
ームを作り活動していくためには、まだ
まだ人数が足りません。そこで選手コー
スでは特に 4 年生以下の選手を募集して
います！
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
欲を持ったスクール生！アバンの選手と
して一緒に活動してみませんか？スクー
ル練習よりハイレベルな練習内容で取り
組んでおり、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、私生活の
部分においても指導
を行っています。必
ず選手の成長を見る
ことができます。
参加希望の方、詳
しい内容を知りたい
方は、各会場担当コ
ーチまでお気軽にご
質問ください。

●参加資格
アバンに在籍する会員・保護者とご兄弟・
姉妹、お友達も OK！
●会場：中田中央公園
●時間：8 月 12 日（土）15:00～17:00
※親子サッカーの前にゴミ拾い活動を行います。
※イベント前に、「リーダーシップ教育」の観点から
利用する会場とその周辺の清掃活動を行います。
ご理解の上、ご協力お願いします。

みなさんこんにちは。事務局の佐藤です。先日、家族で山形に出
かけた際、「庄司屋」というそば処で蕎麦を食べました。知らずに
立ち寄ったのですが、なかなか繁盛しており、慶応元年創業の山形
で一番の老舗で、ガイドブックにも必ず載っているような名店との
こと。
太くて硬くコシのある蕎麦に、薄味で出汁の風味が効いたつゆ
が、とてもおいしかったです。２～３人前はありそうな板そばでし
たが、妻とふたりであっという前に平らげ、普段は小食の娘たちも
大人と同じ１人前をしっかりと残さず完食しました。ちなみに慶応
元年とは、西暦で 1865 年と
のことですが、「創業 150 年
」より、「慶応元年創業」の方
が、すごそうに感じるのは私
だけでしょうか？
山形駅から比較的近くなの
で、機会があれば、ぜひ一度、
立ち寄ってみてください。

