〒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）

２０１７年は大変お世話になりました。
２０１７年も皆様のご協力のもと
２０１７年も皆様のご協力のもと実りのある１年間を過
年も皆様のご協力のもと実りのある１年間を過
ごすことができ、スタッフ一同心から感謝しています！
ごすことができ、スタッフ一同心から感謝しています！あ
き、スタッフ一同心から感謝しています！あ
りがとうございました。
りがとうございました。
２０１８年もアバンツァーレの意味である「前進」をや
２０１８年もアバンツァーレの意味である「前進」をや
めず、たくさんのことにチャレンジして選手と共にクラブ
も成長できるよう取り組んでまいります。
引き続き、皆様のご協力をお願いしたいと思っております。
２０１８年
２０１８年もどうぞよろしくお願いいたします！
もどうぞよろしくお願いいたします！

新年早
新年早々ですが、クラブイベントとして「
々ですが、クラブイベントとして「201
2018 初蹴り」
初蹴り」を行います！
います！
昨年同様、アバンで活動
昨年同様、アバンで活動している選手はもちろん、お父
している選手はもちろん、お父さんお母さん兄
さんお母さん兄
弟やアバンツァーレのジ
やアバンツァーレのジュニア OB、
OB、ジュニアユース OB、スクール
OB、スクール OB の
参加をお待ちしております！
当日は、中里
日は、中里コーチ、
中里コーチ、佐藤
コーチ、佐藤コーチ、
佐藤コーチ、松崎
コーチ、松崎コーチが参加
松崎コーチが参加予定
コーチが参加予定です！
予定です！
ジュニアの選手とガ
アの選手とガチンコの試合も行
チンコの試合も行う予定です！
予定です！
参加される方
参加される方は、連絡可能
は、連絡可能なコーチにご
連絡可能なコーチにご連絡
なコーチにご連絡ください！
連絡ください！

今回は室内練習場キッズクラス
今回は室内練習場キッズクラスに通う年長の杉山右京（うきょう）くんを紹
クラスに通う年長の杉山右京（うきょう）くんを紹
介したいと思います。右京くんがアバンに入ったのは昨年の
がアバンに入ったのは昨年の 4 月。大きなコー
介したいと思います。右京くん
チを目の前にしてなかなかお母さんから離れられなかったですが、今で
チを目の前にしてなかなかお母さんから離れられなかったですが、今では練習
ですが、今では練習
時間前に会場に来て元気にボールを蹴っています！そんな右京くんのお母さ
時間前に会場に来て元気にボールを蹴っています！そんな右京くんのお母さ
んからコメントを頂きました！
「サッカーをやり始めてまだ間もないですが、内気だった子が自分でやりた
いと挑戦を決めて毎回頑張ってる姿を見て、精神的に強さが出てきて諦めな
い心をスポーツを通して学ばせてもらっていると思います。幼稚園での発表
会もサッカーにして、ドリブルとシュート練習を頑張ってました。今はシュ
会もサッカーにして、ドリブルとシュート練習を頑張ってました。今はシュ
ート力を身に付けたいと言っているので、諦めない心で頑張って欲しいで
す。」
また、畠山コーチ
また、畠山コーチからもコメントを頂きました！
畠山コーチからもコメントを頂きました！
「右京くんは、とても慎重派です。時間をかけながらですが、確実に自分の
成功と失敗を感じながら前
成功と失敗を感じながら前向きに頑張っています。
向きに頑張っています。
初めて会った時、人見知りと緊張もあり、涙組む時が
あった右京くん
あった右京くん。でも、今はドリブルとリフティング、
くん。でも、今はドリブルとリフティング、
そしてシュートという新たな取り組みの目標もできて
一層、力が入っています。今は、アバンカップ
一層、力が入っています。今は、アバンカップへ
、力が入っています。今は、アバンカップへの出
場も目指
場も目指している右京くん
している右京くんです。
くんです。」
少しづつではありますが成長が感じられる右京くん
少しづつではありますが成長が感じられる右京くん。
くん。
どんな事でも 1 つ 1 つ積み重ねていくことで成長して
いきます。今後
いきます。今後の右京くん
今後の右京くんの成長が楽しみです！
の右京くんの成長が楽しみです！

詳細は同封の案内を
ご確認ください！

みなさんお待ちかねのクラブ内最大のイベント
みなさんお待ちかねのクラブ内最大のイベント
「アバンツァーレカップ」が
「アバンツァーレカップ」が１月に開催します！
」が１月に開催します！
毎回、様々なドラマが生まれるアバンカップ。今大会も盛り上
がること間違いなし！
果たして今大会優勝するのはどのチームなのでしょうか？
ＭＶＰ、グリーン賞といった個人賞も気になるところです！
気持ちの準備できてい
気持ちの準備できているかな？
初参加の人もどんどん参加して
初参加の人もどんどん参加してね！たくさんの応募待ってます！
んどん参加してね！たくさんの応募待ってます！
今回インタビューをしたのは、荒井東スクールに通う小学
今回インタビューをしたのは、荒井東スクールに通う小学 3 年
生の鈴木葵心（あおい）くんです。彼
です。彼は
生の鈴木葵心（あおい）くん
です。彼は小学 1 年生の時にサッカ
年生の時にサッカ
ーと出会いました。その時
ーと出会いました。その時からアバンでサッカーをするまでは
。その時からアバンでサッカーをするまでは、
からアバンでサッカーをするまでは、
友達と遊ぶ程度でやっていたそうです。そんな葵心くん
友達と遊ぶ程度でやっていたそうです。そんな葵心くんは
くんはアバン
でサッカーを始めてからメキメキと成長をしています！
■サッカーを始めたきっかけは？
プロサッカー選手を見て、面白そうだと思って自分もやりたく
プロサッカー選手を見て、面白そうだと思って自分もやりたく
なったから。
■サッカーで好きなプレーは？
ドリブルで相手をよけてシュートすること。
■アバンでサッカーを始めて、上達したことは？
ドリブルとシュートとまっすぐ
ボールを蹴れるようになったこと！
■今後の目標は？
プロサッカー選手になって、試合で
プロサッカー選手になって、試合で活躍したい！
本格的にサッカーを始めてまだ 4 ヶ月目ですが、ひたむきに練習
に取り組み、日々成長をしています。大きな夢に向かって前に進
に取り組み、日々成長をしています。大きな夢に向かって前に進
み続ける葵心くん
み続ける葵心くん！
葵心くん！これからも練習を積み重ねどんどん
これからも練習を積み重ねどんどん成長して
どんどん成長して
いこう！
いこう！
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お正月といえ
月といえば…？お餅
？お餅におせち、福袋
におせち、福袋などいろいろと思い
福袋などいろいろと思い浮
などいろいろと思い浮かぶかと思 年末年始は下記
年始は下記の
下記の期間がお休
間がお休みになります。事
みになります。事務局もお
務局もお休
もお休みにな
いますが、子供
供たちはやっぱ
いますが、子
たちはやっぱりお年玉
りお年玉が一番の楽しみ
一番の楽しみなの
の楽しみなのかな？
なのかな？
るため、休
休み期間中お問合せがある場合は、各
るため、
合せがある場合は、各会場担当
会場担当コーチまで
担当コーチまで
ということで…
ということで…
電話で
電話で連絡をお
連絡をお願
をお願いします。※
いします。※メールの場合、
メールの場合、確認が遅
確認が遅くなること
新春特別企画！「チ
春特別企画！「チャ
！「チャレンジ
レンジクイズ！」を行
クイズ！」を行います！クイズに全問正解
います！クイズに全問正解する
全問正解する がありますので、ご注意
注意ください。
ください。
がありますので、ご
注意
と全問正解者の
全問正解者の中から抽
から抽選で 5 名の方に、アバンオ
に、アバンオリジナルグッズをプレ
ジナルグッズをプレゼ
ルグッズをプレゼ
ントします！
問題は
問題は全部で
全部で５問！
５問！簡単な
簡単な問題から
問題から超難問
から超難問までみんなは
超難問までみんなは正解
までみんなは正解できるかな？
正解できるかな？
クイズに答え
クイズに答えてアバン
答えてアバンオ
てアバンオリジナルグッズを
ジナルグッズをゲ
ルグッズをゲットしよう！

～問題～
問題～
1、２０１８年ＦＩＦＡワールドカップの開催国はどこ？
2、アバンのスクール練習会場は全部で７会場。名取（室内練習場）、
荒井東、長町、岩沼、富谷、泉。あと１つはどこ？
合えることを
3、今月号の中にアバンのマスコットキャラクター「ゼンくん」は
全部で何人？（隠れているゼンくんも探してね）
4、世界年間最優秀選手に贈られる賞の名前は？
5、クラブワールドカップ 2017 で優勝したのはレアルマドリード
ですが、その監督であ
ですが、その監督である「
が、その監督である「ジネディーヌ・ジダン
る「ジネディーヌ・ジダン」
ジネディーヌ・ジダン」が現役時代
得意とした技の名前は？
得意とした技の名前は？

※年末年始期
年始期間中は、いつもより生活リズムが崩
は、いつもより生活リズムが崩れやすくなりま
す。（特番が
特番が多く夜更かしをしたり、
夜更かしをしたり、偏
かしをしたり、偏った食
った食事になる
事になるなど）
なるなど）そのた
など）そのた
め、免疫
め、免疫力が
免疫力が下
力が下がり体調
がり体調を
体調を崩しやすくもなります。体調管理
しやすくもなります。体調管理をしっ
体調管理をしっ
かり行
かり行い、年始
い、年始には
年始には元気な姿で会いましょう！
には元気な姿で会いましょう！
また、これからの時
また、これからの時期
気が乾燥しインフル
これからの時期は空気が乾燥
乾燥しインフルエ
しインフルエンザにもかかり
やすい時
やすい時期になります。子供
になります。子供たちはもちろんのこと、保護者
たちはもちろんのこと、保護者の
保護者の皆様
も体調管理には
体調管理には十
には十分にお気をつけください
分にお気をつけください m(__)m

就労継続支援Ｂ型事業所
●応募締
応募締め切り：１月 13 日（土
日（土）
●応募者
応募者は「練習会場・名
「練習会場・名前
・名前・クイズの答え
クイズの答え」を
答え」を記載
」を記載の上、
記載の上、下記
の上、下記まで
下記までメール
までメール
してください。※
してください。※メールのみの
メールのみの受
のみの受付とさせていただきます。
付とさせていただきます。

名取会場（室内練習場）の前では、就労継
取会場（室内練習場）の前では、就労継続
就労継続支援Ｂ型事
支援Ｂ型事業所「テ
業所「テ
ラグラッサ」で作
作成したミ
成したミサンガ
サンガや缶バッチ、まんまる黒
バッチ、まんまる黒目のクマ
●正解と
●正解と当選者の発表は来月号
の発表は来月号に掲載します。
掲載します。当
します。当選した 5 名の方には 2 月 ラグラッサ」で
販売しています
しています！
いぐるみなどを販売
しています！ほとんどが手作
とんどが手作りで温
りで温かみの
のスクール時に
のスクール時にオ
時にオリジナルグッズ
ジナルグッズをプレ
ルグッズをプレゼ
をプレゼントします。
ントします。(何がもらえ
がもらえるかは のぬいぐるみなどを販売
あるものばかり(^^
るものばかり(^^♪
(^^♪ また、春～秋
また、春～秋の
春～秋の期間は借
間は借りている畑
りている畑で、季節
で、季節
お楽しみに！)
お楽しみに！)たくさんの応募待ってます！
の野菜を
野菜を栽培し、
栽培し、収穫
し、収穫したものも
収穫したものも販売
したものも販売して
販売して
います。グッズも野菜
います。グッズも野菜も
野菜も 1 つ 1 つ丹精込め
て作っていますので室内練習場に来た際
っていますので室内練習場に来た際は
ぜひ、お立
ひ、お立ち寄りください！そして、実
りください！そして、実際
そして、実際
商品を手に取り、ぜ
を手に取り、ぜひ、気に入ったもの
ひ、気に入ったもの
今回は、７
回は、７組のご家族
組のご家族とお友達が参加してくれました
家族とお友達が参加してくれました。
とお友達が参加してくれました。参加いただいた に商品を手に取り、
があればお
があればお買い求めください m(__)m
皆さんありがとうござ
さんありがとうございました！
今回は、駒林煌
今回は、駒林煌大くんのご
駒林煌大くんのご家族
大くんのご家族が
家族が４人で参加してくれましたが、畠山コ
人で参加してくれましたが、畠山コ
ーチが一番
ーチが一番嬉
一番嬉しかったのは
しかったのは、
のは、妹のかのんちゃ
のかのんちゃんが参加してくれたことで
んが参加してくれたことで
す。いつもスクールの時に煌
す。いつもスクールの時に煌大くんを応援
大くんを応援したりしてくれている中
したりしてくれている中、一緒
にサッカーもしてみたかったので、
にサッカーもしてみたかったので、勇
気をもって皆の中に飛び込み、プレ
飛び込み、プレ
かったので、勇気をもって皆
ーしてくれたこと、本
ーしてくれたこと、本当に感謝
に感謝です。
最後の試合などでは、走
最後の試合などでは、走ってボールに寄
ってボールに寄ってみたり、初参加で
ってみたり、初参加でよく頑張
参加でよく頑張
ってくれました。ぜ
ってくれました。ぜひまた一緒
ひまた一緒にサッカーしましょう！
一緒にサッカーしましょう！最後の
にサッカーしましょう！最後のゲ
最後のゲームには みなさんこんにちは。事務局の佐藤です。
お母さんたちも途中
お母さんたちも途中参加し、
途中参加し、得
参加し、得点
現在、小岩井農場で「銀河農場の夜」と題したライトアッ
も決めて盛り上がりました。
プイベントと打ち上げ花火（土曜日のみ）をやっていると
親子サッカーでは「大人と子
子サッカーでは「大人と子供
「大人と子供」
の話を聞いて家族で小岩井農場に行ってきました。
の本気の勝負
の本気の勝負、「子供
「子供同士」の本
土曜日の昼過ぎに出発して、夕方に盛岡につき、ぴょんぴ
気の勝負
気の勝負を、子供
を、子供と大人が一緒
と大人が一緒に
一緒に
体験できるイベント
体験できるイベントです。
できるイベントです。
ょん舎の冷麺を食べ、ライトアップと花火を見て、深夜に
子供たちの活動
たちの活動の成果なども感じ
家に帰ってくるという、なかなかのハードスケジュールで
てもらえ
てもらえることができます。
したが、子供たちも楽しめた様子でいい気分転換になりま
したが、子供たちも楽しめた様子でいい気分転換になりま
毎月１回実施
毎月１回実施しているので次
しているので次回
した。
の参加もお待ちしております。
１月２８日までやっているとのことでしたので、雪がひど

くなる前にみなさんもぜひ！

１月
～３
までの冬季期間、
冬季期間、泉
間、泉スクールの練習会場を
スクールの練習会場をワッセ仙台で
セ仙台で行
●１月～３
参加資
資格月末までの冬季期
参加～３月
います。
。現在、
、使用しているシ
しているシェ
ェルコム仙台
仙台が
います
現在在籍する会
使用
しているシ
ルコム
仙台が改修工事に入り
改修工事に入り使用
事に入り使用が
使用ができ
アバンに在籍
する会員・保護者
員・保護者とご
とご兄弟・
アバンに
在籍
する会
員・保護者
とご兄弟・
なくなることや積
ことや積雪
なくなる
ことや積雪時には他
時には
屋外施設も使用困難になることから、練習
使用困難になることから、練習
姉妹、お友達も
OK！
姉妹、お友達も
OK！ 他の屋外施設も
会場を上
会場を上記の期間変更します
変更します。
します。
詳細については、1
詳細については、12 月のスクール練習時に配布
月のスクール練習時に配布
している
している資料
いる資料をご
資料をご確認
をご確認願
確認願います。（泉スクール生のみ）
※不明点は
※不明点は佐藤コーチまで
佐藤コーチまで連絡
コーチまで連絡をお
連絡をお願
をお願いします。
■泉会場（月曜
会場（月曜日）
会場名：ワ
会場名：ワッ
名：ワッセ仙台
住所：
住所：宮城県仙台市青葉区北根黒松 2 番 10 号

