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７月７日（土） 「親子ミニアバン杯」
日時 7/7（土） 19：00～20：30
会場 県総合運動公園 第２運動広場（人工芝 G）
※参加費無料、参加受付は当日会場にて実施。

７月２９日（日） 「虫取り大会」
日時 7/29（日） 朝 5：30～6： 30 位まで
会場 県総合運動公園 北口駐車場集合
※虫刺され等の対策は各自でお願いします！
全日本少年サッカー大会山形県大会は、ベスト１６の成
績で終了しました。
優勝候補と噂されていたアバンでし
たが、早すぎる敗退に他チームの選手、指導者も驚いて
いました。正直「悔しい」の一言！ただ、この経験はキ
ミ達の成長の糧になること間違いなし！悔しさをバネ
に、次の大会の優勝目指して頑張ろう！！応援していた
だいた皆様、本当にありがとうございました！

どち らのイベント も、アバン 会員だけのご 参加
はも ちろん、親子 でのご参加 、またお友達 や、
ご兄 弟を誘っての 参加も大歓 迎です！また 、雨
天時の中止のご案内については 、
「アバン山形連
絡ブ ログ」のみか らのご案内 とします。不 安な
方は、直接土井コーチまでご連絡ください！

「かわらばん間違い探し」開始早々に応募がありました！６月号かわらばんの「コーチの独
りごと」最後から６行目、
「工夫して日々の活動を行なって…」の「行なって」が「行って」
ではないか？というものでした。念のため辞書で調べたところ、どちらでもＯＫということ
でした。が、今回は発見者第一号ということと、コーチが作る「かわらばん」をいつもしっ
かり読んでくれることに感謝の意味を込めて、
「何か」をプレゼントしちゃいます！
次の数列の「●」に入る値（あたい）は何でしょうか？？

前回のクイズは、こちら
という問題でした！そして答えは…ズバリ「２１」です！
「1 つ前と２つ前の数字を足す」というのが答えを導き出すルールだったのです！応募総数
は８２件！内、正解は７６名！その中から抽選で選ばれた幸運の持ち主は…
東根会場の新関将君です！当選おめでとう！将君には、ドイツ製のサッカーウェア３点セッ
ト（シャツ・パンツ・ソックス）をプレゼント！また、応募してくれたみなさんにも、特製
の参加賞があるので楽しみに待っていてくださいね！

子供たちへプレゼントしている「アバン特製缶バッチ」！実は、１種類だけでは
ないのです！ 今回は、
「缶バッチコンプリート選手権第１弾」と題して、３種類
のバッチすべてを集める事ができた会員へ、さらにコーチから「何か」をプレゼ
ントしようと思います！缶バッチがゲットできるチャンスは・・・
①会員参加企画「アバ～ンクイズ」へ参加
②毎月開催の「クラブイベント」へ参加
③毎月開催の「ゴミ拾い大会」へ参加
④各会場の練習で素晴らしい事をする
これから、さらなる「レア缶バッチ」も出現するかも・・・。お楽しみに！！

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

E メール

みなさん、こんにちは！
土井コーチです。
暑くなってきましたね！夏も
いよいよ本番を迎えようとして
います！山形の夏はあっという
間に終わってしまうので、しっ
かり楽しんでいきたいですね！

さて、今回はつい先日に実施
した僕の自宅の大掃除について
お話したいと思います。ある、
講演会のＣＤを聞いて「整理す
る事とは捨てる事」というメッ
セージに感化され、嫁と一緒に
家中の「いらないもの」を整理
することにしました。今、巷で
流行っている「断捨離」の極意
「モノを手にとって、ときめか
ないものは捨てる」とういう事
にも習い、押入れの中の物、全
てを引っ張り出し不要な物を捨
て始めました。結果、服や、靴
だけでゴミ袋６袋程に！（ほと
んど嫁のものでしたが・・・）
。
そのまま捨てるのも、もったい
ないとういうので、古着屋さん
へ売りに行きました。すごい量
だったので、時間も掛かりまし
たが、換金額にびっくり！ちょ
っとリッチな昼食を摂ることが
できました！

使わない物を整理する（捨て
る）ことで、押入れの見た目も、
心もスッキリします！みなさん
も機会がありましたら、不要な
物を整理（捨てる）してみては
いかがでしょうか？また、不要
な物など「古物屋さん」にもっ
て行ってみると、意外と良いお
小遣いになったりもしますよ！
ちなみに、物を溜め込むこと
は風水的にもあまり良くないよ
うです。心も、空間も、スッキ
リとした風通しの良い状態を保
っておきたいですね！

アバンツァーレホームページ
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夏季強化合宿は、サッカーの技術向上はもちろんのこと、親元
を離れた環境で、子供たちに「自立」を促す働きかけを行う「強
化」の合宿です！今回は、小学生年代で必要不可欠なテクニッ
ク「１対１」を徹底的にトレーニングします！「今より上手く
なりたい！」というみんな！「精神的にひと回り成長して欲し
い！」という保護者様！是非ご参加ください！詳しくは別紙の
ご案内を確認ください！

こんにちは。事務局の佐藤です。
今月は事務局よりこの場を借りて注意喚起をさせ
て頂きます。
毎年この時期になると、ご自宅や学校などスク
ール練習中以外での怪我が多くなるようです。
ロンドンオリンピック、野球のセ・パ交流戦、
サッカーの欧州選手権など様々なスポーツイベン
トが行われていることからもわかるように、暑く
なり活発に体を動かす機会が増えるため、それに
伴って怪我をすることが多くなるのではないかと
思います。
もちろん体を動かして汗をかくことはとても良
いことだとは思いますが、怪我をしては元も子も
ありません。暑くなったからといって油断せずに、
ちゃんと準備運動などを行って体を温めてから激
しい運動をするように気を付けてください。
また、怪我だけでなく、熱中症にも気をつけな
くてはいけない時期です。体を動かす際は水分補
給をこまめに行うようにしてください。
私たちも練習の際は充分注意を行っております
が、ご自宅でのお声掛けもよろしくお願いします。

T EL
0120-019-578

（月曜日～金 曜日）
10 時 ～ 1 8 時 ま で

自然を体いっぱいに体験しながら、徹底的に「遊
び尽くす！」のが、
このサマーキャンプの醍醐味！
川遊びや虫取り、バーベキューなど、普段の生活
では、なかなか味わえない楽しいことが山盛りで
す！毎年応募が殺到していますので、参加を希望
される皆様は、お早めにお申し込みください！詳
しい内容は別紙のご案内にてご確認ください！

会報誌の文 章ミスを減らすため、ま た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 るために、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」をプレゼントします！
※申込み方法はメール申し込みのみ。
※毎月開催します！
※文章表現の悪さについてはご勘弁下さい。
※同じ間違いの場合は先着順です。

さぁ、今月もやってきました！アバンクイズの時間です！
今回は、クイズのような 、なぞなぞのような・・・。問題はこれだ！！
みんな！この謎を解き明かしてくれ！！わかるかな～？？？
問題 「お、ひ、な、●、こ」

●に入る文字は、次のどれでしょう？？
①「い」 ②「や」 ③「く」 ④「み」

答えの理由も
教えてくれる
と最高です！

※ヒント：人の体のある部分が関係しているよ！

私たちの ビジョン、それはア バンツァ
ー レ 専 用 のグ ラ ウ ンド を 持つ こ と で
す。これ は、私たちの決意と して取り
組んで行 きます。実現にはた くさんの
困難が予 想されます。アバン ツァーレ
に関わる 皆様の協力も欠かせ ません。
実現に向 けて皆様のご理解と ご協力を
得られることを切に願っております。

アバンツァーレホームページ

答えがわか った方は、下記のアドレ スへ期日中にメールにて お申し
込みくださ い！正解者の中から抽選 で２名に「とっても貴重 なアバ
ン限定グッ ズ」をプレゼント！また 応募者全員には、もれな くアバ
ン特製の「参加賞」をプレゼント！みんなの応募待ってま～す！！
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