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６/３０（土）と７/１（日）に龍山杯Ｕ
１０（４年生以下）大会が開催され、ア
バンツァーレは山形、仙台、東北連合の
３チームで出場させていただきました！
今大会は、
なんと講談社がタイアップし、
宮城・福島・山形の各地区からチームが
参加しており、色とりどりのユニホーム
で会場はお祭りのような雰囲気でした！
我らアバン山形 SCは、２日間で６戦し、
お陰様で全勝することができました！今
回の経験を今後の試合・大会に繋げてく
れればと思います。
今回の様子は、７/２６（木）発売の「週
刊モーニング」で連載中のサッカー漫画
「ＧＩＡＮＴ ＫＩＬＬＩＮＧ（ジャイ
アントキリング）
」の最後のページに掲載
されるようです。アバンのみんなは載る
かな？みなさん是非ご覧ください！！

龍山 杯に続き７ /１ ４（土）、１５ （日）
の両 日に渡り Ｕ１０の大 会に出場 しまし
た！ アバンの 「ちびっ子 最強軍団 」は４
戦全 勝！９月 に行われる 山形県大 会への
切符 を勝ち取 ることがで きました ！全力
プレ ーがモッ トーのチー ム！県大 会での
彼らの活躍にご期待ください！

前回の問題の正解は、指の名称の頭
文字だったので●には薬指の「く」
が 入 りま す！ 応募 総数 ６３ 名！ 正
解 者 は５ ５名 ！皆 さん の賢 さに は
脱帽です！抽選の結果、東根会場：
石垣陽暉くんと天童火曜日会場：阿
部 航 大く んの ２名 が見 事当 選し ま
した ！おめでと う！２人には、「激
レア！アバンキーホルダー」をプレ
ゼントします！お楽しみに！

２０１２年度夏季強化合宿・サマーキャンプは申込みを締め切り
ました！夏季イベントに参加する皆さまは、風邪や怪我などに十
分注意をして、開催日当日、元気にコーチたちと会いましょう
ね！今回参加できなかったみなさんは、次回のイベントへのご参
加をお待ちしています！子供たちの最高の成長の場となるよう、
また沢山の思い出を作ってこられるよう、コーチたちはバッチリ
準備しますね！楽しみにお待ちください！

これ以外で問い合わせのあった文章は・・・
①表面吹出し「がんばりしました」×
「お話して」は「お話しして」ではないか？は、辞書
正しくは 「がんばりました」です。
で調べた結果どちらも OK と言う事でした。また、
「古
物屋」は「古着屋」ではないかと言う問合わせは、コ
②コーチの独りごと 18 行目「とういう事」×
ーチが意識して「古物屋」と表現したので間違いでは 正しくは 「という事」です。
ありません。間違いが多かった事は事実。以後、ミス
なしを目指してかわらばん作りに励みたいと思いま ③コーチの独りごと 25 行目「とういう事」×
す！見つけてくれた皆さん、ありがとうございます
正しくは 「という事」です。
アバンツァーレホームページ
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今年度は、８/１２（日）～８/１７（金）まで、お盆
休み期間とさせていただきます。お盆休み期間中はク
ラブ事務局がお休みとなります（皆さんご存知の事務
員の佐藤さんもお休みとなります）ので、皆様からの
お電話などへ対応することができません。万が一、緊
急に連絡が必要な場合は、山形地区を統括しています
土井コーチまでご連絡ください。ちなみに、土井コー
チは、お盆休み期間中でもお電話、メール連絡などが
つながるようにしていますのでご安心くだい。
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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。
今月は間違
い「ゼロ」
※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。 を 目指 しま
す！！
※同じ間違いの場合は先着順です。

今回のアバ～ンクイズは、4 年に 1 度のスポーツの祭典「オリンピ
ック」からの出題です！
「ロンドンオリンピック サッカー 男子」 の金メダル獲得国
はどこの国になるでしょ～か？？
※正解者の中から抽選で５名に限定アバングッズプレゼント！

７/７（土）に県総合運動公園 人工芝グラウンドの
ナイター施設を利用し、親子アバン杯サッカー大会
を開催しました！参加総勢７５名！内、保護者様が
２１名参加と、沢山の方に参加していただきまし
た！お父さんチームの迫力満点のヘディングシュー
ト、ボレーシュートには、見ている皆さんから歓
声が！子供たちにもとても
良い刺激になったようです！
次回イベントのご参加も、ス
タッフ一同、楽しみにお待ち
しております！
ます！

ちなみに、男子決勝戦は８月 11 日（土）です！日本代表はメダル
獲得出来 るか？また、なで しこジャパンのワ ールドカップに続く
オリンピ ック優勝にも期待 がかかりますね！ コーチ的には、やり
投げの「ディーン元気」選手の活躍も楽しみにしています！

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！
イベントは、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 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！

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

こんにちは。事務局の佐藤です。ようやく夏らしい暑さになっ
てきましたね。
さて、先日、会議で話をしている時に、ちょっとしたことか
ら「７月生まれの会員が多い」という話になりました。その時
は、雑談程度で終わったのですが、気になると調べてみたくな
る性分なので、会員の皆さんの誕生日をもとに、日本人が一番
多く生まれているのはいつなのか？を調べてみました。
その結果、会員の方で一番生まれが多いのは５月生まれで全
体の９．７％でした。次に多いのは、７月生まれで、多い方か
ら順に、８月、１１月、４月、６月、１０月、９月、１２月、
２月、１月、と続き、一番少ないのが３月で全体の７．１％で
した。２８日しかない２月生まれよりも３月生まれが少ないの
は、１学年分下で学校生活を過ごせるように、３月末の出産予
定を４月初めにと調整したりするからなのでしょうか？とい
うことは、数え年だった頃には、１月生まれが一番多かったの
でしょうか？新たな疑問が湧いてきました。
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