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８月末までの期間で開催した「特別ご紹介キ
ャンペーン」でしたが、子供たちが夏休み期
間に入ってしまったため、お友達を誘えなか
ったというお話が多々ありました。そこで今
回、皆様のご要望にお応えして、キャンペー
ン期間を９月末までに引き伸ばします！サ
ッカーに興味のあるお知り合いや、ご兄弟が
いらっしゃる皆さん！このキャンペーンを
有効に活用していただければ幸いです！お
声がけよろしくお願いします！

お かげ さま で、今 年の夏
も たく さん のイベ ントを
行 うこ とが できま した！
今 後も 皆様 に楽し んでい
た だけ るイ ベント を開催
していきます！

アバンツァーレとともに運営して
いるＮＰＯ法人国際スポーツ推進
機構では、運動教室とダンス教室を
運営するかたわら、視覚障害者を雇
用しています。小さな組織ですから
大きなことは出来ませんが、一隅を
照らす活動（生き方）をしたいと思
っています。活動に少しでもご興味
をもたれた皆様は、同封のお手紙、
資料をご覧ください。

点字ＣＡしてみませ
んか？点字名刺を作
ることで視覚障害者
の雇用が生まれま
す。点字名刺はコス
トに変えられない価
値があります。

子供たちに評判の「缶バッチコレクション」！いよいよ第
２弾が投入されます！今回は一気に７種類のアバンオリ
ジナル缶バッチが新たにゲットできます！クラブの様々
なイベントに参加して、皆さんぜひゲットしてください
ね！新たな缶バッチの全貌は、
各会場のスクール練習で公
開します！また、
７月分と８月分のアバ～ンクイズの参加
賞も、新バッチが投入され次第、皆さんへプレゼントしま
すので、もう少し待っていてくださいね！

皆さんこんにちは！
１ヶ 月ぶりの 土井コー チで
す。 今年の夏 休みは、 皆さ
んど こかへお 出かけし まし
たか ？何を隠 そう私は 、チ
ーム の遠征や 合宿で、 埼玉
県へ 行き、秋 田県へ行 き、
宮城 県へ行き 、そこか ら富
山県 へ行き、 最後は神 奈川
県へ 行ってき ました！ 全て
車で の移動だ ったので 、１
都８県を通り過ぎました！
この 夏休み東 日本のあ ちこ
ちを めぐって きたわけ です
が、 高速道路 の各サー ビス
エリ アは観光 客や、帰 省ラ
ッシ ュで大渋 滞！楽し みに
して いたご当 地グルメ は、
ほぼ 食べられ ないまま 。凄
く残 念でした 。ただ、 子供
達と 一緒に全 国各地の サッ
カー チームの 活動を肌 で感
じて 、凄く勉 強になり まし
た！ 学んでき たことは 、も
ちろ ん皆さん の参加す る練
習で 還元して いきます ので
お楽 しみに！ ただ、次 回こ
そは ご当地グ ルメを食 べな
がら あちこち 行きたい と思

う今日この頃でした 笑( 。)
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前回の問題は 、
「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か？」で
した。結果は「メキシコ」の優勝！コーチもブラ
ジルの優勝を予想していましたが、意外な結果に
びっ くり！皆さ んもそうだ ったのでは ないでしょう か？応募総 数６４
名、正解者は残念ながら０名でした (涙)。賞品だった「特製アバンキー
ホルダー」は９月号のクイズにキャリーオーバー！限定品ゲットのチャ
ンスがさらに拡大！みなさん、ぜひ挑戦してください！

●裏面 、
「クラブから皆様へのご連絡」の
９行目 、
「ご安心くだい」×
正しくは 「ご安心ください」です。

●裏面 、
「かわらばん間違い探し」の
１行目「申込みはメールでの申し込みのみ」
「申込み」と「申し込み」が統一されていませんで
した (涙)。

今回のアバ～ンクイズは激ムズ問題のこれだ！わかるかな？？
問題：1 本燃えつきるの に 1 時間かかる線香 が 2 本あります 。この
２本を使って 45 分をはかってください。ただし、折ったり長さを

２名には、コーチから「何か」をプレゼントします！
楽しみに待っていてくださいね！

7/29（日）に県総合運動公園にて「虫取り大会」を
開催しました！今年は超大量ゲット！カブトムシ
（オス）
が１１匹！メスが１４匹！コクワガタなど
全て合わせると４０匹近くの昆虫を捕獲すること
に成功しました！朝早いイベント開始にもかかわ
らず１６名がメチャメチャ元気に参加してくれま
した！参加してくれたみんな！ありがとう！

９月１６日（日） 「親子サッカー大会！」
日時 9/16（日） 17： 00～ 18： 00 位まで
会場 県総合運動公園第２運動広場（人工芝グラウンド ）
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！
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はかったりしてはいけません。また火は一瞬でつくものとします。
キャリーオーバ発生中につき、正解者の中から抽選 で「８名」にアバ
ンオリジナル「限定キーホルダー 」を贈呈します！また、応募者全員
へ参加賞も授与します！みんなの挑戦、応募を待ってます！

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込みのみ。
コーチの作った
※毎月開催します！
「間違い」に気
※文章表現の悪さについてはご勘弁下さい。 づくかな！？
※同じ間違いの場合は先着順です。

こんにちは！事務局の佐藤です。
私の父は髪が薄く、その遺伝子を継いだ私も、常々何らかの
対策をしなくては・・・と心配していたのですが、先日、家の
ドライヤーが壊れた際、電器屋さんで「頭皮エステ」という機
械を見つけ、
「これだ！」と思い買ってしまいました。
『頭皮エステ』とは、簡単に言えば電動で髪を洗う機械なの
ですが、使ってみると、まるで美容室で洗髪してもらっている
かのような洗い心地で、毎日のお風呂タイムがとても楽しみに
なりました。使用して１週間程度経ちますが、今のところ髪に
ボリュームが出た！ということはないものの、肩凝りが改善さ
れたような気がします。
使用感に関しては個人差もある
とは思いますが、漢字が表わす通
り髪とは「長い」
「友達」でいたい
ので、将来のために頭皮エステを
続けていきたいと思います。
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