〒990-0021 山形県山形市小白川町2丁目10-19-101

TEL:0120-019-578

（月曜日～金曜日／10 時～18 時まで）

今回は、月曜日の「スポーツセンター
今回は、月曜日の「スポーツセンター会場
月曜日の「スポーツセンター会場」に取材しました！
会場」に取材しました！
スポーツセンター会場は、
スポーツセンター会場は、全学年が同じ時間で一緒に練習をする
会場は、全学年が同じ時間で一緒に練習をする
会場で
会場です。一番下の子では４歳（年中さん）
す。一番下の子では４歳（年中さん）。正直、レベル差はあ
りますが、年上のお兄さん、お姉さんが色々
りますが、年上のお兄さん、お姉さんが色々なことを教えてくれ、
色々なことを教えてくれ、
雰囲気は最高！学年の枠を超えて、みんなすごく仲良しです！ま
雰囲気は最高！学年の枠を超えて、みんなすごく仲良しです！ま
た道具の整理整頓もかなりレベルの高い会場です。低学年、特に
幼稚園の子達もビブスをたたんだりと、率先して片づけをしてく
幼稚園の子達もビブスをたたんだりと、率先して片づけをしてく
れています。サッカーの練習はもちろんですが、「相手に優しく」
したり「道具を大事にする」ことは、大人になっても必要不可欠。
スポーツセンター会場のみんなは「全学年の合同練習」という環
境で、様々なことを学び成長しているのだと思います！これから
も、失敗や成功、様々な経験を経て成長し続けてくださいね！
小笠原 魁威くん
魁威くん（
くん（小学４年生）
Ｑ：特
Ｑ：特異なプレーは
Ａ：ドリブルです！
：ドリブルです！
Ｑ：好きなサッカー
：好きなサッカー選
きなサッカー選手は？
手は？
Ａ：本田圭介
：本田圭介です！
です！
Ｑ：これから
Ｑ：これから頑張
これから頑張りたいことは？
頑張りたいことは？
Ａ：相手をかわしたり小指
相手をかわしたり小指で
小指でドリブ
ルしたり、
ルしたり、できないことをできるよ
うにしたい
うにしたい！
したい！
Ｑ：お家の人へ一言
の人へ一言！
Ａ：送
Ａ：送り迎えとかしてくれてありが
とう！

母の日企画に続き、「父の日」に向け特別企画を実施します！日程
「父の日」に向け特別企画を実施します！日程表に同封
日程表に同封
してある「キーホルダー
してある「キーホルダー・缶バッチ作成用紙」に、日頃の感謝の気持ちを
込めて、お父さん
込めて、お父さんの絵を描いて下さい！一生懸命書いてくれた
お父さんの絵を描いて下さい！一生懸命書いてくれたお父さん
の絵を描いて下さい！一生懸命書いてくれたお父さんの
お父さんの
似顔絵を「アバン特製キーホルダー
似顔絵を「アバン特製キーホルダー」にして応募者全員へプレゼント！そ
の他のデザインは「缶バッチ」にします。日頃の気持ちを、形に！心のこ
もった似顔絵の応募を待っています！

小渡 颯斗くん
颯斗くん （小学２年生）
Ｑ：特
Ｑ：特異なプレーは
Ａ：ループシュ
ループシュート
シュート！
ート！
Ｑ：好きなサッカー
：好きなサッカー選
きなサッカー選手は？
手は？
Ａ：本田圭！
：本田圭！
Ｑ：これから
Ｑ：これから頑張
これから頑張りたいことは？
頑張りたいことは？
Ａ：ヘディングリフティ
リフティン
ティング５回
以上できるようにしたい！（今は
２回できます！）
Ｑ：お家の人へ一言
の人へ一言！
Ａ：いろいろ
Ａ：いろいろ助
いろいろ助けてくれてありが
とう！

みなさんこんにちは！今回は、
みなさんこんにちは！今回は、新しく見つけたラ
今回は、新しく見つけたラ
ーメン屋さんが美味しかったのでご紹介しま
す！おすすめのお店はコチラ！「支那そば
す！おすすめのお店はコチラ！「支那そば 無双
庵」です。私が食べ
」です。私が食べた「
食べた「無双海老
た「無双海老そば・こってり」
無双海老そば・こってり」
は、まさしく「海老
は、まさしく「海老」そのもの！こってり
海老」そのもの！こってり目
」そのもの！こってり目のス
ープと麺
ープと麺がばっちり絡
がばっちり絡んで最高においしいラー
メンでした！４月７
メンでした！４月７日にオ
日にオープンしたばかりで、
なかなか見つけにくかったですが、探
なかなか見つけにくかったですが、探し出して食
して食
べる価値あり！だと思います。
価値あり！だと思います。他のメニュ
他のメニューもか
ニューもか
なり気になるものがあったので、ちょ
なり気になるものがあったので、ちょくちょ
くちょく通
いたいと思います！（笑
いたいと思います！（笑）また、美味しいラーメ
ン屋さんがあったらご紹介ください！皆様から
の情報もお待ちしています！
情報もお待ちしています！

みなさんこんにちは。事務局の佐藤です。去る５月８日はコカ・コーラが
発明された日だそうです。かつてコカイン成分が入っていたため、コカ・
コーラと名付けられたというのはよく聞く話ですが、「コーラ」というのが、
コーラ」というのが、
使われていた木の実に由来するということを皆さんご存知でしたか？アフ 支那そば 無双庵 山形市久保田 2-1-6
リカの熱帯雨林に生えているコーラという植物の実を使っていたことから
023023-623623-1786
コーラという名前が付けられたそうです。私はこの話を聞いた翌日に、誰
11:00～15:00（スープ
15:00（スープ切
（スープ切れ次第終了）
次第終了）
かに話したくてこの記事を書いています。みなさんも、せひ、トリビアと 平日 11:00～
して周りの人に話してみてください。
TEL

定休日/
定休日/月曜日

E メール avan-yamagata@star.ocn.ne.jp

〒990-0021

アバンツァーレ Jr サッカークラブ 山形県山形市小白川町 2 丁目 10-19-101

TEL

0120-019-578

（月曜日～金曜日）

10 時～18 時まで

６月も「
月も「山形市陸上
市陸上競技場」
競技場」が
場」が確保できました！
確保できました！
大盛況だった
盛況だった５月の
だった５月の親
５月の親子サッカー大会を超えられる
子サッカー大会を超えられる
よう、６
よう、６月も親
月も親子サッカー大会を開催
子サッカー大会を開催します！
開催します！最高
します！最高
の人工芝ピッチで、子
工芝ピッチで、子供
ッチで、子供たちと一緒に気持よく汗
たちと一緒に気持よく汗を
流しましょ
しましょう！今回も、大人
う！今回も、大人ｖｓ
今回も、大人ｖｓ大人の
ｖｓ大人のガ
大人のガチンコ対
チンコ対
決も開催します！ただし、
開催します！ただし、無
します！ただし、無理は禁
理は禁物！くれぐ
物！くれぐれも
「ケガ」にはご
ケガ」にはご注意
」にはご注意ください。
注意ください。（笑
（笑）我々スタッフも、
親子サッカーの、大人同士
子サッカーの、大人同士の真剣勝負が
真剣勝負が毎月楽しみ
です！こんな子供
です！こんな子供みたいなスタッフ一同ですが、皆
様の参加
様の参加を
参加を楽しみにお待ちしています！
盛り上がりました！出
り上がりました！出来立て、最高の人工芝
て、最高の人工芝での
工芝での親
での親子サッカー大会！
大人１
大人１４名、子供３
４名、子供３４名で
供３４名で広
４名で広々とサッカーを楽
々とサッカーを楽しむことができまし
た！試
た！試合前の「会場清掃ゴミ拾
合前の「会場清掃ゴミ拾い」にも
清掃ゴミ拾い」にも積極的
い」にも積極的に
積極的に参加していただき、
参加していただき、
本当に感謝です！「人の
本当に感謝です！「人の嫌
に感謝です！「人の嫌がる所
がる所にこそ成長の種
にこそ成長の種がある」と信
がある」と信じて、
また「
また「ゴミを
ゴミを捨てる大人」にならないように、コツコツと継
てる大人」にならないように、コツコツと継続して子
供たちへアプロ
たちへアプローチしていきたいと思います。次
ーチしていきたいと思います。次回のク
回のクラブイベン
ト・親
ト・親子サッカー大会も皆様のご参加
子サッカー大会も皆様のご参加お待ちしています！
参加お待ちしています！
アバンツァ
アバンツァーレサッカーク
ーレサッカークラブで
は、就労
就労支
は、
就労支援の一環で障
の一環で障がいのある
方も一緒に仕
も一緒に仕事をしています。アバ
ンの「缶バッチ」や「名刺
ンの「缶バッチ」や「名刺の点字加工」をお
点字加工」をお仕
」をお仕事にしていましたが、
これから新たに「手作りバースデーカード
これから新たに「手作りバースデーカード」を作っていこうと計
」を作っていこうと計
画しています！そして、６
画しています！そして、６月からアバンの会員のみんなへ宛
月からアバンの会員のみんなへ宛てた
「バースデーカード
「バースデーカード」もこの「手作りバースデーカード
」もこの「手作りバースデーカード」にリニュ
」にリニュ
ーアルします！一緒に働
ーアルします！一緒に働く仲間たちが作ってくれた、思いのこもっ
たスペシャ
たスペシャルカー
ペシャルカード
ルカードです！保護
です！保護者の皆様も
保護者の皆様もぜ
者の皆様もぜひチェ
ひチェックしてみて
ください！子供
ください！子供たちが喜
たちが喜んでくれる事、また、なかなか働
んでくれる事、また、なかなか働き口のな
い障がいのある方
がいのある方々が、「仕
「仕事」という生きがいを持てる事、ど
事」という生きがいを持てる事、どち
らも良い相乗効果
らも良い相乗効果が生まれるよう、
乗効果が生まれるよう、微力
が生まれるよう、微力かもしれませんが、できる
微力かもしれませんが、できる
事にチャ
事にチャレンジ
レンジしていきたいと思います！これとは別に、バースデ
ーカード
ーカードを作ってほ
を作ってほしいという方
しいという方は、別で注文
は、別で注文もできますので、お
注文もできますので、お
気軽に事務局までご
に事務局までご連絡ください
連絡ください
問題
ある場所
ある場所で世界中の人々が
世界中の人々が集
中の人々が集まって開
まって開かれる会議
かれる会議がありました。そ
の会議
の会議の途中にいきなり停電
中にいきなり停電になりまし
停電になりました。その時、
になりました。その時、「電
「電気をつけ
ろ！」との
」との声が！さて、ど
が！さて、どこの国
この国の人が
の人が言ったでしょ
ったでしょうか？
うか？
「電気をつけろ！
気をつけろ！」が問題を
問題を解くカギ
くカギ！そう、このい言葉
！そう、このい言葉は、思い
言葉は、思い
っきり「日本語
っきり「日本語」ですよね！つまり正
「日本人」でした！
本語」ですよね！つまり正解
」ですよね！つまり正解は・・・「日本
そう応募数２
そう応募数２４
数２４件！正解
！正解は１３名でした。正
１３名でした。正解
名でした。正解者全員に「限定金
者全員に「限定金バ
限定金バ
ッチ」をプレゼントします！お楽
ッチ」をプレゼントします！お楽しみに！

●開催日
６月１４日（日） 19：
19：00～
00～21：
21：00（
00（2 時間程度
時間程度）
程度）
●会

場

山形市

山形市市陸上競技場（屋外です！）
山形市市陸上競技場（屋外です！）
※護国神社裏手側になります！

参 加 費

無料

参加資格

アバンに在籍する会員とご兄弟・姉妹、
お友達もＯＫ！

※参加申し込み不要！ お気軽にご参加ください！
※試合前に会場清掃活動を行います。ご協力お願いします。

作成キャ
作成キャプテンの米田
ンの米田さんで
米田さんで
す！彼女
彼女を中心に、
す！
彼女を中心に、障
を中心に、障がい者
の方が力を合わせて、丁寧
を合わせて、丁寧に、
丁寧に、
真心こめて作っています！

・親子サッカーの記事から
大人の力
大人の力前回・・は間違
前回・・は間違い！正しくは「全開
い！正しくは「全開」
サッカーけうぃ
サッカーけうぃ験者・・・は間違
験者・・・は間違い！正しくは「経験者」
・公式ＨＰの
公式ＨＰの所・・・「おバンツァ
「おバンツァーレ」に！気づきました？
見事見つけてくれたみんなに、
「記念品」をプレゼントします！
「記念品」をプレゼントします！

会報誌の
報誌の文章ミスを
文章ミスを減
スを減らすため、またコーチヘ
またコーチヘのプレッシ
のプレッシ
ャー＆会員の皆様にひとつの楽
会員の皆様にひとつの楽しみを提供
しみを提供するために、
提供するために、か
わらばんの誤字
わらばんの誤字、
誤字、脱字、日付、
脱字、日付、数字
、日付、数字の間
数字の間違
の間違いを探
いを探し、見つ
けて報告
けて報告した会員にコーチ
報告した会員にコーチから「
した会員にコーチから「何
から「何か」をプレゼント！
※申込み方法
込み方法はメール
方法はメール申
はメール申込みのみ。
今回のアバ～
今回のアバ～ンクイズは、「大人の
「大人のな
大人のなぞなぞ」を用意
」を用意しました！子
しました！子供 ※申込み
※毎月
月
開催します！
します！
※毎
開催
のキミ
のキミたちに、この問題
たちに、この問題は分かるかな
問題は分かるかな～
は分かるかな～？（笑）
※文章表現の悪さについてはご勘弁下さい。
問題
※同じ間違
同じ間違いの場合は先着順
いの場合は先着順です。
着順です。
ケンさんは、忙
ンさんは、忙しい彼女
しい彼女を待つばかりの生
彼女を待つばかりの生活
を待つばかりの生活をしていました。そ
んな二
んな二人に訪
人に訪れたものとは？
今回も大人の
今回も大人の力
大人の力を前回に使った問題
を前回に使った問題です！子
問題です！子供
です！子供達よ！頭
達よ！頭をフル回
転させて挑戦
させて挑戦してください！もちろ
挑戦してください！もちろん
してください！もちろん保護者の皆様もご
保護者の皆様もご協力
者の皆様もご協力く
協力くだ
さい！難問
さい！難問を
難問を突破した皆様の応募を
突破した皆様の応募を楽
した皆様の応募を楽しみに待ってます！
E メール avan-yamagata@star.ocn.ne.jp

