〒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）

暑さ真っ盛りの 8/1～
8/1～8/2 にサッカー大
会が開催され、アバンツァーレ山形
会が開催され、アバンツァーレ山形 SC も
参戦、準優勝
参戦、準優勝することができました！
、準優勝することができました！
小学生サッカーの山形県選抜に参加する
選手や、ケガ人などで数名の選手がチーム
にいない状態での大会出場でした。今大会
に掲げたテーマは『全試合・全員出場』。
「●●君かがいないから負けた。」などの
」などの
都合のいい言い訳は一切なし！全 5 試合、
予選はもちろん、勝負のかかった決勝戦も
登録選手全員が出場し全力で戦いました。
あと一歩のところで「優勝」を逃しました
が、選手たちは「やれる！」と自信を持て
たのではないでしょうか。これから大きな
大会に臨む選手たち。彼らの頑張りに熱い
声援を宜しくお願いします！
ひそかに人気企画
だった「お友達・ご家族紹介キャンペーン」を
９月～１０月の２ヶ月間の期間限定で復活させ
たいと思います！６月末の終了時から「紹介キ
ャンペーンはもうやらないんですか？」という
質問を頂戴しておりました。本当にありがとう
質問を頂戴しておりました。本当にありがとう
ございます！今回のキャンペーンは、前回キャ
ございます！今回のキャンペーンは、前回キャ
ンペーンから一新！新しいイベント盛りだくさ
んとなっております！２ヶ月間限定のキャンペ
ーンの詳細は別紙の「キャンペーンお手紙」を
ご覧ください！そして、サッカーを始めたいお
友達やご家族がいらっしゃいましたらぜひお声
がけよろしくお願いします！

お盆直前の「お盆カップ」。今回は東京からの参戦者やクラブの
。今回は東京からの参戦者やクラブの OB たち
も集まってくれ、普段よりもいっそう熱のこもったイベントとなりまし
た！大人になりつつも、昔の面影が残る OB たち。わざわざ集まってく
れたこと、本当に感謝しています！これからも楽しいイベントを実施し
ていくことと共に、「誰もが帰ってこれる場所」になるようにしたいなー
と考えています！皆さんが楽しめる場所を準備していきます！
E メール avan-yamagata@star.ocn.ne.jp

２０１５年夏のイベントの全日程が無事終了し
ました。参加してくれた子供たちには『とにかく
大好評！』で本当によかったです！短い期間でし
大好評！』で本当によかったです！短い期間でし
たが、お家から離れ「自分のことは自分で！」を
モットーに一生懸命チャレンジしてくれまし
モットーに一生懸命チャレンジしてくれま し
た！正直に言うと、心配な子たちも沢山いました
が、良い意味で予想を裏切られました（笑）改め
て子供たちの「伸びしろ」を見せつけられたイベ
ントでした！詳しい詳細につきましては「かわら
ばん号外」をご覧ください！活動の写真も購入で
きますので、こちらもぜひご活用ください！

今回は「十五夜カップ」と題したサッカー大会を開催しま
す！会場は最高の人工芝「山形市
す！会場は最高の人工芝「山形市球
「山形市球技場」です！秋の夜長、
技場」です！秋の夜長、
スポーツするにはもってこいの季節となってきました！心
地よい秋風を感じながら、親子で一緒にサッカーを楽しみま
しょう！もちろん、大人たちのバリッと
大人たちのバリッとガチンコ対決も準備
ガチンコ対決も準備
しています！（笑）運動会等があるようですが、皆様の参加
しています！（笑）運動会等があるようですが、皆様の参加
を楽しみにお待ちしています！
●開催日
9 月 12 日（土） 18：
18：00～
00～20：
20：00（
00（2 時間程度
時間程度）
程度）
●会 場 山形市 山形市球技技場（市陸）
※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。

〒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

今回は七日町にあるラーメン屋さん「あるますー
ぷ」をご紹介します！ここは醤油ラーメンが
BEST！色の濃い「ブラック」と色の薄
BEST！色の濃い「ブラック」と色の薄い「クリ
！色の濃い「ブラック」と色の薄い「クリ
スタル」が人気でおいしいです！私はよく「ブラ
ック」を食べます(^^
ック」を食べます(^^♪。おいしいラーメン屋さん
(^^♪。おいしいラーメン屋さん
なのですが、お店の前に駐車場がありません。近
くにコインパーキング「タイムズ
くにコインパーキング「タイムズ」があり、そこ
が提携駐車場
提携駐車場み
駐車場みたいです（
たいです（お店で駐車券
お店で駐車券もらえま
すよ！）
すよ！）。夜は居酒屋としても
居酒屋としても利用
屋としても利用できるお店で
利用できるお店で
す！もちろん〆
す！もちろん〆は・・・ラーメンですよね（笑）
は・・・ラーメンですよね（笑）
移動の手間はありますがそれでも
移動の手間はありますがそれでも行
の手間はありますがそれでも行きたくなるお
いしいラーメン屋さ
んですみ
んですみなさんぜひ
一度お試ししてみ
お試ししてみて
ください！

みなさんこんにちは。事務局
なさんこんにちは。事務局の
事務局の佐藤です。
佐藤です。先
です。先日、家族み
日、家族み
んなでディズニ
んなでディズニー
ディズニーシーに行
ーに行ってきました。夏休みが始ま
夏休みが始ま
って間もない時期だったためか、思ったより混雑
思ったより混雑してお
混雑してお
らず思う存分
思う存分楽しむことができました。
存分楽しむことができました。体験したアトラ
体験したアトラ
クションの
ションの中
ンの中で特に楽しかったのが、「タートルトーク」
です。フ
です。ファインディ
ァインディング
ディングニモ
ングニモの登場キャラクター・
ニモの登場キャラクター・ウミ
の登場キャラクター・ウミ
ガメの「クラッシュ
ガメの「クラッシュ」と会
シュ」と会話
」と会話ができるというアトラクシ
ができるというアトラクシ
ョンで、クラッシュ
ンで、クラッシュのトークが
シュのトークが軽妙
のトークが軽妙で、
軽妙で、子供以上
で、子供以上に大人
子供以上に大人
が楽しめるアトラクショ
が楽しめるアトラクションでした。
ションでした。６年位
６年位前からあるア
年位前からあるア
トラクショ
トラクションのようですが、
ションのようですが、皆さんもディズニ
皆さんもディズニー
ディズニーシーに
行った際
った際にはぜひ、体験
にはぜひ、体験して
体験してみ
してみてください。年齢
てください。年齢を問わ
年齢を問わ
ず楽しめるので、どなたにもオ
楽しめるので、どなたにもオススメです。
日本体育協
日本体育協会
体育協会主催の「日韓交流
催の「日韓交流大会」に山形県
韓交流大会」に山形県代表（
大会」に山形県代表（日
代表（日
本選手団）
本選手団）の
団）の監督として参加してきました。めったに
監督として参加してきました。めったに
機会がない海外
会がない海外選手との
海外選手との対
選手との対戦にド
戦にドキドキでしたが様々
キでしたが様々
なことを学ぶ
なことを学ぶことができました！国
ことができました！国が違えば文化も
ば文化も違
う。当たり前のことですが、テレビ
う。当たり前のことですが、テレビやネットで見
ットで見たり
聞いたりするよりも、何倍
いたりするよりも、何倍も感
何倍も感じ
も感じることがありまし
た！試合結果
た！試合結果は
結果は 1 勝 1 敗 1 分とな
りましたが、選手も我々指導
りましたが、選手も我々指導者も
我々指導者も
何より貴重
より貴重な
貴重な経験ができました！
経験ができました！
この経験
この経験を、
経験を、様々
を、様々なところで活か
様々なところで活か
していきたいと思います！

あるますーぷ

山形市
山形市七日町 4-16-14
TEL
TEL 023-664664-361
3617
昼の部 11:00
11:00～
:00～14:30
夜の部 18:00～
:00～24:00
定休日/月曜日

楽しかった夏休み
楽しかった夏休みも終了し、
夏休みも終了し、規則正
も終了し、規則正しい「普段の生活」に
規則正しい「普段の生活」に戻
しい「普段の生活」に戻ったころだと思います。
アバンからプレゼ
アバンからプレゼントした「チャレンジ
ントした「チャレンジカード
カード」の効果
」の効果はどうだったでしょうか？
効果はどうだったでしょうか？継
はどうだったでしょうか？継
続できている人は、8
できている人は、8 月いっぱ
月いっぱいまでなのでラストスパートを頑張りましょう！途中
いまでなのでラストスパートを頑張りましょう！途中
で止まってしまった・・・という人も大丈夫
まってしまった・・・という人も大丈夫！わ
丈夫！わず
！わずかな機関
かな機関かもしれませんが「チャ
機関かもしれませんが「チャ
レンジ
レンジ」することに意味
」することに意味があります！その小さなチャレン
意味があります！その小さなチャレンジ
があります！その小さなチャレンジの連続が「
連続が「習慣
が「習慣」になり
習慣」になり
ます！完成
ます！完成したチャレン
完成したチャレンジ
したチャレンジカード
カードは、9
は、9 月の練習
月の練習時にコーチまで
練習時にコーチまで提
時にコーチまで提出してください。
チャレンジ
チャレンジした数に応じ
した数に応じて「ご
応じて「ご褒美
て「ご褒美」を
褒美」を渡
」を渡します！皆さん、お楽しみ
します！皆さん、お楽しみに！(*^▽^*)

問題 ・１＋１＝２

・１＋０＝１
・１１＋１１＝４
１１＋１１＝４ ・１１＋１２＝３
では、１１１＋１１１１＝？？？
では、１１１＋１１１１＝？？？
※？？？に入る数字を応えてください

今回の問題
今回の問題はいかがでしたでしょうか？普通
はいかがでしたでしょうか？普通の算数の計算
数の計算ではありませ
計算ではありませ
んね。では解説
。では解説します！
解説します！ポ
します！ポイントは「１」の数！1
イントは「１」の数！1+1＝2、「1
「1」が二
」が二つで
すよね
すよね。11+
11+12＝
12＝3、「1
「1」が三
」が三つ・・・ということは！111
つ・・・ということは！111+
111+1111 は
「1」が七つ！そう正解
」が七つ！そう正解は「
正解は「7
は「7」でした！意地悪
」でした！意地悪でごめんなさい。
意地悪でごめんなさい。(‘ω’)ノ
E メール avanavan-yamagata@star.ocn.ne.jp

★山形地区
山形地区当選者
地区当選者★
当選者★
・吉永 桜大君のお兄
君のお兄ちゃん ・剱持 柊杜君
柊杜君
・音喜多 蒼天君
・庄司 謙介君
蒼天君
・森 保仁君
・小川
保仁君
・小川 輝眞君
輝眞君
・荒井 斗希君
斗希君
・古瀬 彩乃ちゃん
彩乃ちゃん
・武田 伊織君
・柴田 一心君
伊織君
●山形地区：応募
●山形地区：応募2
地区：応募 23 件/10
/10 名正解、
正解、10 名当選でした！
★仙台地区
仙台地区当選者
地区当選者★
当選者★
・高山 日向君
・佐々木 新君
・滝内 優良君
・山道
・山道 莉都君
・山道
・寺薗 航太君
・山道 駿君
航太君
・小野
・小野 喬君
●仙台地区：応募 13 件/7 名正解、
正解、7 名当選でした！

