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（月曜日～金曜日／10 時～18 時まで）
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東北の子供たちに徹底的にイジリ倒されても、会場を
盛り上げてくれた３人に「プロの芸人根性」を垣間見ました笑。

12 月 12 日～１３日に宮城県で開催される「フジパンカップ」へ出場してきました。
日～１３日に宮城県で開催される「フジパンカップ」へ出場してきました。
東北６県の１位から２位のチームが集まる、事実上の東北大会。山形の代表として、アバンツァーレの代表として全力で戦ってきました！トップレ
ベルの試合で通用する「武器」も選手たちにしっかり身についていることを実感するとともに、東北での山形のレベル、全国大会出場チームの実力
差を痛感してきました。指導者はもちろん、選手たちも「上を目指すために必要な事」をしっかり学んでこれた大会だったと
れた大会だったと思います。この経験を
選手コースはもちろん、スクールの選手一人一人に伝え、選手の育成とレベルアップにコツコツと努めていきたいと思います。アバンツァーレが本
当の意味で「子供が成長するクラブ」と、皆様から認めてもらえるサッカークラブを目指してこれからも勉強を続け、精進します。

第１８回アバンカップが無事終了しました！初の人
工芝ピッチでの試合は、天気にも恵まれ最高のもの
となりました！寒い中、子供たちの応援・サポート
をしてくださった保護者の皆様、本当にありがとう
ございます！アバンカップの詳しい報告は、別紙の
「かわらばん号外」をご確認ください！
また、次回の第１９回大会の日程が決まりました！

大会詳細に関しましては、後日改めてご案内いたし
ます。また、各イベントの写真が
購入できます！こちらも、詳しく
は、かわらばん号外をご確認くだ
さいますようお願いします！
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バンカップで盛り上がった「キック 回も最速を叩き出した方に景品を準備しました！子供も大人
スピードコンテスト」を実施！子 も関係ないガチンコバトルを是非楽しんでください！
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※日新製薬の向かい側です！
お父さん方も一緒にチャレンジして
いる中で最速記録を出すというのは 参 加 費 無料
スゴイ！頑張れば大人をも超える！ 参加資格 アバンに在籍する会員とご兄弟・姉妹、
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というアバンの子供たちに「夢
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※参加申し込み不要！
お気軽にご参加ください！
与えてくれた彼には、コーチからプ
レゼントを授与しました！次回は年
レゼントを授与しました！次回は年 ※試合前に会場清掃活動を行います。ご協力お願いします。
明けの「アバン初蹴り」を企画して
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お坊さんも走り回るほど忙しい師走・・・。を過
ぎていよいよお正月ですね。久々の休暇でゆっく
みなさん、こんにちは。事務局の佐藤です。
りできる保護者様も多いのではないでしょうか？
半年前に２匹だけ魚を飼い始めましたが、
そんな中、私土井はラーメンを食べ続けます（笑）
本格的に熱帯魚を飼いたいと思い、ついに
今回おススメするお店は、東原町に新しくできた
本格的に大きな水槽で熱帯魚の飼育を始め
「らーめん富神」です。「うどん市」の跡地にでき
ました。最初は難色を示していた妻でした
が、実際に魚を見ると愛着がわくのか、餌をあげたり子供と水槽を眺めた
くのか、餌をあげたり子供と水槽を眺めた たラーメン屋さんです。お店のおススメはサンマ
が、実際に魚を見ると愛着がわ
。しかし、一番人気
りと楽しんでいるようです。ネオンテトラ、アカヒレ等、比較的、飼育し
りと楽しんでいるようです。ネオンテトラ、アカヒレ等、比較的、飼育し 出汁のきいた「醤油ラーメン」
で売れているのは「味噌ラーメン」という事でし
やすい魚を選び２０匹ほど飼いましたが、わずか２日で１匹お星さまにな た！早速食べてみたのは、人気の「味噌ラーメン」。
ってしまいました・・・。魚の寿命も１年～３年程度とのことなので、精 こちらもサンマ出汁が効いていて、寒い季節には
一杯かわいがってあげようと思います。
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何より営業時間が 21 時
と
遅くまでやってる所がが、
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い！事務所からも近いの
1２月より試験的に実施していました、練習会場へのバス送迎を、2016
を、2016 年１月より
で行きつけのお店になり
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格的に始動します。
します。専属の運転手さんによるクラブの車両を使用した送迎サービス
そうです！（笑）。
です。現在のところ、バスのように送迎ルートを設定し子供たちを送迎しています。
サービスを開始して間もないため利用人数が少ない今は、送迎希望をお受けしやすい
状態です！（※
です！（※送迎希望がたくさん出てきた場合は送迎利用を調整することもありま
す。）「仕事などの関係でどうしても送迎ができない」という方は
ができない」という方はぜひご相談ください。

★送迎サービスは「どうしても練習会場への送迎ができない」というご家庭をサポ
ートするためのサービスです。基本的には、練習会場への送迎は各ご家庭にてご

※送迎利用者注意事項
協力ください。
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らーめん富神

山形市東原町
山形市東原町 2-1010-20
TEL 023023-666666-6500
11:30～
11:30～15:00(L.O.14:30)
17:30～
17:30～21:00(L.O.20:30)

定休日／水曜日

お酒は 20 歳になってから。選挙権は法改正がされ 18
歳から。では、自動車は何歳から乗れるでしょうか？

免許が取れるのは 18 歳ですね。でも車には君たち
も赤ちゃんも乗れている・・・。ってことは！そう、
正解は「0
正解は「0 歳から乗れる」でした！応募数 29 件！
正解は 29 名全員！正解者から抽選で
全員！正解者から抽選で５
！正解者から抽選で５名にバッチ
をプレゼントします！
★当選者
★当選者★
選者★
・安達 泰斗くん
泰斗くん ・下山 大輔くん ・北村 遊くん
・荒井斗希くん
斗希くん ・太田 凌くん

問い合わせ先 山形地区統括 土 井 竜 志 TEL 070-5476-0125
メールアドレス gratitude002@willcom.com
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カーを始めたいお友達
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
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これはいったい何のことを言って
いるでしょうか？

「 ま み む ね も 」

今回は、正解者の中から抽選で 4 名に「黄金バッチ」
を、1
を、1 名に特賞として豪華景品をプレゼントしま
す！保護者の皆さんの協力も OK！ぜひご家族で考
OK！ぜひご家族で考
えてみてください！くさんの方からの応募をお待
ちしています！どしどしご応募くださ～い！

