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選ばれて嬉
選ばれて嬉しいです。
自分一人で上手くなっ
たわけじゃ
たわけじゃないので、
じゃないので、
アバンの代表
アバンの代表として、
代表として、
山形県の代表
山形県の代表として頑
代表として頑
張ってきます。
お父さん、お母さん、
いつもありがとうござ
いつもありがとうござ
います。これからもっ
と頑張るので応援
と頑張るので応援よろ
応援よろ
しくお願いします！
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トレセ
トレセン制度（
制度（ナショナ
ショナル
トレーニングセ
グセンター
トレーニン
グセ ンター制
ンター 制
度）とは、特に将来
）とは、特に将来を
将来を嘱望
される若
される若年層のサッカー選
年層のサッカー選
手に対して、良質
して、良質の指導と
良質の指導と
高いレベルでの選手交流
高いレベルでの選手交流の
交流の
場を提
場を提供するとともに、将
供するとともに、将
来の日本代表として活
日本代表として活躍
として活躍す
る可能性を持った選手を発
可能性を持った選手を発
掘するものです。
するものです。駿太君
です。駿太君は
駿太君は、
山形県代表
山形県代表として
代表として、
として、東北地
東北地
方の選抜
方の選抜された選手たちと
一緒にサッカーをしてきま
す。今回
す。今回味
今回味わえる貴重
わえる貴重な経
貴重な経
験を、
験を、帰ってきたらアバン
ってきたらアバン
のみんなに伝えて下
のみんなに伝えて 下 さい
ね！みなさん、
みなさん、駿太君
駿太君のこ
れからの成
れからの成長と活躍
長と活躍をぜひ
応援してください
応援してください！
してください！

（月曜日～金曜日／
月曜日～金曜日／10 時～18
時～18 時まで）
時まで）

●テーマは「キックと
は「キックとコントロ
コントロール」
９月から全会場・
９月から全会場・全学年で
全学年でチャレンジ
ャレンジしているトレーニング
しているトレーニング
です。ボ
です。ボールを扱
ールを扱うためには、ボ
うためには、ボールになれることが一番
ールになれることが一番！
コツをつかめば（写真①
コツをつかめば（写真①）ご
写真①）ご覧
）ご覧の通りです！「できた！」と
いう自信
いう自信は、これからの技術
は、これからの技術アッ
技術アップに
アップに必要
プに必要なもの。
必要なもの。写真②
なもの。写真②の
写真②の
トレーニング
トレーニングはサッカーの基本
サッカーの基本の「
基本の「ボ
の「ボールを止
ールを止める・蹴
める・蹴る」
・蹴る」
に「動きながら」をプラスしたトレーニング
に「動きながら」をプラスしたトレーニングです。なかなか
です。なかなか
難しいようですが、頑張って
しいようですが、頑張って取り組んでくれています！
頑張って取り組んでくれています！
同施設内に、アバンツァ
施設内に、アバンツァ
ーレＪｒ
ーレＪｒサッカークラブ
Ｊｒサッカークラブ
の事務所もあります！
事務所もあります！

１０月より、「アバンツァーレスポーツ」として、「放課後等デイサービス」を開所することとなりました。
「放課後等デイサービス
放課後等デイサービス」
デイサービス」とは？
とは？
➡小学生～高校生までの発達に心配のある子供や障がいが
小学生～高校生までの発達に心配のある子供や障がいがある子供を、学校の放課後や長期休暇中にお預
ある子供を、学校の放課後や長期休暇中にお預
かりし、障がい
かりし、障がいの自立
障がいの自立を目指し、
の自立を目指し、『療育』
療育』（障がいのある子供が社会的に自立すること目的として行われる
障がいのある子供が社会的に自立すること目的として行われる
活動のこと）
活動のこと）を行う場所です。
こと）を行う場所です。
「アバンツァーレスポーツ」とは？
➡これまで私達が多くの子供たち
これまで私達が多くの子供たちを指導してきた中、アバンのスクール生の中に知的な障がいや発達障が
多くの子供たちを指導してきた中、アバンのスクール生の中に知的な障がいや発達障が
いの疑いのある子が少なからず在籍していました。そのような子は学年が進むにつれ、他の子供たち
の疑いのある子が少なからず在籍していました。そのような子は学年が進むにつれ、他の子供たちとの
らず在籍していました。そのような子は学年が進むにつれ、他の子供たちとの
コミュニケーションがなかなか上手くとれません。そして、それが原因で頑張ってきたサッカーを辞めて
コミュニケーションがなかなか上手くとれません。そして、それが原因で頑張ってきたサッカーを辞めて
しまうことがほとんどでした。そのような子供たちが、気持ちよく、不安なく過ごせる、遊べる場
しまうことがほとんどでした。そのような子供たちが、気持ちよく、不安なく過ごせる、遊べる場所はな
が、気持ちよく、不安なく過ごせる、遊べる場所はな
いかと考えたことがきっかけとなり、放課後等デイサービス「アバンツァーレスポーツ」のスタートに至
いかと考えたことがきっかけとなり、放課後等デイサービス「アバンツァーレスポーツ」のスタートに至
りました。アバンツァーレのサッカー指導のノウハウを活かし、他ではない『サッカー』
りました。アバンツァーレのサッカー指導のノウハウを活かし、他ではない『サッカー』で、障がいがあ
『サッカー』で、障がいがあ
る子供たちを『療育
子供たちを『療育』
療育』すること
することを目的としていて、現在ではクラブの母体がある宮城県の名取市と、仙台
ことを目的としていて、現在ではクラブの母体がある宮城県の名取市と、仙台
市泉区で２施設を開所しており、ここ山形で３施設目となります。
今後も子供たちのために熱意をもって指導に取り組みますし、様々なイベントを企画すると
今後も子供たちのために熱意をもって指導に取り組みますし、様々なイベントを企画すると
思います。今後とも皆様のご理解とご協力
思います。今後とも皆様のご理解とご協力とともに、応援
とともに、応援頂
応援頂けますようよろしくお願
けますようよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
放課後等デイサービス 「アバンツァーレスポーツ」
URL: http://www.avanzarehttp://www.avanzare-sports.com
電話:
電話:０２3
０２3-666666-6157 ホームページ
ームページ➡「アバンツァーレスポーツ」で検索
「アバンツァーレスポーツ」で検索

来 年１０月
年１０月に 東京都の
東京都 の江戸川
区陸上競技場で開
競技場で開催
場で開催される「知
的障がい児・者
的障がい児・者サッカー大会全
児・者サッカー大会全
国大会」へ
国大会」へ、アバンスポーツ宮
城と合同チ
城と合同チームでの出場を目
合同チームでの出場を目
指し活動していきます！

９月から１０月の２ヶ月間にわたり、「アバン秋祭り」と称して、期間限定のお
「アバン秋祭り」と称して、期間限定のお
友達紹介キャンペーンを実施します！おかげさまでク
友達紹介キャンペーンを実施します！おかげさまでクラブはこの夏、フットサル
実施します！おかげさまでクラブはこの夏、フットサル
全国大会に出場し、様々な経験を積んできました。この経験をクラブの会員はも
全国大会に出場し、様々な経験を積んできました。この経験をクラブの会員はも
ちろん、一人でも多くのサッカー少年、サッカー少女に伝えたい！と
ちろん、一人でも多くのサッカー少年、サッカー少女に伝えたい！と、より一層
一人でも多くのサッカー少年、サッカー少女に伝えたい！と、より一層
思うようになりました。
うようになりました。キャンペーンでは、前回
キャンペーンでは、前回大好評
、前回大好評だったご
大好評だったご紹介特典「選べ
だったご紹介特典「選べ
るユニフォームプレゼント」も復活！
るユニフォームプレゼント」も復活！紹介してくれた子と、紹介された子の両方
も復活！紹介してくれた子と、紹介された子の両方
にユニフォームがプレゼント
にユニフォームがプレゼントされます！
プレゼントされます！アバンのみんなに少しでも喜んでもら
されます！アバンのみんなに少しでも喜んでもら
えれば幸いです！この機会にサッカーを始めたい子がいたら是非お声がけお願
いします！詳しい内容は、別紙の紹介キャンペーン資料をご確認ください。
いします！詳しい内容は、別紙の紹介キャンペーン資料をご確認ください。

アバンツァーレ Jr サッカークラブ
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９月のクラブイベントは、初
９月のクラブイベントは、初の試みとなる「ミニカップ戦
みとなる「ミニカップ戦」を行いました！カッ
プ戦とは、複数
とは、複数の
複数のチームで優勝
ームで優勝を目指し
優勝を目指し競
を目指し競い合う戦いで、小さな大会形式
いで、小さな大会形式みたい
なものです。今回は、親
なものです。今回は、親子混合チームで、
混合チームで、リ
ームで、リーグ戦で
グ戦で試合を行いました。あいに
試合を行いました。あいに
くの雨
くの雨の中での活動となりましたが、どのチ
の中での活動となりましたが、どのチームも接戦
ームも接戦！
接戦！最終的には、３
最終的には、３チ
的には、３チーム
のＰＫ戦にまでもつれ
ＰＫ戦にまでもつれ込
にまでもつれ込むデットヒ
むデットヒートでした。スクール会員の素晴
ートでした。スクール会員の素晴らしいプレ
素晴らしいプレ
ーや頑張りや、ＰＫ戦
ーや頑張りや、ＰＫ戦では子供
ＰＫ戦では子供相
では子供相手に大人げない高橋
手に大人げない高橋コーチ
コーチの本気セービング
ービングで
クラブイベントは大いに
クラブイベントは大いに盛
ベントは大いに盛り上がりました！いつもは
り上がりました！いつもは楽
いつもは楽しい雰囲
しい雰囲気のみでのク
雰囲気のみでのク
ラブイベントでしたが、真剣
ラブイベントでしたが、真剣に
真剣に勝負をする
勝負をする姿
をする姿もなかなかの見物
もなかなかの見物でした。スポーツ
見物でした。スポーツ
には必
には必ず「勝
ず「勝ち負け」が存
け」が存在します。勝
在します。勝ってうれしい思いをする事
ってうれしい思いをする事よりも、負
よりも、負け
て悔しい思いをすることのほうが多いはずです。そんな状況
しい思いをすることのほうが多いはずです。そんな状況でも「
状況でも「次
でも「次に向かって
立ち上がる」ことこそが私たちアバンツァーレのスタッフが伝えたいことです。
今回のイベントをきっかけに、子供たちがサッカーはもちろん、スポーツの本当
今回のイベントをきっかけに、子供たちがサッカーはもちろん、スポーツの本当
の面白さと、スポーツから学べる大
面白さと、スポーツから学べる大切
さと、スポーツから学べる大切なものを感じ
なものを感じ取ってくれたら幸いです。
感じ取ってくれたら幸いです。

01200120-019019-578

（月曜日～金曜日）
（月曜日～金曜日）
10 時～18
時～18 時まで

皆さんこんにちは！
皆さんこんにちは！ラーメン大好き垂石
ラーメン大好き垂石コーチです。
垂石コーチです。最近、急に肌
コーチです。最近、急に肌
寒くなってきましたね。そんな時に食べたくなるラーメンを今回は
ご紹介します。山形が誇る名店「修ちゃんラーメン」の『豚モツラ
ーメン』で
ーメン』です！コレはとにかく病みつきになる旨さです！モツの臭
みもなく、味噌ラーメンとの相性は抜群！山形駅前での飲み会の帰
りなんかは、欠かすことができない、締めの一杯に最適です（笑）
寒さが厳しくなってくる
これからの季節は、この
ラーメンで温まってみて
はいかがでしょうか？

今回のクイズ
今回のクイズも、Ｗ杯
も、Ｗ杯ア
Ｗ杯アジア
最終予選のスコア
最終予選のスコア予想
選のスコア予想です！
予想です！
前回のタイ戦
前回のタイ戦のリベンジ
ベンジを、
今回のクイズ
今回のクイズで晴らしてください！今回予想
らしてください！今回予想する
予想する試合
する試合は
試合は
この試合
この試合です！
試合です！

★問題★
１０月１１日に行われる、Ｗ杯アジア最終予選
日本代表ｖｓ強敵「オーストラリア」の試スコアは？

今回のクイズ
今回のクイズも、当
も、当選者に「とんでもな～くスッゴ
に「とんでもな～くスッゴイモ
ノ！」を準備
ノ！」を準備します
準備します！
します！もちろん、9
もちろん、9 月クイズ
月クイズと『全く違う
すっご～い賞品』です！とんでもない
です！とんでもないモ
とんでもないモノがＧＥＴ
ノがＧＥＴでき
ＧＥＴでき
る今回のクイズ
。みんなのチ
ャレンジ
る今回のクイ
ズ。みんなの
チャレン
ジを待っています！
★９月の問題★

今回のクラブイベントは
今回のクラブイベントは屋
のクラブイベントは屋内にてミニサッカー大会を開催
内にてミニサッカー大会を開催します！
子供チ
子供チームｖｓ
ームｖｓ大人
ｖｓ大人チ
大人チームの戦
ームの戦いはもちろん、ガチ
いはもちろん、ガチンコ
ガチンコ必須
ンコ必須の大人
必須の大人ｖｓ
の大人ｖｓ大人の
ｖｓ大人の試
大人の試
合も実施します！また１０月は体育の日
も実施します！また１０月は体育の日のある月！試合
のある月！試合だけではなく、みんなが
試合だけではなく、みんなが
参加できるイベントも開
参加できるイベントも開催
できるイベントも開催しちゃ
しちゃいます！涼
います！涼しくなりスポーツをするにはもって
こいのシーズ
こいのシーズン到来！お
到来！お父
！お父さん、お母さん！日
さん、お母さん！日ごろの運
ごろの運動不足
動不足を子供たちと一緒
を子供たちと一緒
にクラブイベントで解消
にクラブイベントで解消しませんか？（笑
しませんか？（笑） 皆様のご
皆様のご参加お
参加お待ちしています！
●開 催 日 10 月 16 日（日）16：
16：00～
00～18：
18：00 （２時
（２時間程度）
程度）
●会 場 天童市
天童市 フットサルコートクラッキ
●参 加 費 無料
●参加資
●参加資格 アバンに在籍する会員とご兄妹
アバンに在籍する会員とご兄妹、
兄妹、お友達の
お友達の参加も
参加もＯＫ！
ＯＫ！
※参加申し
※参加申し込み不要
み不要！お気軽
お気軽にご参加
にご参加ください！
参加ください！
※イベント前に、「リ
「リーダーシップ教
ーシップ教育」の観点
育」の観点から
観点から利用
から利用する会場と
利用する会場と
その周辺
周辺の
清掃活動を行います。
ご理解の上、ご協力
お願いします。
その
周辺
の清掃
活動を行います。 ご理解の上、ご協
力お願いします
。

2016 年より送迎
年より送迎サービス開始しました。
送迎サービス開始しました。専属
サービス開始しました。専属の
専属の運転手さんによるクラブの
運転手さんによるクラブの車
手さんによるクラブの車両を使用
両を使用
した送迎
した送迎サービスです。現在、バスのように
送迎サービスです。現在、バスのように送迎
サービスです。現在、バスのように送迎ルートを設定し子供たちを
送迎ルートを設定し子供たちを送迎
ルートを設定し子供たちを送迎してい
送迎してい
ます。「仕事
「仕事などの
仕事などの関係
などの関係でどうしても
関係でどうしても送迎
でどうしても送迎ができない」という
送迎ができない」という保護者
ができない」という保護者の皆様。クラブとし
保護者の皆様。クラブとし
て少しでもサポートさせて頂
て少しでもサポートさせて頂きたいと考えております。下記
きたいと考えております。下記までご
下記までご相談
までご相談ください。
相談ください。

問い合わせ先 山形地区統括 垂 石 竜 志 TEL 070-5476-0125
メールアドレス gratitude002@willcom.com

９月６日に行われるＷ杯アジア最終予選
第２節の vs タイ戦のスコアは？
W カップアジ
カップアジア最終予選。
最終予選。まさかの敗戦
まさかの敗戦に
敗戦に終わってしま
った vsUAE 戦。そんな不安を払拭
。そんな不安を払拭するような
払拭するようなゲ
するようなゲームだ
った vs タイ戦
タイ戦でした。とにかく日本代表
でした。とにかく日本代表が
日本代表が勝ってよか
った！そして、気になる試合
った！そして、気になる試合スコアは
試合スコアは・・・
スコアは・・・
「2 - 0」でした。今回のクイズ
でした。今回のクイズの当選者は・・・残
念ながら０名。ちなみに、
ながら０名。ちなみに、今回プレゼントされる
ちなみに、今回プレゼントされる予
今回プレゼントされる予定だ
った『とんでもなくすっごーいもの』はこちらだったん
です。
コーチが２０日間
だけ使った
「ワンダーコア」が
賞品でした！
今回の賞品
今回の賞品は
賞品は次月へは持ち越
は持ち越しませんのでご了承
しませんのでご了承くだ
了承くだ
さい。10
さい。10 月のクイズ
のクイズも、皆さんが楽
皆さんが楽しめそうな「とん
しめそうな「とん
でもなくスッゴ
でもなくスッゴイモノ」を準備
ノ」を準備しますので、
準備しますので、ぜひ
しますので、ぜひ皆さん
ぜひ皆さん
チャレンジ
ャレンジしてくださいね
してくださいね！もちろん、何
もちろん、何がもらえるか
は・・・秘密です。
・・・秘密です。応募
です。応募しないと
応募しないと当
しないと当たらないですよ！
たらないですよ！

