〒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）

先月号のかわらばんから始まった、『特集 アバンツァーレの指導者たち』。今回は、東根月曜日会場を担当し、
土井コーチ不在の時は、各会場の振替練習をいつも元気に行ってくれる、高橋大コーチ。サッカーの指導歴は
土井コーチ不在の時は、各会場の振替練習をいつも元気に行ってくれる、高橋大コーチ。サッカーの指導歴は 13
年を数え、アバンツァーレでの指導は
年を数え、アバンツァーレでの指導は 4 年目。今年は 40 歳という節目を迎え、サッカーコーチ陣
歳という節目を迎え、サッカーコーチ陣の中では最年
長。そんな高橋コーチとはどんな人物なのか。そしてサッカーへの想い、考えとは・・・。

●サッカーとの出会い

●コーチになったキッカケ

2５歳くらいまで、社会人チームに所属したりと
「指導者」という分野には全く関心はありません
でした。しかし、私の兄が中学のサッカー部の指
導していて、仕事が忙しくて指導ができなくなっ
導していて、仕事が忙しくて指導ができなくなっ
た兄の代わりとして依頼が来たのが指導を始める
キッカケでした。そこから約 10 年間、中学部活
動を外部指導者として関わりました。始めは子供たちに混ざってサッカーをしているだけでし
たが、活動を通して、いろいろな指導者の方と出会い、指導とは何か？サッカーとは何か？を
考える毎日になっていました。指導に当たっていた１０年間は、建設業に従事しながらボラン
ティアで指導を続けていましたが、サッカーを職業として関わりたいとか考えた時に、アバン
ツァーレの求人がありました。そしてプロのコーチとしての道を歩み始めました。
ツァーレの求人がありました。そしてプロのコーチとしての道を歩み始めました。

確か、私が小学１年生の時に、漫画『キャプテン翼』の連載
が始まりました。その頃、私の３つ年上の兄がサッカーを始
め、練習につき合わされたのが、サッカーに出会ったキッカ
ケでした。サッカーのクラブチームはなく、スポーツ少年団
も 4 年生にならないと入団できないというルールだったの
で、当時１年生だった私は、４年生になるまでの間、家や公
当時１年生だった私は、４年生になるまでの間、家や公
園で兄とボール蹴る程度でした。
園で兄とボール蹴る程度でした。4
でした。4 年生になり、
年生になり、地元のスポ
少「うめばちサッカースポーツ少年団
少「うめばちサッカースポーツ少年団」に入団。そこから中
サッカースポーツ少年団」に入団。そこから中
学・高校・大学・社会人とずっとサッカーを続けていました。
サッカーを続けていく中で、
サッカーを続けていく中で、苦しい事はたくさんありまし
続けていく中で、苦しい事はたくさんありまし
た。が、思い通りのプレーが
できたり、勝負に勝ったり、
できたり、勝負に勝ったり、
●練習についてのこだわり
仲間たちと一緒にいれたこと
仲間たちと一緒にいれたこと
アバンツァーレのトレーニングは、その月のテーマに基づき、毎日作成されています。
が、そんな思いを帳消してく
例えば２月は『守備』をテーマにトレーニングをしました。「ボールを奪いに行く」や「最後ま
れました。
れました。
でボールに食らいつき諦めない」といった事を声がけするのは指導者として当たり前。私たち
●「マネ」は上達・成長の秘訣！
は「奪いに行き方」や「最後まで食らいつくための方法」を分析して指導するように心がけて
皆さんはプロ選手
さんはプロ選手のプレーをマ
選手のプレーをマネ
のプレーをマネしたことはありますか？ います。「勝負に勝つ！」などのメンタル的な事もスポーツには重要ですが、「どうやったらで
今はテレビ
今はテレビやパソコン・
パソコン・携帯
コン・携帯などでスー
携帯などでスーパ
などでスーパープレーを一目で
ープレーを一目で きる様になるか」という部分を子供たちに理解させることができれば、自主的な行動が増える
きる様になるか」という部分を子供たちに理解させることができれば、自主的な行動が増える
見る事ができます。そう言
る事ができます。そう言ったプレーはすご
ったプレーはすごく魅力的で「自
魅力的で「自 と考え指導しています。ただその中でも『サッカーを楽しむ』事は欠かすことができません。
と考え指導しています。ただその中でも『サッカーを楽しむ』事は欠かすことができません。
分もできる様になりたい！」って思っちゃ
分もできる様になりたい！」って思っちゃいますよね
いますよね。ちな 「技術向上と楽しみの両立」そこが、私たち
「技術向上と楽しみの両立」そこが、私たち指導者の
そこが、私たち指導者の腕
指導者の腕の見せ所と考えています。
せ所と考えています。
みに、私が小さい時はサッカーの番組
みに、私が小さい時はサッカーの番組はありません。だから
番組はありません。だから
お手本はもちろん「キャプテン翼」
お手本はもちろん「キャプテン翼」。『オ
『オーバーヘ
ーバーヘッドキック』
や『ド
や『ドライブシュート』は何度も練習しました
シュート』は何度も練習しました（笑）
ート』は何度も練習しました（笑）。「マネ
「マネ」
は上手
は上手くなるためには絶対
くなるためには絶対に
絶対に必要です！練習でコーチのマ
ネをするのも良
をするのも良いと思います。「マネ
「マネもやり切
もやり切ってしまえば、
自分のモノ
自分のモノ」だと
モノ」だと
思っています！だから「ス
ゴイ！」と思ったプレーが
ゴイ！」と思ったプレーが
あったらどんどんマネ
あったらどんどんマネして
みて、練習して自分のモノ
みて、練習して自分のモノ
にしてください。

毎月恒例のクラブイベントを開
催！今回は、バレンタイン CUP
だからなのか「お母さん」の試
合参加が多く、大変盛り上がり
ました！集まっていただいた皆
様、本当にありがとうございま
す！しかし、この時期の６年生
の実力には手こずりますね（笑）
そんな中、大人の威厳を保って
勝利を収めた大人チームは流石
です！次回
です！次回、
次回、3 月はいよいよ６
年生の卒業の時期です。ちょっ
と寂しい・・・。でも皆さんと
サッカーができることをスタッ
フ一同、楽しみにしながら、３
月もお待ちしています！
月もお待ちしています！

２月より、アバンツァーレサッカークラブ公 式 の
Facebook ページを開設しました！こちらでは、アバンツ
ァーレ山形
ァーレ山形の日頃の活動の様子や、
山形の日頃の活動の様子や、選手
の日頃の活動の様子や、選手コースの
選手コースの試
コースの試合結果、
結果、
小学校の卒業式直後にアバンのイベントを実施し 我々スタッ
我々スタッフ
スタッフの考えや想いなど、様々
の考えや想いなど、様々な情報を公
情報を公開
を公開したい
と考えています！また、練習の様子の写真はもちろん、動
写真はもちろん、動
ます！その名も「卒業記念 CUP
CUP」親子でサッカー
」親子でサッカー と考えています！また、練習の様子の写真
していきたいと思います！皆さんが閲覧
さんが閲覧できます
閲覧できます
をする機会、試合をする機会は、いったいどれ位
をする機会、試合をする機会は、いったいどれ位 画も UP していきたいと思います！皆
ので、お仕事等
仕事等でなかなかお
でなかなかお子様の練習の様子をご覧
子様の練習の様子をご覧にな
ご覧にな
あるのか・・・と考えた結果、「あまりない！」と ので、お
れない保護者の
保護者の皆
者の皆様も楽しんでいただけるのではないでし
いう結論に至りました。なのでアバンでは「親子 ょれない保護
うか。パソ
うか。パソコンはもちろん、
パソコンはもちろん、携帯
コンはもちろん、携帯・スマート
携帯・スマートフォ
・スマートフォンでも
フォンでも
でサッカーをする機会」を作り続けたいと思いま ご覧になれますので
になれますので是非ご活
是非ご活用ください！
す！今回は６年生最後のクラブイベント！お家の ご覧になれますので是非ご

人を誘って、ぜひ一緒にサッカーしましょう！
●開催日
3 月 19 日（土）17
日（土）17：
17：00～
00～19：
19：00
（２時間程度）
（２時間程度）
●会 場 東根市 市民体育館（東根月・水会場）
参 加 費 無料
参加資格 アバンに在籍する会員とご兄弟・
アバンに在籍する会員とご兄弟・姉妹。
姉妹。
お友達の参加
お友達の参加もＯＫ！
の参加もＯＫ！
※参加申し込み不要！お気軽にご参加ください！
※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。

E メール avan-yamagata@star.ocn.ne.jp

クラブイベント等、活動を随時更新中です！

〒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

皆さんこんにちは！結構、山形のラーメン屋さんを行き
つくした⁉と思われる土井コーチです。そんなコーチが、
今までに行った事がない有名店へ初めて行ってきまし
た。それはリーズナブルな値段で有名な「幸楽苑」です！
た。それはリーズナブルな値段で有名な「幸楽苑」です！
これまでも、これからも絶対に行かない店であろうと思
われた「幸楽苑」ですが、友人の付き合いで先週初めて
行ってきました。食べたラーメンは「ネギ味噌ラーメン・
辛味抜き」。感想は・・・美味かったです！正直想像以上！
お値段 490 円（税抜）でこの味なら自分としては結構
円（税抜）でこの味なら自分としては結構
納得でした！徳洲
でした！徳洲会
徳洲会病院前の幸楽苑にお
病院前の幸楽苑にお邪魔
前の幸楽苑にお邪魔したのです
邪魔したのです
が、なかなかの深夜
が、なかなかの深夜にもかかわらず、お店には結構なお
深夜にもかかわらず、お店には結構なお
客さんがいました。コストパ
さんがいました。コストパフォーマンス最高
ンス最高なだけに、
家族で利用
で利用するご家庭
するご家庭も多いと思います。私
も多いと思います。私も、変なプ
も、変なプ
ライド
ライドを捨ててもっと早
ててもっと早く幸楽苑に足
く幸楽苑に足を踏み入れていれ
ばよかった・・・と反省
よかった・・・と反省しながら、これから今までの分
反省しながら、これから今までの分
を取り返すくらい、利用頻
すくらい、利用頻度が
用頻度が高
度が高くなることを予
くなることを予想した
今日この頃
今日この頃でした。

みなさん、こんにちは。事務局の佐藤です。
小学１年生の娘が冬休みの硬筆の宿題で県の特選
に選ばれました。先日、展示されているものを見
に選ばれました。先日、展示されているものを見
てきましたが、我が子に限らず、みんな本当に上
手に書けていました。私自身は昔から字を書くの
が上手ではなかったので、すでに小学１年生の娘
の方に字の上手さでは負けてしまっています…。
残念ながら、普段の字はとても雑なので、これか
らは日頃からきれいな字を書いて、来年、再来年
と賞をとれるように頑張って行ってほしいと思います。

春休み期間に行われる、「サッカー強化合宿」の日程が、
４月１日（金）～４月３日（日）に決まりました！合宿
地は茨城県ひたちなか。技術的な部分を徹底強化する合宿にしてきたいと思います！そして、鍛え
地は茨城県ひたちなか。技術的な部分を徹底強化する合宿にしてきたいと思います！そして、鍛え
た技術を、試合で披露するためにふさわしい相手を準備しました。Ｊクラブ下部組織、鹿島アント
た技術を、試合で披露するためにふさわしい相手を準備しました。Ｊクラブ下部組織、鹿島アント
ラーズで
ラーズです！指導者仲間のつながりで、試合を組むことができました！アバンだから頻繁にＪクラ
ブと試合ができる！この最高の環境での強化合宿、ぜひ皆さんご参加ください！

第 19 回アバンツァーレカップの詳細
回アバンツァーレカップの詳細を
詳細を現在調整中です。
調整中です。試
中です。試合会場は、東根市民体育館
合会場は、東根市民体育館。
市民体育館。試 幸楽苑 新西バイパス店
合スケジュ
合スケジュールや、チーム
ジュールや、チーム割
ールや、チーム割り等、事前に皆
、事前に皆様へご案内
様へご案内できるように
ご案内できるように準
できるように準備してお
備しておりますので 山形市清住町 2-4-18
もう少々お待
もう少々お待ち
々お待ち下さいますようお願
さいますようお願いいたします。
お願いいたします。６
いいたします。６年生にとっては最後のアバンカップ、
年生にとっては最後のアバンカップ、
最後のクラブイベ
最後のクラブイベントとなります。アバン最後の最高の思い出を作るために、年度替わりの
イベントとなります。アバン最後の最高の思い出を作るために、年度替わりの TEL 023023-647647-7124
忙しい時期
忙しい時期ではご
ではございますが、ぜひご参加
ざいますが、ぜひご参加ください！スタッ
ぜひご参加ください！スタッフ
ください！スタッフ一同、万全の準
全の準備でお待
備でお待ちし
お待ちし 10:
10:45～深夜 2：00
ています！
定休日／無休

１２３４＝０
５６７８＝３
９１０１＝２
だとしたら、

２０１６＝？

「？」には何が入るでしょう？
今回は問題
数字ではなく
ではなく見
注意。そう、
。そう、数字
今回は問題の中の
問題の中の数字
の中の数字
ではなく
見た目に注意
。そう、
数字
ではなく「○
ではなく「○」の数
」の数がポイント！「2
イント！「2016
016」は「0
」は「0」と「6
」と「6」
にそれぞ
にそれぞれ 1 つづつあるが入
つあるが入っているので、正解
っているので、正解は「2
は「2」
となります。応募数
となります。応募数 21 件、皆さんさすが！全
、皆さんさすが！全員正解
員正解でし
た！正解者
た！正解者から
名に黄金バッチを
解者から抽選
から抽選で
抽選で 5 名に黄金
黄金バッチをプ
バッチをプレゼントしま
す！お楽しみに！
金バッチ当選 5 名
・佐竹隼人くん
・佐竹隼人くん ・高橋洋多くん
高橋洋多くん ・小坂怜央くん
小坂怜央くん
・鈴木理音く
鈴木理音くん ・荒井斗希くん
・荒井斗希くん の５名です！

★当選者★

2016 年、春を先取りして実施してきた「お友達・ご家
年、春を先取りして実施してきた「お友達・ご家
族紹介キャンペーン」！いよいよ３月いっぱいで、キャン
ペーン終了となってしまいます。
子供たちに
「紹介のお礼」
としてプレゼントする「クラブチームユニフォーム」
。１
番人気は「バルセロナ・ホーム」！2015
番人気は「バルセロナ・ホーム」！2015－
2015－2016 シー
ズン用はやはりカッコイイですよね。
まだまだ在庫は確保
していますので、
サッカーをやってみたい！サッカーに興
味がある！という方がいらっしゃいましたら、
ぜひお声が
け下さいますようよろしくお願いいたします！

2016
016 年１月より送迎
月より送迎サー
送迎サービ
サービス開始
ス開始しました。専属
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両
手さんによるクラブの車両を
車両を
使用した
使用した送迎
した送迎サー
送迎サービ
サービスです。現
スです。現在、バスのように送迎
在、バスのように送迎ルートを
送迎ルートを設定
ルートを設定し子
設定し子供
し子供たちを送迎
たちを送迎し
送迎し
ています。「仕
「仕事などの関係
事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」という保
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
護者の皆様。クラブ
として少
として少しでもサポ
しでもサポートさせ
ートさせて頂きたいと考えております。下
きたいと考えております。下記までご相談
記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 土 井 竜 志 TEL 070-5476-0125
メールアドレス gratitude002@willcom.com
E メール avan-yamagata@star.ocn.ne.jp

お母さんに「あるもの」を付けたらお父さんに
なっちゃった！いったい何を付けたでしょう？
なっちゃった！いったい何を付けたでしょう？

ヒント：「ひざ」にコレを付けてしまうと食べ物になっちゃう！

今回は、正解者
今回は、正解者の中から
解者の中から抽選
の中から抽選で
抽選で 5 名に「黄金
名に「黄金バッチ」を
黄金バッチ」をプ
バッチ」をプ
レゼントします！保護者
ントします！保護者の皆さんの
護者の皆さんの協
の皆さんの協力も OK！ぜひご家
OK！ぜひご家
族で考えてみてください！クラブ会員皆様からの応募
で考えてみてください！クラブ会員皆様からの応募を
応募を
楽しみにお待ちしています！どしどしご応募
楽しみにお待ちしています！どしどしご応募ください！
応募ください！

