〒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）

２０１６年
２０１６年度
１６年度のスタートです。アバンツァーレ Jr サッカークラブ
は、２
は、２つのコンセプトのもと子供たちがサッカーを楽
つのコンセプトのもと子供たちがサッカーを楽しみ、技術
しみ、技術の
技術の 様々な
様々な事に興味関心をもち、自分の行動に
関心をもち、自分の行動に責任
をもち、自分の行動に責任
上達はもちろん、人
上達はもちろん、人としても成長できる指導を行っています。その
としても成長できる指導を行っています。その２
つのコンセプトを新年度と の持てる大人
指導を行っています。その２つのコンセプトを新年度
の持てる大人に成長できるように、行動や考
に成長できるように、行動や考え
いう新しいスタートのタイミ
いう新しいスタートのタイミングなので、今一度
なので、今一度皆様にお知
にお知らせ、そして宣言
らせ、そして宣言したいと思います。
宣言したいと思います。 方を習慣化
を習慣化させる取り組みです。その一
させる取り組みです。その一環
その一環とし
て、ゴミ拾
て、ゴミ拾い活動や、会場
ゴミ拾い活動や、会場清掃
い活動や、会場清掃、用
清掃、用具
、用具・バッグ
・バッグ
の整理整頓など「
整理整頓など「人
まない事」にこそ人間
」にこそ人間
など「人が好まない事
性を高めるチャ
を高めるチャンス、成長するチャ
ンス、成長するチャンスがある
ンスがある
素晴らしい雰囲
気だったのでモ
と信じ
と信じ活動しています。また、そういった行動
活動しています。また、そういった行動
デルとして取材
に率先して取り組める人間性
先して取り組める人間性こそ、
人間性こそ、次世
こそ、次世代の「
次世代の「リ
代の「リ
しました！こう
ー
ダ
ー」として活躍
躍
できる「人財
人財」になると
」になると考
考
ー」として活
できる「
人財
」になると
いった行動が習
え
ています。と、
と、偉
偉
そうに言
言
っている私たち指
私たち指
ています。
と、
そうに
っている
慣なって成長し
導者は、掃除
導者は、掃除や
掃除や整理整頓の大
整理整頓の大切
の大切さに大人
さに大人になっ
てくれることを
てから気づ
づ
いた出遅
遅
れの身
身
。
人間性については
については
てから気
いた出
れの
人間性
願い我々は指導
今もなお修
修
行中です。だからこそ小学生の今、
今もなお
しています！
しています！
真剣に取り組んで、良
に取り組んで、良い習慣として身
い習慣として身につけて
ほしいと思っています。子供
ほしいと思っています。子供は、時がたて
いと思っています。子供は、時がたてば必
は、時がたてば必
ず「大人
「大人」になります。アバンのみんなが「大
」になった時、モラルのある「ステキ
」になった時、モラルのある「ステキな大
テキな大人
な大人」
クラブ出身
の輩出は我々
々の夢であり使命です！
クラブ出身の「プロサッカー選手」
の「プロサッカー選手」の輩出は我
であり使命です！それを実現するために 人になってもらうために、ス
ポーツを通じ
ーツを通じて、サ
独自のサッカーの技術
自のサッカーの技術習得トレー
技術習得トレーニ
習得トレーニングを実施しています。実績では、毎年各
を実施しています。実績では、毎年各年代の山形県選 になってもらうために、スポ
ッカーを通じて全力で指導していきます！
抜選手を輩出、本格的
選手を輩出、本格的にサッカー
追求し全国大会出場を目指す「選手コース」は山形県内で
格的にサッカーを
にサッカーを追求し全国大会出場を目指す
し全国大会出場を目指す「選手コース」は山形県内で ッカーを通じ
はトップクラスの成績を残して
います。最
います。最近の実績はコチラ！
全国大会までつながる「第 26 回バーモントカップフッ 試合結果
結果
トサル大会」の山形地区予選が行われ、我らアバンツァ
トサル大会」の山形地区予選が行われ、我らアバンツァ １試合
次
予選リ
リーグ
予選
ーレ山形 SC は地区 1 位で県大会への出場権を獲得塩 ｖｓ滝山
山
SSS 11ｖｓ滝
11-0 勝ち
ました！この地区大会は、県内 6 地区（山形・米沢・ ｖｓマルバ山形
ルバ山形
勝ち
ｖｓマ
新庄・酒田・鶴岡・長井）で行われ、山形地区は他地区 ｖｓ南沼原 SSS 52--10 勝ち
と比較にならないほどの勝ち上がるのが難しい地区だ
ともいわれています。そんな中、1
ともいわれています。そんな中、1 位通過できたことは、
位通過できたことは、 決勝リーグ
ｖｓすぎのこ 5-1 勝ち
選手たちにとってすごく自信につながったと思いま ｖｓす
ｖｓジェラーレ B 4-1 勝ち
す！写真撮影の時は「かなりの変顔」をするふざけた奴 ｖｓジェラーレ
ら（笑）ですが、実力は本物です。7
ら（笑）ですが、実力は本物です。7 月に開催される山 準決勝
勝
形県大会で最高のプレーを発揮できるよう、そしてアバ 準決
ｖｓフ
フォルトナ
ナ 4-2 勝ち
ｖｓ
ンツァーレの代表として全力 決勝 ルト
で頑張りますので、皆さん応 ｖｓジェラーレ
ｖｓジェラーレ A 2-0 勝ち
援よろしくお願いします！
毎月恒例のクラブイベントを開催！今回のクラブイベントは、
月恒例のクラブイベントを開催！今回のクラブイベントは、６年生の卒 目指せ！全国大会出場！
山形地区１位で県大会進出！
業記念大会として、「６年生チーム」との対抗戦を実施しました！６年生が
「６年生チーム」との対抗戦を実施しました！６年生が
今までアバンで練習してきたことは本物だった！と実感できる実力に、保
護者チームも苦戦！５年生以下の選手たちは、トコトンやられてしまいま
した（笑）。そんな激しい試合の中で
アバンツァーレのサッカースクールの会員の中から「もっとう
アバンツァーレのサッカースクールの会員の中から「もっとう
も、終始「先輩としての手本」を示し
まくなりたい！」
「本気で試合に出たい！」という向上意欲を持
てくれた６年生をみて、「本当に
「本当に成長し
本当に成長し
った子供達用のコースです。日本サッカー協会に選手登録をし
てくれた」とセンチメンタルな気持ち
て、小学生年代のサッカー公式戦へ出場
になってしまいました。アバンを卒業
します。現在は、１年生から６年生まで
しても「アバン魂」で頑張れ！そして、
約３５名で活動しており、山形県内では
いつも練習会場にコーチはいるから、
いつも練習会場にコーチはいるから、
トップクラスの実績を残しています。
いつでも遊びにおいで！
いつでも遊びにおいで！クラブイベン
遊びにおいで！クラブイベン
スクール練習よりハイレベルな指導と、
トの参加も待っていますからね！
本気で勝利を目指すチームワークは、
選手コースでしか味わえません。また、
私たちの使命でもある、
私たちの使命でもある、「プロサッカー
選手の輩出」を実現させるべくサッカー
だけではなく「一流の
●開 催 日 4 月 19 日（土
日（土）15：00～
00～17：
17：00 （２時間程度）
間程度）
選手になるための習慣」
●会 場 東根市
東根市 東根市中
東根市中央公園運動場
園運動場（人工芝グラウンド）
人工芝グラウンド）
として、私生活の部分で
も高い意識を保てるよう
●参 加 費 無料
な取り組みにも力を注
な取り組みにも力を注い
●参加資格
参加資格 アバンに在籍
アバンに在籍する会員とご兄妹
する会員とご兄妹、
兄妹、お友達の参加も
の参加もＯＫ！
ＯＫ！
でいます。参加
参加希望
でいます。
参加希望の
希望の方
参加申
不要！
お気軽
※参加
申し込み不要
！お気
軽にご参加ください！
詳しい内容
しい内容を知りたい方
りたい方
は各会場コーチまで！
※イベント前
イベント前に、「リ
「リーダーシップ教育
ップ教育」の
教育」の観点
」の観点から利用する
観点から利用する会場と
から利用する会場と
その周辺
その周辺の
周辺の清掃活動を行います。ご
清掃活動を行います。ご理解
活動を行います。ご理解の上、ご協力お願いします。
理解の上、ご協力お願いします。
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皆さんこんにちは！ラーメン大
皆さんこんにちは！ラーメン大好
ラーメン大好き土井コーチです。
今回は國
今回は國井コーチのふるさと寒河江市
井コーチのふるさと寒河江市にある
寒河江市にある面白
にある面白くてお
面白くてお
いしいラーメン屋
いしいラーメン屋さんをご紹介
さんをご紹介します。
紹介します。そのお店
そのお店とは「ラ
ーメン味来道
ーメン味来道」
来道」。知
。知り合いからおススメされたお店
り合いからおススメされたお店でした
が最高でした！コーチのおススメは牛
が最高でした！コーチのおススメは牛スジ煮込みが
ジ煮込みが入
みが入っ
た「肉
た「肉らぁめん」そして、背油
めん」そして、背油たっ
背油たっぷ
たっぷり！その名も「あ
ぶらぁめん」の 2 つ！山形の他のラーメン屋
つ！山形の他のラーメン屋さんでは味
わえない 2 つのラーメン。ぜひ
つのラーメン。ぜひ味わってみてください！
ぜひ味わってみてください！
そしてもう一つのおススメが
そしてもう一つのおススメが店内です。ド
内です。ドラゴンボール
にワンピ
にワンピースなど人
ースなど人気アニ
気アニメのフィギュ
メのフィギュアが
ィギュアがビ
アがビッシリと
シリと
並んでいて、子供たちもラーメンが届
んでいて、子供たちもラーメンが届くまでの間
くまでの間、飽き
ずに時間
に時間を過ごせると思います！お試しあれ！
を過ごせると思います！お試しあれ！

みなさん、こんにちは。事務局
みなさん、こんにちは。事務局の
事務局の佐藤です。
佐藤です。
およそ１０
およそ１０年前に花粉症を発
花粉症を発症
を発症し、それ以来
し、それ以来、この時期
、この時期は毎年つ
らい思いをしています。薬
らい思いをしています。薬を飲んではいるのですが眠
んではいるのですが眠くならない
薬はあまり効
はあまり効かず、眠くなる薬
くなる薬は仕事に
仕事に集中できず
中できず、何か効果的
な対策
な対策はないものか？
はないものか？と毎年、悩
と毎年、悩んでいましたが、先日、「じゃば
「じゃば
ら」という柑橘類
ら」という柑橘類が
柑橘類が花粉症に
花粉症に効く！というテ
く！というテレビを見て、ワラに
もすがる思いで、サプ
もすがる思いで、サプリ
る思いで、サプリメントを買
メントを買ってみました。いわゆ
ってみました。いわゆるプラ
シーボ現象なのかもしれませんが、サプリ
なのかもしれませんが、サプリメントを試して以来
メントを試して以来、
嘘のように花粉症
のように花粉症の
花粉症の症状が
症状が楽になっています。効果
になっています。効果の
効果の程は保証
は保証で
きませんが、口
きませんが、口コミではなかなかの評判
ではなかなかの評判なので、つらい
評判なので、つらい花粉症
なので、つらい花粉症に
花粉症に
お悩みの方
みの方は、一度
は、一度試してみてはいかがでしょ
試してみてはいかがでしょう？
「ここに人が倒れています。助けてください」
そんな言葉から始まった救急救命講習。当クラ
ブでは、毎年 3/11 に全スタッフが受講してい
ます。
今回は突然の事態を想定し、
講習開始早々
に実践が入り、各スタッフ救命処置は合格点を
実践が入り、各スタッフ救命処置は合格点を
頂けました。いくら知識があっても行動できな
頂けました。いくら知識があっても行動できな
ければ人は助けられない！改めて「行動する」

味来道

した。心臓マッサージや

寒河江市西根
寒河江市西根 2-1-6

AED の使い方など、医療

TEL 0237
0237-8383-5538

ことの大切さを痛感しま

は毎年進歩しています。

11：
11：00～
00～15：
15：00

万が一の事態に遭遇した

17：
17：30～
30～20：
20：00

時、私たち指導者の出来

定休日／不定休
定休日／不定休

る役目を果たせるように
日々勉強です

ン」
。３月末で
『選べるユニフォーム
３月末でキャンペーン終了
末でキャンペーン終了の予定でしたが・・・
キャンペーン終了の予定でしたが・・・

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？
「お母
さん」を別
に変えるのがポ
「お母さん」を
別な言い方に変えるのが
ポイント！
「お母
「お母さん」を「母
さん」を「母（はは）」に入
」に入れ替え、半濁点
え、半濁点を
半濁点を付ける
と・・・・そう
と・・・・そう「
そう「ぱぱ」になりますね！
ぱぱ」になりますね！正解
」になりますね！正解は「
正解は「半濁点
は「半濁点を
半濁点を
つける（丸
つける（丸をつける）」でした！応
でした！応募数 14 件、全員正解
全員正解で
正解で
した！正解
した！正解者から
正解者から抽
者から抽選で 5 名に黄金
名に黄金バッチをプレ
黄金バッチをプレゼ
バッチをプレゼントし
ます！お楽
ます！お楽しみに！

プレゼント』がこれまでにないくらい大好評となっています！会員からは
プレゼント』がこれまでにないくらい大好評となっています！会員からは

★当選者★

2016 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
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

「もっと長く続けて！」とお願いされるほど。という事で、皆様の要望にお
応えして「お友達紹介キャンペーン」を延長開催します！延長期間は６月末
まで！丸々３ヶ月延長の超ロングラン開催です！サッカーを始めたい子が
まで！丸々３ヶ月延長の超ロングラン開催です！サッカーを始めたい子が

・吉永桜大
吉永桜大くん ・柏倉美結ち
柏倉美結ちゃん ・瀧田一翔
田一翔くん
・音喜多蒼天く
音喜多蒼天くん ・設楽旦陽く
設楽旦陽くん の５名です！

いたら是非お声がけ
いたら是非お声がけお願いします！
声がけお願いします！

３匹の動物と出会って「
３匹の動物と出会って「鬼たいじ
出会って「鬼たいじ」
鬼たいじ」を
した桃太郎さん。
した桃太郎さん。 その桃太郎
その桃太郎さん
桃太郎さんが
さんが
一番最初に出会ったのは
一番最初に出会ったのは？
出会ったのは？

今回は、正解
今回は、正解者の中から
正解者の中から抽
者の中から抽選で 2 名に「バルサのレプ
名に「バルサのレプリ
バルサのレプリカ
ユニフ
ユニフォーム」をプレ
ーム」をプレゼ
」をプレゼントします！チ
ントします！チョー目玉商品
ー目玉商品を
玉商品を
GET するチャ
するチャンス！保護者の皆さんの協力も
ンス！保護者の皆さんの協力も OK！クラ
OK！クラ
ブ会員皆様
ブ会員皆様からの応募
からの応募を楽しみにお待ちしています！
2016 年１月より送迎
年１月より送迎サー
送迎サービ
サービス開始しました。専属
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両
手さんによるクラブの車両を
車両を
使用した送
使用した送迎サービ
サービスです。現在、バスのように送迎
スです。現在、バスのように送迎ルートを
送迎ルートを設定
ルートを設定し子供たちを
設定し子供たちを送迎
し子供たちを送迎し
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」という保護者の皆
送迎ができない」という保護者の皆様
ができない」という保護者の皆様。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て頂
ートさせて頂きたいと考
きたいと考えております。下記までご相談
えております。下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

