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毎年恒例！リピーターで満員のサマーキャンプ
毎年恒例！リピーターで満員のサマーキャンプ
に行ってきました！相変わらずの綺麗な海！
青々とした森！最高の自然の中で思いっきり
遊んできました！「自分から動く！」を合言葉
遊んできました！「自分から動く！」を合言葉
に、遊びも、料理も、掃除も、自分の身の回り
のことも、とにかく自分たちでやってきまし
た！キャンプが終わって、お家に帰る時に子供
たちがお家の人へ話した「自分で荷物を運ぶ
よ！」の一言に我々スタッフは鳥肌が立ちまし
た！２日間という短い時間でも子供たちは「自
立するんだ！」と実感したキャンプでした！

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

徹底的にサッカースキルと、集団生活での
役割を鍛えたのが今回のサッカー強化合
役割を鍛えたのが今回のサッカー強化合
宿です。灼
宿です。灼熱の太陽のもと、大汗をかきな
がらトコトン挑戦し続けた子供達。テー
マであった「1
マであった「1ｖｓ1
ｖｓ1 の攻防」と「グル
ープ戦術」は、並行して行った試合の中
いたるところで発揮されていました！
しかし、サッカーで大切なの
しかし、サッカーで大切なのは積み重ね。
サッカーで大切なのは積み重ね。
今回の合宿で学んだことを、普段の練習
や、私生活でもコツコツ続けて、本当の
意味での「大成長」を遂げましょう！

アバンツァーレ Jr サッカークラブ史上初となった、山形県・宮城県のダブル代表でフットサ
ル全国大会への挑戦は、両チームとも予選敗退という結果でした。選手たちは堂々と、そし
て全力で全国の強豪たちにぶ
て全力で全国の強豪たちにぶつ
ちにぶつかっていきました！諦
かっていきました！諦めずに何度
めずに何度も
何度も何度もチャレンジしまし
何度もチャレンジしまし
た！だからこそ、まじ
た！だからこそ、まじまじと全国レベ
と全国レベルとの差
ルとの差を痛感した選手たち、そしてスタッフ一同
感した選手たち、そしてスタッフ一同。
でもここからが本当のスタートです！全国との差
でもここからが本当のスタートです！全国との差も、悔
も、悔しい思いも、出場
しい思いも、出場する
出場する権利
する権利を
権利を勝ち取
ったものしか味わえない、最高の経験
ったものしか味わえない、最高の経験です。大切なのは、この
経験です。大切なのは、この経験
です。大切なのは、この経験をどう生かすか。アバン
経験をどう生かすか。アバン
ツァーレの新
ツァーレの新たなる前進
たなる前進にご
前進にご期待下
にご期待下さい。
期待下さい。
また、サッカーだけでなく、日本の文
また、サッカーだけでなく、日本の文化にも触
化にも触れてきま
した。様
した。様々な角度
々な角度から
角度から見聞
から見聞を
見聞を広げることは、人生をより豊
げることは、人生をより豊か
にする秘訣
にする秘訣でもあります。
秘訣でもあります。修
でもあります。修学旅行を越
行を越える東京観光
える東京観光！とい
東京観光！とい
うスタッフの目標も達成できたようで本当によかったです。
応援して
応援して下
して下さった皆様
さった皆様、本当にありがとうご
皆様、本当にありがとうござ
、本当にありがとうございました！

夏休みの自由な時間を、「自分の成長の時間」に変えるために、
「自分の成長の時間」に変えるために、
ご案内させて頂いた「チャレンジ！マンダラチャート」ですが、
ご案内させて頂いた「チャレンジ！マンダラチャート」ですが、
ぞくぞくと目標達成の知らせを受けております！「リフティング
７０回クリアする！」や「相手を抜けるドリブルをマスターす
る！」というように目標は自由。しかし、目標を達成した子たちは「目標を達成するための方
法」がとても具体的でした。立てた目標をどうやって達成するか計画を立てることはすごく大
切です。これは、大人の仕事にも交通する所があるのではないでしょうか？この夏休みのトラ
イしてくれた子たちにとって、少しでも成長のきっか
イしてくれた子たちにとって、少しでも成長のきっかけになってくれ
きっかけになってくれれば幸いです。また、夏
けになってくれれば幸いです。また、夏
休みだけでなく、これからチャレンジしても遅くはありません。ぜひトライしてみてください。

[イベントフォトストア]を検索

または下記 URL で検索してください。

【URL】 http://event.i-pri.net/
【マイページ ID】avansummer
【アクセスコード】avanzare08
【 販 売 期 間 】9/1～9/30 まで

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、期間限定のお友達
「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！おかげさまでクラブはこの夏、フットサル全国大
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、
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、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
、より一層思うように
なりました。
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「選べるユニフォー
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！
ムプレゼント」も復活！紹介し
も復活！紹介してくれた子と、紹介された子の両方
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
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えれば幸いです！こ
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
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。
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２０１６
２０１６年
１６年９月よりアバンツァーレ山
９月よりアバンツァーレ山
形事務局
形事務局が
移転します！新
務局が移転します！
します！新住所は「山形
市馬見ヶ崎 1-7-23」電話番号
23」電話番号はフリ
」電話番号はフリ
ーダイアルに一本化されます。以前より
も広い事務所になり、アバンツァーレの
アバンツァーレの
指導者が関わる「放課後等デイサービ
ス」の拠点にもなります！放課後等デイ
サービス詳しい内容に関しては後日改
めてご紹介させて頂きますので少々お
待ちください。新たな事務所での新たな
スタート！これからも精進してまいり
ますので、何卒宜しくお願い致します。

8 月より、恵まれない子供に教育の機会
を・・・・という「
「公益社団法人チャンス
を・・・・という
フォーチルドレン」
フォーチルドレン」に加入させて頂きまし
に加入させて頂きまし
た。チャンスフォーチルドレンとは、東日
チャンスフォーチルドレンとは、東日
本大震災等で被災した家族、子供たちが、
本大震災等で被災した家族、子供たちが、
学費や習い事の費用などを工面できない
ことによって生じる「教育格差」をなくそ
うと、チャンスフォーチルドレンからクー
ポン券が配られ、
ポン券が配られ、クラブの月謝などをその
クーポン券で支払えるという制度です。こ
の考えに賛同し、
の考えに賛同し、少しでも協力できればと
考え、当クラブも加入させて頂きました。
考え、当クラブも加入させて頂きました。
詳しくは
「チャンスフォーチルドレン」を検索。

皆さんこんにちは！垂石
皆さんこんにちは！垂石コーチです。
垂石コーチです。８月４日～８月
コーチです。８月４日～８月 18 日ま
で、キャンプに、合宿、全国大会に遠征とほとんど山形にいな
かった私。ダイエットで封印していたラーメンを久しぶりに食
しに飛び出しました！今回紹介するお店は、最近オープンした
しに飛び出しました！今回紹介するお店は、最近オープンした
ばかり？の「鶏冠（とさか）
ばかり？の「鶏冠（とさか）」です。千歳山
こんにゃく店のすぐ近く。今回私は２０食
こんにゃく店のすぐ近く。今回私は２０食
限定の塩ラーメンを食べました！マジで体
に染み渡るのが実感できるほど美味かった
です！（久しぶりのラーメンだったせいか
もしれませんが・・・笑）鶏ベースなのに
魚介の旨味が爆発！絶対におススメです！
魚介の旨味が爆発！絶対におススメです！
興味ある方は、是非一度お試しください！
興味ある方は、是非一度お試しください！

今回のクラブイ
今回のクラブイベ
のクラブイベントは初の試みとなる「大会形式
ントは初の試みとなる「大会形式」の
クラブイベ
クラブイベントにします！親
ントにします！親子ミックスのチームを作
ックスのチームを作り、
試合を行い「優勝
試合を行い「優勝」を
優勝」を決定
」を決定したいと思います！
決定したいと思います！ポ
したいと思います！ポイント
は「親
は「親子ミックス」！「チームワ
ックス」！「チームワーク」がモノ
ーク」がモノを言う、
モノを言う、
『親子
『親子版アバンカップ』
アバンカップ』といったところでしょうか！
当日にチーム分けをしますし、参加
当日にチーム分けをしますし、参加人
参加人数、チーム数
、チーム数に応じて、トー
応じて、トーナメ
て、トーナメント方
ナメント方式
ント方式
かリーグ戦方式
かリーグ戦方式を決めますので、内容
めますので、内容は参加してからのお
参加してからのお楽
してからのお楽しみ！もちろん、優
しみ！もちろん、優
勝チームには『
チームには『アバン限定
アバン限定グッ
限定グッズ』
グッズ』をプレ
ズ』をプレゼ
をプレゼントしちゃ
ントしちゃいます！
夏の終わりに、熱い戦いで気持
夏の終わりに、熱い戦いで気持ちいい汗を
気持ちいい汗を流
ちいい汗を流しませんか？皆様
しませんか？皆様のご
皆様のご参加
のご参加お
参加お待ちし
●開 催 日 ９月 17 日（土）1
（土）18：00～
00～20：
20：00 （２時間程度
２時間程度）
程度）
●会 場 天童市 県総合運動公園
合運動公園 第二運
第二運動場（人工芝グラウンド）
人工芝グラウンド）
●参 加 費 無料
●参加資格 アバンに在籍
アバンに在籍する会員とご
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
参加もＯＫ！
ＯＫ！
※参加申し
※参加申し込み不要！
不要！お気軽にご
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
ント前に、「リーダーシ
「リーダーシップ教育
ップ教育」の
教育」の観点
」の観点から
観点から利用
から利用する会
利用する会場
する会場と
その周辺
周辺の
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
。

201
2016 年より送迎
年より送迎サー
送迎サービ
サービス開始しました。
開始しました。専属
しました。専属の運
専属の運転
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
送迎サービ
サービスです。現在
スです。現在、バスのように
現在、バスのように送迎
、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てい
送迎してい
ます。「仕事などの関係
「仕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
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
保護者の皆様。クラブとし
皆様。クラブとし
て少しでもサポ
て少しでもサポートさせて頂きたいと考
ートさせて頂きたいと考えております。下記
えております。下記までご相
下記までご相談
までご相談ください。

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

TEL

01200120-019019-578

（月曜日～金曜日）

10 時～18
時～18 時まで

アバ～
アバ～ンクイズ
ンクイズ
デラックス第３弾
ラックス第３弾！
第３弾！
「ワールドカップアジ
ア最終予選」が９月１
ア最終予選」が９月１日の
９月１日の vsUAE 戦を皮
戦を皮切りに始
切りに始まりま
す！ワ
す！ワールドカップ本大会出場
ールドカップ本大会出場に
出場に向けエンジン全開
ンジン全開のハリ
ルジャパ
ルジャパンをみんなで応援
ンをみんなで応援しましょう！という事で、今回
応援しましょう！という事で、今回
のクイズ
のクイズはコチラの問題
はコチラの問題を
準備しました！
問題を準備しまし
しました！

★９月の問題★

９月６日に行われるＷ
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？

今回のクイズ
今回のクイズも、当選者
も、当選者に「とんでもな～
に「とんでもな～くスッゴ
くスッゴイモ
ノ！」を準備
！」を準備します
準備します！
します！もちろん、８月
もちろん、８月クイ
８月クイズ
クイズと『全く違う
すっご～い賞品』です！とんでもない
です！とんでもないモノ
とんでもないモノが
モノがＧＥＴでき
ＧＥＴでき
る今回のクイズ
る今回のクイズ。みんなのチャレンジを待
。みんなのチャレンジを待っています！
８月のクイズ問題

リオオリンピック、サッカー
オオリンピック、サッカー競技
リンピック、サッカー競技。
競技。
金メダルを
金メダルを獲得
ダルを獲得する国はどこでしょうか？
獲得する国はどこでしょうか？
さまざ
さまざまな種
まな種目で熱い戦いが繰
目で熱い戦いが繰り広げられたリ
げられたリオオリ
オオリ
ンピック。
ンピック。獲得メダル
獲得メダル数
ダル数も日本歴
も日本歴代１位の
１位の４１個！すご
４１個！すご
いですよね～
いですよね～。個人的には男
人的には男子 400ｍ
400ｍリレーの
リレーの銀メダ
銀メダ
ルにシビ
ルにシビレマ
シビレマシ
レマシタ！！！そして、サッカー
タ！！！そして、サッカー競技
サッカー競技はという
競技はという
と・・・サッカー好
と・・・サッカー好きとしてはたまらない
きとしてはたまらない決勝
たまらない決勝戦
決勝戦の組み
合わせとなりましたね！
合わせとなりましたね！「
となりましたね！「ブラジル×
ブラジル×ドイツ」。試合内
容は、ブラジルのエ
は、ブラジルのエース、ネ
ース、ネイマールの
イマールのフリーキックで
始まり、1
まり、1-1 でもつ
でもつれた PK 戦。最
戦。最後もネイマール！
イマール！見
事にボ
事にボールをゴ
ールをゴールネ
ールネットに突
ットに突き刺し、金メ
し、金メダルを仕
金メダルを仕留
ダルを仕留
めました！オ
めました！オリンピック開催
リンピック開催国、
開催国、ブラジルの
国、ブラジルの優勝
ブラジルの優勝で
優勝で最高
の幕切れでした！
切れでした！

優勝国予
優勝国予想
国予想、応募総数が
応募総数が１１件！
１１件！見事、ブラジルの優勝
事、ブラジルの優勝
を予言できた人は・・・１名！

スポーツセンター会場

翔太君には９月
には９月のスクール練習時に、コーチから「とん
９月のスクール練習時に、コーチから「とん
でもなくスッゴ
でもなくスッゴイモノ」をプレ
モノ」をプレゼ
ントしますので、楽し
」をプレゼントしますので、楽
みにお待
みにお待ちください！何
ちください！何がもらえるかは・・・秘密
がもらえるかは・・・秘密です。
秘密です。
９月号のクイ
９月号のクイズ
のクイズも見逃せない！ぜひ
見逃せない！ぜひ皆
せない！ぜひ皆さん、チャレンジ
してみてください！応募
してみてください！応募しないと当たらないですよ！
応募しないと当たらないですよ！
江波 翔太君

