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夏休み中はイベント盛りだくさんでした！コーチ達は冬季強化合宿に向けての準備が始ま
りました！来年のサマーキャンプについても様々な方法を考えています！次回のイベント
が楽しみでしかたありませんね！今回のイベントについてはかわらばん号外として同封し
ていますので是非ご覧ください！とことんサッカーに打ち込む子供達、本気で遊ぶ子供達
の姿を見ることができますよ!

9 月からアバンツァーレ福島地区は「ドリブル」と「1 対
1」にこだわったアバンツァーレテクニカルスクールへと
なります！練習でも徹底的にドリブル練習と1対1の練習
を行っていきます！詳しくは同封の案内をご覧くださ
い！
9 月からは心機一転、新たなお友達も迎えスクール運営を
していきたいと思いますので、
引き続きお友達をご紹介頂
ければと思います！それに伴い、8 月末までの期間限定で
ご案内していました、
お友達紹介のキャンペーンも 9 月末
までに延長致します！この機会にぜひオリジナルシーク
レットグッズをゲット
しましょう！皆様のご
協力お待ちしています！
※お友達を紹介してくれ
たみんな、もう少しだけ
まっててね！グッズが届
きしだい会場で渡すので
楽しみにね！

選手コースでは新規選手を募集しています！9 月に入る
と本格的に 5 年生以下の大会が始まってきます！
まずは新人戦の地区大会で県大会出場の切符を勝ち取
ること！また、11 月から始まるロータリークラブ杯では
2 連覇が懸かっています！みんなで頑張りますので応援
よろしくお願い致します！

『夏と日焼けと友達』
先月号で日 焼けにつ いて書き
ましたが、 夏休みに 入ってか
らは身体を いたわる ことなく
思う存分焼 くことが できまし
た（笑）強化合宿から始まり、
サマーキャ ンプ、富 山への遠
征と日焼け にはもっ てこいの
スケジュー ル。もち ろんその
間にはスク ール練習 やチーム
活動もあり ましたの で、照り
つける太陽 ともお友 達になり
ました。日 焼け止め は使わず
に毎日半袖 半ズボン で過ごし
たコーチは 十分に日 焼けしま
した。そん なある日 、高校か
らの友達と 会う機会 がありま
した。その 友達は仙 台で別の
サッカース クールの 指導員を
しているの ですが、 挨拶もほ
どほどに「 っていう か日焼け
しすぎじゃ ね？」と 言われま
した。同じ ような仕 事をして
いるはずな のにそん なことを
言われるな んて・・ ・・。コ
ーチはなぜ か「勝っ た！」と
思ってしま いました 。確かに
その友達に 比べれば 日焼けし
ていました 。という よりも、
だいたいの 友達より は逞しく
日焼けしていると 思われま
す。これか ら秋、冬 と季節が
変わるにつ れて、ち ょうど良
く戻ってい けばいい なぁなん
て思ってい ます。ど うなんで
しょう？冬 でも日焼 けしたま

まなんでしょうかね・・・・。

文章責任者 小野 亘
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アバンツァーレではサッカーを通じて子供達や
地域社会に貢献できるように活動してきまし
た。そしてアバンツァーレと共に NPO 法人国際
スポーツ推進機構を設立し野球スクールや、運
動教室とダンス教室を運営するかたわらで、視
覚障がい者の方を雇用し共に働いています。最
近入会された方には私の名刺をお渡ししたと思
いますが、点字加工されていたことに気づかれ
たと思います。共に働いている方には名刺の点
字加工という仕事をして頂いています。顔を合
わす機会は少ないのですが、多くの学びや気づ
きを得ることができます。周りを見渡せばほん
の小さなことかもしれませんが、地域の方々に
貢献できるよう努めていきたいと思います。

TEL
（月曜日～ 金曜日）
0120-019-578 １０時～１ ９時まで

2 学期も始まりましたね！楽しかった夏休みか
ら気持ちを切り替え、規則正しい生活リズムを
取り戻しましょう！
さて、改めまして皆様にお願いがありますので
ご確認下さい。
【子供達へ】

【保護者の方へ】
会場によっては駐車場に限りがあります。特に
福島三小ではクラブの車も含め数台分のスペー
スしかありません。基本的には砂利のところに
駐車頂くようご協力お願いします。その他の会
場でも車の出入りや人の行き来が多い場合もあ
りますのでじゅうぶんにご注意頂ければと思い
ます。よろしくお願いします。

今回の対決はその名の通りなぞなぞ 3 番勝負です！自分で考える
のはもちろん、家族や学校の友達に協力してもらっても大丈夫で
す！目指せ全問正解！

会報誌の文章ミスを減らすため、またコーチヘ
のプレッシャー＆会員の皆様にひとつの楽しみ
ヒント：みんなも持っているはずです！
を提供するために、かわらばんの誤字、脱字、
②あなたはバスの運転手。初めの駅で 4 人乗り、2 つ目の駅 日付、数字の間違いなどを見つけ、報告した会
で 5 人乗り、3 つ目の駅で 2 人乗って 3 人降りました。さて、 員にコーチから「何か」をプレゼントします！
バスの運転手は何歳でしょう！？
※申込み方法はメール申込みのみ。
ヒント：問題をよく見よう！
※毎月開催します！
③バスは 2 階建てなのに 1 階には乗れない国は！？
※文章表現の悪さについてはご勘弁下さい。
ヒント：ヨーロッパの国ですよ！
※同じ間違いの場合は先着順です。

①もらうと嬉しいのに、怖いものってなぁんだ！？

応募先はこちら→ono@avanzare-sc.com（9/12 締め切り）
※理由もお願いします！
正解者の中から抽選で 5 名にサッカーグッズプレゼント！
3 問正解→サッカーボール 2 問正解→ボトル＆ポカリの粉
1 問正解→ポカリの粉

こんにちは！事 務局の佐藤
です。
私の父は髪が 薄く、その
遺伝子を継いだ 私も、常々
何らかの対策 をしなくて
は・・・と心配 していたの
ですが、先日、 家のドライ
ヤーが壊れた際 、電器屋さ
んで「頭皮エス テ」という
機械を見つけ、
「これだ！」
と思い買って しまいまし
た。
『頭皮エステ 』とは、簡
単に言えば電動 で髪を洗う
機械なのですが 、使ってみ
ると、まるで美 容室で洗髪
してもらってい るかのよう
な洗い心地で、 毎日のお風
呂タイムがとて も楽しみに
なりました。使 用して１週
間程度経ちます が、今のと
ころ髪にボリ ュームが出
た！ということ はないもの
の、肩凝りが改 善されたよ
うな気がします。
使用感に関し ては個人差
もあるとは思い ますが、漢
字が表わす通り 髪とは長い
友達でいたいの で、将来の
ために頭皮エス テを続けて

いきたいと思います。
文章責任者 小野 亘
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