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（月曜日～土曜日）
1０時～１９時まで

どち らも宮城県 のビック な大会での好
成績 です！いず れも決勝 戦でベガルタ
仙台 ジュニアさ んに惜敗 したものの、
特 筆 す べ き は子 供 達 の成 長 の スピ ー
ド！ チーム力、 個々の技 術、精神面で
も充 実の時をむ かえまし た。今後も見
る者 すべてを感 動させる ような戦いを
目指します！

バ ー モン ド全 日本 フ
ッ ト サル 宮城 県大 会
の 準 優勝 はア バン 史
上初です！

アバン仙台ＳＣ
トップチーム
菊地かいと君
太白会場
小学６年生
（大会を通じて）
個 人的にも チーム的 にもやるべ
き ことがで きず、実 力を発揮す
ることができなかった。
両 大会共に 決勝でベ ガルタに敗
れ てしまい ましたが 、徐々に手
ごたえをつかんでいる。
（仲間へ）
これからの大会はすべて勝つ！
（親御さんへ）
いつも送迎などありがとう！
生んでくれてありがとう！
これからも頑張ります！

仙台市 ナンバーワ
ンを決 める大きな
大会です！
参 加賞はアバ
ン オリジナ
ル ・ペーパー
クラフト！

良い行いは
気持ちいい

恒例となった「ア バンごみ拾い活動」も数えること２１ 回目、愛島郷フットサル
クラブ周辺で活動 を行いました。今回はご覧の通り、た くさんの子供達、保護者
の皆さんにお集ま り頂き、活気ある活動が行えました。 この活動は今後もコツコ
ツと続けていきま す。ところで活動場所もいろいろと広 げたいと考えているので
すが、
「この場所で活動して欲しい！」そんな要望がありましたら遠慮なく下記ア
ドレスへ連絡ください！可能な限り要望にお応えします。
o hganeku@avanzare- sc.com

今回 の合宿はク リスマスの 前夜祭！ワ クワクドキ ドキの楽し
いイベントを盛りこみ、アバンツァーレ独自のチームワーク育
成方法を体験してもらいま す。
「チームの成長が個人の成長に
つながる」 一 生の思い出となり、サッカー選手の財産となる
ような合宿を目指します！

アバンツァーレホームページ

http://www.avanzare-sc.com/

大盛り上がりの「親子サッカー」でした。このイベントにサッ
カー経験者も初心者も、関係あり ません。お父さん、お母さん、
小学生も幼児も夢中になってボールを追いかけ、
みんなが思い
やりをもって楽しめました！
大人 部門のＭＶＰ は高橋たくみ 君のお父さん ！みんなを盛り
上げる声、思いやりのある行動は最高でした！
一生 懸命な親の姿 をみて、子供 たちは何かを 感じたと思いま
す。コーチも感動しました。お父さん、お母さん、次の日の筋
肉痛は心配ですが(^_^)v 次回もぜひ参加してください！

日時：１１月１８日（日）
場所：愛島郷フットサルクラブ
ゴミ拾い活動：１５:３０～１６:２０
親子サッカー：１６:３０～１８:３０
※子供だけの参加も可。
初心者、お母様ももちろん大歓迎！
楽しくみんなで汗を流しましょう！
参加することに意義がある！

文章責任：大兼久源晴
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〒981-1105
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アバン ツァーレと共に 運営しているＮ ＰＯ法人国際ス ポーツ推
進機構 では、運動教室 とダンス教室を 運営するかたわ ら、視覚
障がい 者を雇用してい ます。今回、皆 様のお手元に渡 っている
練習日 程表。その封筒 に皆様の宛名を 貼ったのも、当 社で雇用
してい る視覚障がいを 持つ社員です。 一つ一つ手作業 でシール
を貼っ ているので、も しかしたら曲が ってしまってい ることも
あるか もしれません。 ご容赦ください 。この他にも、 名刺に点
字加工 を施す『点字名 刺』を作ってい ます！障がい者 の方の雇
用は今 、困難を極めて います。我々は 小さな組織です から大き
なこと は出来ませんが 、一隅を照らす 活動（生き方） をしたい
と思っ ています。お世 話になっている 地域社会へ、少 しでも貢
献できればと切に願い、行動しております。

先月のなぞなぞ「大きくなれば
るほど、小さくなるもの、な～んだ？」
★なぞなぞの模範解答「子供服」
＜みんなの答え＞
「洋服」塩谷たくみ 「寿命」加川げっと（小４）
「靴」高田まさき（小４） 「靴」米田しゅうや（小５）
「家」
「自分」北ふゆひ（中１）
「今着てる服」早坂ななせ（小４）
「スパイク」
「キーパー」高橋たくみ（小５）
「服」
「靴」
「生き物のから」
「ゴール →
シュートの外す確率」勝山しゅんぺい（小４）
「分母」
「コピー用紙」
「視力をはかる表
の文字」佐々木かいと（小２）
グッド・アンサー賞
太白会場 早坂ゆうく（小２）
ゆうく君の解答は「夢」です！
う～ん、深い。クールな答えです。
小学２ 年生の彼がどう いう思いでこの答 えを
送ったのか…。

これが点字名詞です。
（ こ の写 真で はわ かり にくい
かもしれませんが）
専門の機械を使い、名刺に点字
加工を施しています。コーチた
ち も その 名刺 を使 用し ている
のですが、初対面の相手とちょ
っとした話題が広がります。何
よ り 温か い気 持ち の輪 が広が
ります。興味のある方はぜひお
問い合わせください。

TEL
022-242-9966

新 入 社員 の庄 司綾 香 さ ん
はおしゃべりで、サッカー
好 き ！今 は新 しい チ ャ レ
ン ジ に毎 日が 充実 し て い
るとのことです。平日はほ
ぼ毎日、アバン事務居で仕
事を頑張っています。アバ
ン の 新し い仲 間を 今 後 も
よろしくお願いします！

今回も、コーチからのしかけが！
裏 をか いて ９月 号と 同じ 場所 にし かけ
ま した ！１ ０月 号表 面の 右下 をご 覧く
ださい！(^_-)-☆！

×
○

（月曜日～土曜日）
１０時～１９時まで

文章責仕 ：大兼久源晴
文章責任 ：大兼久源晴

皆さん、気づきましたか？１番乗りの発
見者は、太白会場４年生、

丸山たいき君 で す ！ ！ パ チ パ チ
(^.^)/~~~
た いき 君に は特 別な プレ ゼン トを 贈り
ます！
他の発見者（先着順）
高田まさき君（太白会場４年生）
及川ひろき君（太白会場５年生）
米田しゅうや君（太白会場５年生）
加川げっと君（泉会場４年生）

その他の間違い
※あばん裏バンの強化合宿の記事

×「かわいい子には旅をさせろ」
○「かわいい子には旅をさせよ」
発見 者は、門馬 つかさ君 （泉会場６
年生）
※あばん裏バンの間違い探しの記事

×「泉会場
○「泉会場

山型ゆうと君」

山形ゆうと君」
発見 者は、早坂 ななせ君 （太白会場
４年 生）勝山し ゅんぺい （泉会場４
年生 ）そして、 もちろん 本人の山形
ゆうと君からも…(-_-;)
冗談 交じりに指 摘してく れましたが
…。 申し訳あり ません！ 大変失礼し
ました<(_ _)>

かわらばんの誤字、脱字、日付、数字の間違いなどを見つけ、報告した会員にコ
ーチから「何か」プレゼントしたいと思います！目的は、文章ミスを減らすため、
コーチヘのプレッシャー＆会員の皆様にひとつの楽しみを提供するためです！も
ちろん、コーチは１００％間違えないつもりです。ただ、わざとしかける（間違
える）ときもあります(^.^)/~~~
※申込み方法はメール申込みのみ。 ※口頭では受け付けません。
※文章表現の悪さについてはご勘弁を(^_^;)
o hganeku@avanzare- sc.com
※同じ間違いの場合は先着順です。

皆さんこんにちは、 事務局の佐藤です。１０月１６日からサーク ルＫサンクスで
１５０万食限定でキティちゃんの肉まんが販売されました。

「アバンなぞなぞ」の応募締め切りは、
１１月１０日
（土）
下記のアドレスまで！
o hganeku@avanzare- sc.com
応募方法「会員名」
「なぞなぞの答え」を
記入の上、メールで送信下さい！
参加者全員にささやかなプレゼント！
正解者には、豪華なプレゼントが！
（正解者多数の場合は抽選とさせて頂きます）

アバンツァーレホームページ

模 範 解答 はあ り ま
す が 、答 えは い ろ
いろだと思いま
す ！ セン スが 問 わ
れ る 問題 です 。 レ
ッツ・トライ！

２人の女の子の持 つ私も、娘の喜ぶ顔見たさに仕事帰りに勝っ て行ってあげま
したが、２人とも大喜びでした。子供たちはとてもおいしい！と食べてましたが、
味は他と普通においしい肉まんでした。
１１月１日がキティちゃんの誕生日だそうで、
今回はそれに合わせた企画のようですが、
１１月６日には「見た目も味も異なる新味の
キティまん」が販売されるようなので、そちら
も今から楽しみにしています。皆さんも機会が
あれば、ぜひ食べてみてください。

http://www.avanzare-sc.com/

文章責任 大兼久 源晴

