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第 ２４回 目を数え るアバ ンツァ ーレカ ップ争 奪戦サッ カー大
会は、１１月２４日（土）愛島郷フットサルクラブで開催！
色とりどりのビブスを着た子供達が、人工芝のピッチの上を伸
び伸びと駆け回りました。今回もピッチ上で様々なドラマが展
開され、サッカーの楽しさ、面白さを再確認できた一日だった
のではないでしょうか？ ドリブル、パス、シュート！
体をはったディフェンス、ゴールの歓喜、ＰＫ戦の
緊張感、負けた悔しさ、仲間の大切さ。勝っても
負けてもサッカーを通じて子供達は一回り成長した
はずです。第２５回アバンカップもお楽しみに！

メダル
未来のアバンスター
佐々木かいと君
（小２） 泉会場

ＭＶＰ景品

＜大会を通じて＞
「結果には満足していない。全日本少年
サッカー大会でベガルタに勝ちたい。
テクニックだけでなく、フィジカルも鍛
えなければ、優勝はねらえない」
＜仲間へ＞
「今のままではダメだ。日々の練習を本
気で取り組み、もっと強くなろう！日本
トップクラスのチームに！」
アバン仙台ＳＣ
＜コーチへ＞
バ ー モン ド全 日本 フ
新人チーム
「優しいし、ビシッと言う時は言ってく
ッ ト サル 宮城 県大 会
千葉ゆうい君（小５） れる。良いチームにめぐまれたと思う」
の 準 優勝 はア バン 史
今大会、大事なゴール
＜家族へ＞
上初です！
を決め、チームを引っ 「 いつも ありがと う！み んな大 好きで
張りました。
す。頑張るので応援よろしく！」

＜予選グループ＞
Vs 袋 原
４-０○
Vs 蛇田ＦＣ
９-１○
Vs シューレ
５-０○
Vs 多賀城ＦＣ ４-２○

＜決勝トーナメント＞
１回戦
vs 仙台ＹＭＣＡ
２-２ＰＫ４-３○
準々決勝 vsＦＣセレスタ
３-２○
準決勝
vsＡＣジュニオール ３-２○
決勝戦
vs ベガルタ仙台Ｊｒ １-４●

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、小学生も幼児も大歓迎！
子供部門のＭＶＰは岸本いつき君（小１）佐藤かんた君（小４）
大人部門のＭＶＰは小林まさみ君（小２）のお母さん！上手で
した！次回もぜひ参加してください！

第２２回目の「ア バンごみ拾い活動」です！毎回、新し い仲間が参加してくれて
います。今回の活 動にＯＢの中学一年生の子が参加して くれました。弟の親役と
して、優しく思い やりのある行動にグリーンカード！こ れからも、いつでも遊び
に来てください！ 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@avanza re-sc.com
ＯＢミスターアバン
こと、岸本わたる君
弟の成長に期待！

アバンツァーレホームページ
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文章責任：大兼久源晴

アバンツァーレ Jr.サッカークラブ

〒981-1105
宮城県仙台市太白区西中田１-２０-７

TEL
022-242-9966

新企画！
お友だちに「紹介カード 」を渡し
てくれたら、入会する 、しないに
関わらず、
「アバン特製缶バッチ」
を プ レゼ ント ！渡 した お友 だ ち
の「名前、学年、学校」をコーチ
に伝えてもらえれば、缶バッチを
プ レ ゼン トし ます ！コ ーチ に お
気軽に声がけして下さい！

以前実施した「お友達紹介キャンペーン」ですが、なかなかの反響
でした！どんな内容だったかというと ・・・、
「紹介から入会した
お友達と、紹介して下さったアバン会 員へ、１,０００円分の図書
券をそれぞれプレゼント！」というものです。そして、さらにさら
に特別な特典がありました。それは 、その図書券のプレゼントにプ
ラスして、紹介して下さったアバン会員のお子様へ･･ ･、「コーチが
その 子のため に選んだ 本をプレ ゼント！」 コーチが その子の 顔を思
い浮かべながら、その子に合った本を一生懸命選びま す！（もちろ
ん、もうすでに希望の本があればご相談ください ）コーチが心をこ
めて選んだ本を読んでみませんか？その本をきっかけに、更にコー
チとの会話がはずむはずです(^O^)／

アバ ン社員の
庄司 綾香さん
のお 手製缶バ
ッヂ ！ニュー
バー ジョンも
企画中！

今回もコーチのしかけが (^_-)-☆！

先月のなぞなぞ「表と裏、同時に
みえるもの、な～んだ？」
なぞなぞの模範解答「野球のスコアボード」
＜みんなの答え＞

「オセロ」
「手のひらに表と書く」
山形たくと君

「ガラスのよごれ」

山形ゆうと君

「かわらばんを太陽に透かす」
加川げっと君

「野球のスコアボード」
「ガラス窓」
丸山たいき君

「アバンの合宿」？庄子まさとし君
「ガラス窓」
槇尾そうま君
参加者みんなには「アバン特製缶バッチ」をプ
レゼント！

（月曜日～土曜日）
１０時～１９時まで

×
○

バーモンドカップ
バーモントカップ

×「２人の女の子の持つ私も」
○「２人の女の子を持つ私も」
発見者、今関あおい君、丸山たいき君

皆さん、気づきましたか？ ビミョ～か
な？ このしかけをみつけた強者は・・・、
佐々木しょうた君
山形たくと君
本郷ゆいと君 の３名でした！
※他の間違い

×「アバン事務居」
○「アバン事務局」
発見者、小板たいが君、菊地けんたろう
君、佐藤ひかる君、木村ゆうと君、和久
たくま君

×「点字名詞」 ○「点字名刺」
発見者、石川ゆあむ君、勝山しゅんぺい
君、渡部ゆうた君、村上しゅんすけ君、
槇尾そうま君

×「仕事帰りに勝って行って」
○「仕事帰りに買って行って」
発見者、小板たいが君、佐々木しょう
た君、勝山しゅんぺい君、菊地けんた
ろう君、菊地かいと君、佐藤ひかる君、
北ふゆひ君、加川げっと君、廣岡なぎ
君、早坂ななせ君、吾田かいり君、丸
山たいき君、和久たくま君、渡部ゆう
た君、並木たか君、石坂まさと君、山
形ゆうと君、天坂はやと君、りくと君

×「味は他と普通に
○「味は他と同じく普通に」
発見者、丸山たいき君
※他にもありますが、紙面のスペース
関係上掲載できません<(_ _)>

模範解答 「野球のスコアボード」
を答えた丸山たいき君（小５）には参加賞プラ
ス、
「何か」プレゼント！
更に、並木 たか君（小５）の解答「心」に
グッドアンサ ー賞を！ これまた意味深 な答え
です…。たか君にも「何か」プレゼント！

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 ※先着順はやめました ！応募した人は遠慮な
くコーチに声をかけて下さい！ ささやかな参加賞をプレゼントします！
ア バン仙台、
新コーチを
紹介します！

「アバンクイズ」の応募締め切りは、
１２月１５日（土）下記のアドレスまで！
o hganeku@avanzare- sc.com
応募方法「会員名」
「クイズの答え」
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！
参加することに意義あり！たくさんの
ご応募、待っています！

アバンツァーレホームページ

面白い「なぞなぞ」
「クイ ズ」を募集
します！
採用さ れた会員に
は、コーチから「何
か」プレゼント！

① ジュニアユース（中学生）特集 ！
② 現 ・ 新コーチ紹介 、 エピソード ！
～ 畠山コーチのなぞに迫る ～
※冬季強化合宿 ・ 号外も同封 ！
これが噂の畠山
コーチ特製グリ
ーンカード！

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

畠山コーチは双
子だった？！

畠 山 コー チ
な ぜ 大き い
のか？！
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