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8 月に入り、様々なクラブイベントが行われました！
アバンカップから始まり、夏季強化合宿、ゴミ拾い活動・
親子サッカー、サマーキャンプを実施しました。
すべての活動が
すべての活動が、最高の天気で行えたことにひと安心。
キャンプの最後は、怪しかったですが、ギリギリセーフ(
キャンプの最後は、怪しかったですが、ギリギリセーフ(笑)
また、各イベントに参加してくれた子供たちからは、充実
また、各イベントに参加してくれた子供たちからは、充実
の声が聞こえたこともよかったです！
イベント盛りだくさんの夏、みなさんの夏休みの思い出作
りに少しでも役に立てていれば嬉しいです。
コーチたちも、いろんなアイディアを考え、どうやったら
コーチたちも、いろんなアイディアを考え、どうやったら
楽しくできるのか、満足してもらえるのかを考えた結果、
反応も上々。次回の楽しみもできました。もうすぐ夏は
反応も上々。次回の楽しみもできました。もうすぐ夏は終
わりですが、子供たちと同様すでに
わりですが、子供たちと同様すでに「夏が待ち遠しい」と
すでに「夏が待ち遠しい」と
感じてしまっている私たちもいます
感じてしまっている私たちもいます(
もいます(笑)
49 回ゴミ拾い活動＆第２
回ゴミ拾い活動＆第２9
第２9 回親子サッカーを 8 月 9 日
かわらばん号外を発行していますので、ぜひご覧ください。 (日アバン第
)に実施しました。今回もたくさんの
に実施しました。今回もたくさんの人数で活動
人数で活動し
活動しました！
お盆前で
お盆前でお忙しい中、ありがとうございます。
アバン会員全員参加型企画第 2 回「ドリブルチャレンジ」
を実施します。今回は、7
を実施します。今回は、7 月に行ったやり方同様のルール
で行います。「ドリブル」の技術を伸ばすことでボールタッ
チがうまくなり、相手を抜くことができるようになります。
だからといって、ずっとゆっくり練習をしても意味はあり
だからといって、ずっとゆっくり練習をしても意味はあり
ませんよね？勝負の時は、スピードが上がったりするもの
です。だから、うまくいかなくなることもありますよね。
スピードが上がってもうまくいくようにするには、練習を
して、今の自分に勝っていくことでスピードは、確実に上
がるものです。毎回続けていけたら、どのくらい成長する
のでしょうか？恐ろしいくらい早くなることも（笑）
もちろんすべてが順調にいくとは、限りません。どこかで
壁に当たることもあるでしょう。だからこそ、乗り越えた
時の自分を想像してみると、良いイメージしかありません
よね？乗り越えた自分になれたら、どんな気持ちになりま
よね？乗り越えた自分になれたら、どんな気持ちになりま
すか？今よりも「明るい」自分がいるはずです！次の「ド
リブルチャレンジ」では、7
リブルチャレンジ」では、7 月のタイムより早くなるよう
月のタイムより早くなるよう
練習をしてみてください。記録更新した人がたくさんいる
ことを期待しています！結果は、１０月号に記載します！
ことを期待しています！結果は、１０月号に記載します！

アバンツァーレホームページ
アバンツァーレホームページ http://www.avanzare
http://www.avanzare/www.avanzare-sc.com/

次回は、第 50 回ゴミ拾い活動
と第 30 回親子サッカー大会
になります。ゴミ拾い活動を続
けて早くも 50 回を迎えるこ
ととなりました。
多くの参加者をお待ちしてお
ります。不明な点がありました
ら、各担当コーチにお気軽にご
質問ください！
文章責任
文章責任：
責任：中里 真志
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東北統一クイズ当選者は下記の方です。

東北統一アバ～ンクイズ大会の答え合わせです！
問題を確認しましょう。問題は下記の問題でした。
問題 ・１＋１＝２ ・１＋０＝１
・１１＋
１１＋１１＝
１１＝４ ・１１＋
１１＋１２＝３
では、１１１＋
では、１１１＋１１１１＝
１１１１＝？？？
※？？？に入る数字
？？？に入る数字を応えてください
この問題は、簡単すぎましたか？１の数を数えてみてください。１
の数と答えが同じなのです。なので
の数と答えが同じなのです。なので？？？に入る正解は、
なので？？？に入る正解は、「7
「7」です！
正解したみなさんおめでとうございます。
正解したみなさんおめでとうございます。今回のクイズは、ここか
おめでとうございます。今回のクイズは、ここか
ら！
正解者の中から抽選で２０名様にアバンオリジナルユニフォームキ
ーホルダーをプレゼント！ずるなしで、東北統一の当選者の中から
ーホルダーをプレゼント！ずるなしで、東北統一の当選者の中から
抽選で 20 名を決定しました。当選者は右記
名を決定しました。当選者は右記の
者は右記の 20 名です。

今回のアバン
今回のアバン予想
アバン予想クイズは、
予想クイズは、中里コーチとの
クイズは、中里コーチとの「ＰＫ対決」
中里コーチとの「ＰＫ対決」。
挑戦者は、渡部
挑戦者は、渡部なる
岩沼会場・6 年生）です。
年生）です。
渡部なる君
なる君（岩沼会
両者の熱い握手から試
手から試合はキックオ
合はキックオフ！
1 本目、
本目、なる君
なる君のシュート
シュート！
ート！ポストに嫌
ストに嫌われ失敗
われ失敗。
失敗。
後攻の中里コーチは、冷静
の中里コーチは、冷静にゴール！
冷静にゴール！
2 本目、
本目、先攻のなる
先攻のなる君
のなる君。外したら敗
。外したら敗戦の危機
戦の危機。そのプレッ
危機。そのプレッシ
。そのプレッシャーのせ
いなのか中里コーチに止め
いなのか中里コーチに止められ
止められ連
られ連続失敗！
失敗！
後攻は、中里コーチ
は、中里コーチ。コーチは
中里コーチ。コーチは強し！
。コーチは強し！キー
強し！キーパ
キーパーとの駆
ーとの駆け引きに勝ち２
本連続ゴール！ここで、
本連続ゴール！ここで、試
続ゴール！ここで、試合終了
合終了。
容赦ない中里コーチ。
容赦ない中里コーチ。「どんな相手でも勝負ことは、負けたくない」
「どんな相手でも勝負ことは、負けたくない」
ただの負けず嫌
ただの負けず嫌いです。(
いです。(笑)負けてたらもう一
負けてたらもう一回と言
回と言っていたはず。
次回の勝負もお楽しみに～
次回の勝負もお楽しみに～！たくさんの挑戦者待ってます！
間違い
間違い探しでは、
●日程表の「
程表の「８
月」のところが、「7
「7 月」となっていました。
の「８月」のところが、
●「楽しさ」のはずが、「楽さ」と「し」がぬ
「楽さ」と「し」がぬけていました。
すべて本
すべて本気の間違
気の間違いでした。
間違いでした。（汗）
高山ひゅうが君
うが君、山道りと
山道りと君
りと君・しゅ
・しゅん君、寺園こうた
寺園こうた君
こうた君です。
ありがとうございます。
アバン予想クイズ！今回も引
アバン予想クイズ！今回も引き続き「PK
「PK 対決」今回対戦するコーチは、
青木コーチ！ルールは同じです。挑戦者は、コーチまで
青木コーチ！ルールは同じです。挑戦者は、コーチまでメールしてく
コーチ！ルールは同じです。挑戦者は、コーチまでメールしてく
ださい。コーチを
ださい。コーチを倒
コーチを倒した人には、特別
した人には、特別プレ
特別プレゼ
プレゼント！？チャレンジして
みよう！たくさんの挑戦者待ってます！
今月も、かわらばんの
今月も、かわらばんの誤字
かわらばんの誤字・
誤字・脱字・日時・数
脱字・日時・数字
・日時・数字の間違いなどを
間違いなどを見つ
いなどを見つけ、
見つけ、
報告した会員にコーチから「
報告した会員にコーチから「何
した会員にコーチから「何か」プレゼ
か」プレゼントしたいと思います！
※申し
※申し込み方法
み方法はメール申込
はメール申込みのみ。
申込みのみ。
※口頭では
※口頭では受
では受け付けません。また、文章表現
けません。また、文章表現の
文章表現の悪さにつ
さについてはご勘弁
いてはご勘弁
を(^^;)
応募方法は、「会場
「会場」「会員名
「会員名」「予想結果」を記載し
nakazato@avanzare
nakazato@avanzareato@avanzare-sc.com にメールで応募
にメールで応募してください。期限
は、８
は、８月１３
月１３日まで！正解
日まで！正解者には、ささやかなプレ
正解者には、ささやかなプレゼ
者には、ささやかなプレゼントを準備
ントを準備して
準備して
います！たくさんの応募
います！たくさんの応募待ってます！
アバンツァーレホームページ http://www.avanzare-sc.com/

★仙台地区当選者★
・高山 日向君・佐々木新君・滝内優良君
日向君・佐々木新君・滝内優良君
・山道 莉都君・山道 駿君・寺薗 航太君
・小野 喬君
●仙台地区：応募 13 件/7 名正解、7
名正解、7 名当選
★山形地区当選者★
・吉永 諒平君のお兄ちゃん ・剱持 柊杜君
・音喜多 蒼天君 ・庄司謙介君・森 保仁君
・小川 輝眞君・荒井斗希君・古瀬 彩乃ちゃん
・武田 伊織君・柴田
伊織君・柴田 一心君
●山形地区：応募 23 件/10 名正解、10
名正解、10 名当選
正解者１７
正解者１７名全員へプレゼント！
１７名全員へプレゼント！
おめでとうございます。

お家の人へ日頃の感謝を伝えることと夏休みを
お家の人へ日頃の感謝を伝えることと夏休みを有意義なも
夏休みを有意義なも
のにするためのチャレンジカードを有効に使えています
のにするためのチャレンジカードを有効に使えています
か？
ここで、大事なお知らせです。
チェックシートを毎日欠かさずに最後
までチェックしてもらった人には、オリ
ジナル激レア缶バッチをプレゼント！
激レア缶バッチをもらうための条件は、
以下の通りです。再度確認してください。
●枠内すべてにチェックが入っている。
●９月１１日(
●９月１１日(金)までにコーチに確認してもらう。
不明な点は、各会場でコーチに確認してください。
不明な点は、各会場でコーチに確認してください。
海外では、続々とリーグの開幕が始まっています。
いよいよアバンツァーレの「会場別リーグ戦」が開幕しま
す！９月に各会場でリーグ戦を行います。
優勝チームには、賞状と優勝缶バッチを準備しています！
今回のリーグ戦に出場した選手には、参加賞として、
をプレゼントします！
詳細は、各会場で発表します！お楽しみに～！
発表します！お楽しみに～！
詳細は、各会場で

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。先
です。先日、家族
日、家族みん
家族みん
なでディズニ
なでディズニーシーに行ってきました。夏休みが始まって
間もない時期だったため
もない時期だったためか、思ったより混雑
か、思ったより混雑しておらず思
混雑しておらず思
う存分楽しむ
分楽しむことができました。体験
ことができました。体験したアトラク
体験したアトラクショ
したアトラクション
ション
の中で特
の中で特に楽しかったのが、「タートルトーク」です。ファ
「タートルトーク」です。ファ
インディングニモ
インディングニモの
グニモの登場キャラクター・
登場キャラクター・ウ
キャラクター・ウミガメの「クラ
ッシュ」と会
シュ」と会話
」と会話ができるというア
トラクショ
トラクションで、クラッ
ションで、クラッシュ
ンで、クラッシュのト
シュのト
ークが軽妙
ークが軽妙で、子供以
で、子供以上に大人が
楽しめ
楽しめるアトラクショ
るアトラクションでした。
ションでした。
６年位前からあるアトラク
６年位前からあるアトラクショ
前からあるアトラクション
ション
のようですが、皆
のようですが、皆さんもディズニ
さんもディズニ
ーシーに行った際
ーに行った際にはぜひ、体験
にはぜひ、体験
してみてください。年齢
してみてください。年齢を問わず
年齢を問わず
楽しめ
楽しめるので、どなたにもオ
るので、どなたにもオスス
メです。
文章責任：中里 真志

