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『火曜日・専用室内会場の基礎
曜日・専用室内会場の基礎クラスの選手たちに直撃インタビュー！』
基礎クラスの選手たちに直撃インタビュー！』
火曜日の専用室内会場の基礎クラスは、
現在 8 名の選手でドリブルやボールタ
名の選手でドリブルやボールタ
ッチを中心に練習に励んでいます。会
ッチを中心に練習に励んでいます。会
場は、名取のアバン専用の室内練習場
場は、名取のアバン専用の室内練習場
で幼稚園生から 4 年生までが活動して
います。特に 1 月から新たに練習の最
初にラダートレーニング、さらにラダー
初にラダートレーニング、さらにラダー
を使ったボールタッチでリズム感やステ
ップワーク、ボールタッチを身に付ける
ために取り組んでいます。その中でも
火曜日・基礎クラスの選手たちは、と
ても上達の早い選手の多い曜日です。
ても上達の早い選手の多い曜日です。人数が少ないがとて
も明るく雰囲気の良い練習が行えています。練習中に選
手たちが名前を呼び合う時に、「○○りん」とあだ名を付
け合い、練習の雰囲気盛り上げてくれるとても楽しい練習
会場です。

今回のかわらばんでは、子供たち、保護者の皆様が直接接するクラブの指導者たちが「目指
しているスクール」の未来について特集させて頂きました。コーチたちが何を考え指導に当
たっているのか。指導者として子供たちに何を伝えたいのか。などあまり表には出ない、コ
ーチたちの一面を、皆様にご紹介できればと思っています。
アバンに通ってくれている子供たちを見て考えてみると、子供たちは、「サッカーが好きだ
な」と感じる場面が多くあります。たとえば、天気が雨や雪が降っていても何もないかのよ
な」と感じる場面が多くあります。たとえば、天気が雨や雪が降っていても何もないかのよ
うに練習会場に集まり、普段と同様に元気に挨拶をする子供たち。ほかのクラブでは、休み
になっているかもしれませんが、サッカー好きのアバンスタッフとアバンの子供たちだけの
特徴なのかもしれません。（わら） 天気が悪くても、練習を行う理由は、もう 1 つあるの
です。それは、サッカーの試合では、雨や雪が降っても試合は中止にならない。当たり前で
すよね。練習だって同じです。「試合のために練習をする」はずです。試合と同じ状況を経
験するめったにないチャンスなのです。だからこそ、今しかできない経験
験するめったにないチャンスなのです。だからこそ、今しかできない経験をしたいのです。
今しかできない経験をしたいのです。

2016 年、春を先取りして、恒例の企画、「お友達・ご家族
紹介キャンペーン」を今回は１月からスタートします！期間
は、3
は、3 月 31 日まで。3
日まで。3 月は６年生が卒業する別れのシーズ
ン。練習もちょっぴり寂しくなってしまいますね。しかし、
春は出会いのシーズンでもあります！子供たちが今よりも
春は出会いのシーズンでもあります！子供たちが今よりも
もっと楽しくサッカーができるように！アバンの練習を盛
り上げるために！ぜひ、皆様の身近な方でサッカーを始めて
みたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介いただ
けませんでしょうか？
皆様のご協力が必要です。何卒よろしくお願いいたします。
アバンツァーレホームページ http://www.avanzare-sc.com/

リフティングが出来るよ
うになってきました。将
来、子供が出来たらサ
ッカーを教えられるぐ
らい上手くなれるように
練習を頑張りたいで
す！

1 月 30 日までにリフ
ティング 100 回と左足
だけでのリフティング
も 100 回出来るように
頑張っています。将
来はバルセロナでプ
ロサッカー選手にな
るために、もっと練習
を頑張ります！

現在通ってくれている、アバンの子供たちは、サッカー
経験者から初心者まで幅広く参加してくれています。
経験者から初心者まで幅広く参加してくれています。
徐々にサッカーという魅力にはまり、もっとうまくなり
たい・強くなりたいと感じている選手が、増えてきてい
ると思います。そこで、コーチたちは、「サッカーの魅力
を伝えること」と、アバンに通っている選手たちが「宮
城県でもっともレベルの高いスクール」と言われるよう
に目指しています。「レベルの高い」と思うとウチの
「レベルの高い」と思うとウチの子供
ウチの子供
はちょっと・・・。と考えてしまう方もいるかもしれま
せんが、コーチたちが、自然とそ
このレベルまで指導していきま
す。「やれるか、どうか」を考え
る必要はありません。子供たち
がサッカーの魅力を知ることで
がサッカーの魅力を知ることで
自然と「やる気」になるのです。
一生懸命取り組んでいる子供た
ちを見守っていてください。

キャンペーン期間中にクラブへ入会
された場合、「紹介した方」と「紹介
してもらった方」の両名には「クラブ
チームレプリカユニフォーム」をプレ
ゼントしちゃいます！しかも、今回
は、希望のユニフォームが選べてしま
う特別キャンペーン！期間限定の超
豪華特典をこの機会にぜひゲットし
てください！
文章責任：中里 真志
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1 月 17 日にアバンツァーレ専用
日にアバンツァーレ専用
室内練習場でクラブイベントを実施
クラブイベントを実施
室内練習場で
しました。201
しました。2016
2016 年初めてのクラブ
イベントです。ゴミ拾い
イベントです。ゴミ拾い活動
拾い活動では
活動では、
では、
室内練習場周辺の川沿いのフェンス
室内練習場周辺の川沿いのフェンス
や住宅街のゴミ拾いを行いました。
たくさんのたばこの吸い殻
たくさんのたばこの吸い殻やペット
吸い殻やペット
ボトルなどが落ちて
ボトルなどが落ちていたの
などが落ちていたのを拾うこ
いたのを拾うこ
とが出来ました。親子サッカーでは、１対１から始まり、子ども対
とが出来ました。親子サッカーでは、１対１から始まり、子ども対
大人の
大人の試合やコーチも混ざ
試合やコーチも混ざり
混ざり、チーム対抗戦
、チーム対抗戦の試合や
抗戦の試合やＰＫ
の試合やＰＫ戦
ＰＫ戦を行い
ました。最
ました。最後
。最後は子どもチームが大人チームに
子どもチームが大人チームに泣きのもう一
きのもう一回で子ど
もチームがＰＫ戦
もチームがＰＫ戦を
ＰＫ戦を勝利すること
勝利することが
することができました。最初から最
できました。最初から最後
。最初から最後まで
「負けられない戦
けられない戦い」が続
い」が続き、緊張
き、緊張感の
緊張感の絶
感の絶えない面白
えない面白い
面白い勝負だらけ
勝負だらけ
でした。次
でした。次回の親子サッカーでは、
親子サッカークリニックと題
親子サッカークリニックと題して、
本格的に練習を行ってから最
本格的に練習を行ってから最後
に練習を行ってから最後に試
合を行う予定です。興味
合を行う予定です。興味のある方や
興味のある方や
サッカー経験
サッカー経験のないお
経験のないお父
のないお父さん・お母
さん・お母
さんの参加をお
さんの参加をお待
加をお待ちしています。
これらのイベントを通して、子供達
の成長の手
成長の手助
の手助けができればと考えて
いますので、是非
いますので、是非参加して
是非参加して頂
参加して頂ける
方をお待
方をお待ちしております。
右の写真は、今回の親子サッカー
写真は、今回の親子サッカーＭＶＰ
は、今回の親子サッカーＭＶＰ選手です！
ＭＶＰ選手です！

2 月のクラブイベントは、サッ
月のクラブイベントは、サッ
カー初心者が上達することを
考えた練習を行う予定です！
① コーディネーション
② ボールフィーリング
③ 対人トレーニング
④ 試合（実践）

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、
クイズは、森田コーチとの
森田コーチとのＰＫ
コーチとのＰＫ対
ＰＫ対決！
挑戦者・
挑戦者・佐藤そうや
佐藤そうや君
そうや君とＰＫ対
ＰＫ対決を行いました。
先行は、そうや君
先行は、そうや君。後攻は、
後攻は、森田
は、森田コーチで対
森田コーチで対戦
コーチで対戦はスタート！
1 本目は、
本目は、森田
は、森田コーチがそうや
森田コーチがそうや君
コーチがそうや君のシュートを止
のシュートを止め、森田
め、森田コーチ
森田コーチ
はしっかりとゴールを決
はしっかりとゴールを決めて 1 対 0。2 本目は、お
本目は、お互
は、お互いにゴール
を決めて 2 対 1。3 本目、これを
本目、これを止
、これを止めれば森田
めれば森田コーチの
森田コーチの勝利
コーチの勝利が
勝利が決
まる 1 本。ここをガ
。ここをガッチリとキャッチし、森田
ッチリとキャッチし、森田コ
森田コーチの勝利
ーチの勝利！「い
勝利！「い
つでも挑戦者
でも挑戦者を
挑戦者を待ってます！」
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
の間違いなどを
見つけ、
見つけ、報告
け、報告した会
報告した会員
した会員にコーチから「何か」プレゼ
にコーチから「何か」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
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
け付けません。また、文章表現の
文章表現の悪
現の悪さにつ
さについては
ご勘弁を
勘弁を(^^;)
応募方
応募 方 法 は、「会場」「会員
は、「会場」「会 員 名」「予想結果
名」「予想 結果」を
結果 」を記載
」を 記載し
記載 し
nakazato@avanzarenakazato@avanzare-sc.com に メ ールで応募
ールで 応募してくださ
応募 してくださ
い。期限
い。期限は、2
は、2 月１３日まで！正解者
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
には、ささやかなプレゼ
ントを準備
ントを準備しています！たくさんの
準備しています！たくさんの応募待
しています！たくさんの応募待ってます！
応募待ってます！

TEL
（月曜日～土曜日）
022--796022
796-9942 1０時～１９時まで

2 月から名取・室内練習場会場にて、新たなク
ラスを増設することになりました。

対象学年は、幼児（年少～年長）
時間は、15
時間は、15 時～15
時～15 時 50 分
会場：室内練習場(
会場：室内練習場(名取市)
名取市)

送迎は行いませんので、ご家庭での送り迎えを
お願いします！
現在、通われているコースから変更したい場合
コーチにご相談ください。
始める最初は、参加する人数が少ないと予想さ
始める最初は、参加する人数が少ないと予想さ
れます。お知り合いでサッカーをしたいけど、
まだ早いかなと考えている方がいましたら、
紹介していただけると嬉しいです。サッカー仲間を増やすために
ご協力をよろしくお願いします！また、2
ご協力をよろしくお願いします！また、2 月からは、お友達紹介
キャンペーンが始まります。お得なキャンペーンもやっている今
がチャンスです。
月～木曜日の担当コーチは、畠山コーチ
金曜日の担当コーチは、中里コーチの予定です。
1 月の中旬
月の中旬あたりから、雪
あたりから、雪が降り積もる日も出てきました。屋外
もる日も出てきました。屋外
の練習会場での練習の場合、「雪
「雪が積もってるし、練習あるのか
もってるし、練習あるのか
な？」と思
な？」と思われた選手や保護者
われた選手や保護者の方もいたのではないでしょう
保護者の方もいたのではないでしょう
か？特に屋外
か？特に屋外の練習会場では、
屋外の練習会場では、積雪
の練習会場では、積雪
が多い時や練習場が
が多い時や練習場が凍
練習場が凍ってしまい使
用できなくなることもあります。
用できなくなることもあります。
そこで、練習実施の
そこで、練習実施の有無
練習実施の有無を
有無を確認した
確認した
い時は、ぜひ「アバンツァーレのＨ
い時は、ぜひ「アバンツァーレのＨ
Ｐ」でご確認
」でご確認ください。
確認ください。ＨＰ
ください。ＨＰの
ＨＰの右側
に「本
に「本日の練習」というタグがあり
ます。そこをクリックして頂
ます。そこをクリックして頂ければ、
当日練習を実施するか、中止
当日練習を実施するか、中止にするか記載
にするか記載してありますのでご活
記載してありますのでご活
用ください。
また、メ
また、メールで練習中止
ールで練習中止の案内も送っていますので、この機
内も送っていますので、この機会に
メール登録
ール登録をお願いします。
登録をお願いします。
また、メ
また、メール登録
ール登録をして
登録をしても
をしてもメールが届
ールが届かないという方は、もう一
かないという方は、もう一
度メールを送っていただけると
度メールを送っていただけると助
ールを送っていただけると助かります。メ
かります。メール登録
ール登録はしてい
登録はしてい
るが、届
るが、届かないという方につ
かないという方については、ＰＣ
いては、ＰＣから
ＰＣからメ
からメールを送ってい
るため、受信
るため、受信設定で、
受信設定で、迷惑メ
設定で、迷惑メール設定で
迷惑メール設定で届
ール設定で届かないという方が多い
です。
受信設定をご
受信設定をご確認後
設定をご確認後、
確認後、再度ご
再度ご連絡していただけると
連絡していただけると助
していただけると助かります。
よろしくお願いします。
登録先
登録先：nakazato@avanzarenakazato@avanzare-sc.com （中里コーチ）
中里コーチ）
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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。先月
佐藤です。先月号
です。先月号で熱帯魚
を飼い始めたお話
い始めたお話をしましたが、その後
をしましたが、その後も結構な数の
結構な数の魚
な数の魚がお
星さまとなってしまい、ちょっと自己嫌悪
さまとなってしまい、ちょっと自己嫌悪になっていました。
自己嫌悪になっていました。
ところが、熱帯魚
ところが、熱帯魚を
熱帯魚を飼い始めて丁度
い始めて丁度１
丁度１ヶ月が経
月が経った頃
った頃、水槽
内に１ミリほ
内に１ミリほどの小
どの小さな魚
さな魚が・・・。
最初は見
最初は見間違いかとも思
いかとも思いましたが、
どうやら、いつ
どうやら、いつのまにか稚魚
のまにか稚魚が生ま
れていたようです。亡
れていたようです。亡くなる命
くなる命があ
る一方で、新しく生まれる命
方で、新しく生まれる命がある。
お星さまになった魚
さまになった魚たちの分
たちの分まで、
大切に育てたいと思
てたいと思います。
文章責任：中里 真志

