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新人チーム（５年生以下）が快挙達成です！先日行われた「全農チ
ビリンピック」では山形県チャンピオンに！そして
ビリンピック」では山形県チャンピオンに！そして「コカコーラ杯
では山形県チャンピオンに！そして「コカコーラ杯
Ｕ11 新人戦山形県大会」では山形県
新人戦山形県大会」では山形県 5 位の結果を残しました！
位の結果を残しました！県
内トップレベルのチームに成長できたのも、素晴らしい先輩たちが
内トップレベルのチームに成長できたのも、素晴らしい先輩たちが
作ってきた「
作ってきた「チームの伝統」のおかげです！
チームの伝統」のおかげです！来年、彼らが６年生に
」のおかげです！来年、彼らが６年生に
なったとき、小学校生時代の集大成である「全国大会出場」を目指
して、これからもコツコツと練習に励んでいきたいと思います！応
して、これからもコツコツと練習に励んでいきたいと思います！応
援に来てくれた保護者様、選手の皆さん、ありがとうございました！
宮城県秋保で
行われた大会
に６年生チー
ムで出場！予
選全勝で迎え
た決勝戦。ＰＫ
戦にもつれ込
み、ＧＫのナイ
スセーブで優
勝しました！

「ナショナルトレセン東北」と
は、東北 6 県から選抜された
選手たちにより良いトレーニ
ング環境を与え、
ング環境を与え、選手を強化育
選手を強化育 皆様、大変お待たせしました！クラブ最大のサッカーイベント「アバンツァ
皆様、大変お待たせしました！クラブ最大のサッカーイベント「アバンツァ
成する場です。
する場です。山形県から選ば ーレカップ」の日程が決まりました！詳細は別紙をご確認お願いします！
れたのは、たった 8 名！山形
を代表して、わがクラブの選手
がチャレンジしてきました！
東根水曜日会場 矢萩啓暉くん（６年生）

・アバン歴：年少（3 歳）～今まで、９年間
・好きな食べ物：ステーキ ・嫌いな食べ物：ない
・好きな選手：メッシ～目標とする選手！ドリブル、
コントロール、判断が素晴ら
しいのでマネしたい。
アバンツァーレ山形ＳＣ（選手コース）トップチーム
のキャプテン。チームをまとめる統率力が高く、ユー
モア満載の性格で選手、コーチ陣から絶大の信頼を得
ている。スクールでも優しく頼れる「兄貴」的存在！
ている。スクールでも優しく頼れる「兄貴」的存在！
山形県代表選手としてナショナルトレセンに参加できてとてもうれしかった
山形県代表選手としてナショナルトレセンに参加できてとてもうれしかった
です！他県の選手と一緒にプレーし、通用した所、足りない所などいろいろ
です！他県の選手と一緒にプレーし、通用した所、足りない所などいろいろ
なことに気付きました。最高の４日間でした！そして、ここまで成長できた
なことに気付きました。最高の４日間でした！そして、ここまで成長できた
のも一緒に頑張ってきたチームの仲間たち、お父さん、お母さん、そしてコ
ーチ達のおかげです。感謝の気持ちを持ちこれからもっと頑張ります！

皆さん、こんにちは。事務局の佐藤です、去る 9 月 29 日、私の大好き
なハッピーターンのアイスが発売されました。発売日当日、仕事帰りに
コンビニを 5 件ほど周るも、どこにも販売されておらず、非常にガッカ
リして帰宅した私でしたが無事、翌日に購入しました。
ハッピーターンには期間限定の「マンゴー味」など、様々な変わり種が
ハッピーターンには期間限定の「マンゴー味」など、様々な変わり種が
ありますが、私自身の結論としては、アイスでもなく、マンゴー味でも
なく、やはり普通のハッピーターンが一番おいしいというものでした。
ちなみに、現在私の使っているＰＣの壁紙は、公式ＨＰからダウンロー
ちなみに、現在私の使っているＰＣの壁紙は、公式ＨＰからダウンロー
ドしたターン王子になっています。

今回、コーチが
今回、コーチがおススメする美味しい
、コーチがおススメする美味しいお店は
おススメする美味しいお店は
コチラ！山形市の「風間とんとんらーめん」
です！お店の一押しの味噌ラーメン！です
が、おススメする一品は「焼きそば」！これ
がウマいんです！見た目は普通のソース焼き
そばですが、ラーメンスープを入れているの
か、（個人的見解です）独特の味が食欲をかき
たててくれます！麺も太麺でモチモチしてい
ます。気になるお値段は 600 円。ボリュー
ムも満点で結構お腹いっぱいに！ちょっと市
内から外れの方にあるお店ですが、行ってみ
る価値はあると思います！お試しください！

風間とんとんらーめん

山形市風間
山形市風間 45844584-6
023023-687687-2528
昼）11:00
昼）11:00～
11:00～15:30
夜）17:00
夜）17:00～
17:00～20:00
20:00
※第 4・5 火曜～15
火曜～15：
15：00
定休日/
定休日/第 1・2・3 火曜日
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寒くなってくるこれからの時期の練習時の服装
くなってくるこれからの時期の練習時の服装は、練
服装は、練
習義の上にジャージや上着
にジャージや上着を
上着を着たまま練習に参加
たまま練習に参加して
参加して
いただいて大丈夫
いて大丈夫です。クラブオリジナルのジャージ
丈夫です。クラブオリジナルのジャージ
台風接近中の 10 月 12 日。親子サッカーの時間には、さほど影響 いただ
を販売していますので、必要な方は
必要な方は揃
な方は揃えてくだ
えてください。
もなく、今月も白熱した試合となりました！先月
もなく、今月も白熱した試合となりました！先月に引き続き、クラ
先月に引き続き、クラ 等を販売していますので、必要
●寒い時期の服装について

ブＯＢの子たちも参加してくれ、活気のあるイベントとなりまし
ブＯＢの子たちも参加してくれ、活気のあるイベントとなりまし
た！今回は、隣のコートで選手コースの練習があったため、スタッ
フ勢は参加できず、（若干 1 名は乱入していましたが・・・）次回
こそはと闘志を燃やしているところです（笑）そして、
こそはと闘志を燃やしているところです（笑）そして、11
そして、11 月は皆
月は皆
様お待ちかねの「アバンカップ」が開催されます！各会場のプライ
様お待ちかねの「アバンカップ」が開催されます！各会場のプライ
ドのぶつかり合い！優勝の栄冠を勝ち取るためにも、クラブイベン
トで試合の感覚を磨
トで試合の感覚を磨いていき
試合の感覚を磨いていきましょう！次回は、お父さん、お母さ
いていきましょう！次回は、お父さん、お母さ
ん、お兄ちゃん、お姉ちゃん
ん、お兄ちゃん、お姉ちゃん、妹さん、弟さん
お兄ちゃん、お姉ちゃん、妹さん、弟さんと
、妹さん、弟さんとも一緒にサッカー
一緒にサッカー
を楽しめるように、いろいろなコートを準備し、ご家族で楽しめる
ようにしたいと思います！こうご期待！

練習時に持
練習時に持ってくる持
ってくる持ち物には必
には必ず「名前
ず「名前」を記
」を記入し
てくだ
てください。水筒
さい。水筒や
水筒やボールの忘
ールの忘れ物が多く、また名前
く、また名前
の記入がないものがよく見つかります。「物
「物を大切
を大切にす
る」という観点
る」という観点からも、自
観点からも、自分
からも、自分の持ち物へ名
物へ名前を記入す
るようご協力
るようご協力く
協力ください。
●忘れ物にご注意！

練習の欠席や、振替連絡、ご質問など、なんでもお気軽
にご相談下さい！

大人ｖｓ子供による「親子
大人ｖｓ子供による「親子対
親子対決」そして大人ｖｓ大人による
「ガチンコ対
チンコ対決」を開催します！みなさん、
決」を開催します！みなさん、サッカーでいい
を開催します！みなさん、サッカーでいい
汗流しまし
汗流しましょ
しましょう！ご家
う！ご家族
ご家族でのご参加お待ちしています！
でのご参加お待ちしています！

問題

めちゃ
めちゃくちゃ
くちゃ足が速い、自信
い、自信満
自信満々の國井コーチ
國井コーチが
コーチが言いました。
「ベッド
「ベッドから１０ｍ離
から１０ｍ離れたところに
ｍ離れたところに電
れたところに電気スタ
気スタンドがあるけ
があるけれど、僕
れど、僕はベ
ッドからスタ
からスタンドの電気を消
気を消しに行って、部屋
しに行って、部屋が
部屋が暗くならないうちに、
またベッド
またベッドに戻ってくることが出来
ってくることが出来る！」と。
そして、実際
そして、実際に成し
実際に成し遂
に成し遂げてしまいました！さて、その方法
げてしまいました！さて、その方法とは？
とは？

●開催日
11 月 9 日（日
日（日） １９：００～２１：００（２時間）
１９：００～２１：００（２時間）
●会 場 山形県総合運動公園
山形県総合運動公園 第２運動広場（人工芝Ｇ）
参加費 無料
参加資格 アバンに在籍する会員とご兄弟・姉妹、
お友達もＯＫ！
※参加申し込み不要！ お気軽にご参加ください！

この問題
この問題は、
問題は、「暗
「暗くならないうちに・・・
くならないうちに・・・」が
・・・」がポ
」がポイントですね
イントですね！暗く ●「コーチの美味しいぞ」から
コーチの美味しいぞ」から
ならない、逆
ならない、逆に「もともと明
に「もともと明るかったら」電気
るかったら」電気を
電気を消しても大丈夫
しても大丈夫で
丈夫で ・「モチ
「モチモチとした自家製面・・・」は間違い！
モチモチとした自家製面・・・」は間違い！
すね！そう！正解
！そう！正解は「
正解は「昼
は「昼間の明
間の明るいうちにならできる！」でした。 →正しくは「自家製麺」でした。
今回の応
今回の応募
の応募は 12 名！正解
名！正解者は
正解者は 8 名！その中
名！その中から抽
から抽選で選ばれた幸
選で選ばれた幸 気付いてくれた方には、
気付いてくれた方には、何か気が利いたものをプレゼントします。
いてくれた方には、何か気が利いたものをプレゼントします。
11 月号こそ間違いナシで行くぜ！もしあったらゴメンナサイ。
運の持ち主はコチラ！
会報誌の文章ミスを減らすため、
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を提供するために、か
わらばんの誤字、脱字、日付、数字の間違いを探し、見つ
けて報告した会員にコーチから「何か」をプレゼント！
※申込み方法
※申込み方法はメール申込みのみ。
※毎月開催します！
開催します！
※文章表現の悪さについてはご勘弁下さい。
同じ間違いの場合
間違いの場合は先着順
は先着順です。
着順です。
今回の
今回の問題は、
問題は、「あるもの」を探し出してもらいます！その「あるも ※同じ間違いの場
の」とは？
の」とは？お家の人と一緒
の人と一緒に見つけてみよう！

問題

日本のお金
のお金、「千円札
「千円札」の
千円札」の中
」の中には「
には「野口英世」
野口英世」の他に「ある動
の他に「ある動物
ある動物」が隠れ
ています。その動物
ています。その動物とは一体
とは一体何でしょ
何でしょう？
お金をよ～く見
をよ～く見て、見つけてください！お家の人と一緒に
てください！お家の人と一緒に探
お家の人と一緒に探してね
してね！

今回は、メチャクチャ難
チャクチャ難しいと思うので、正解
しいと思うので、正解者
正解者の中から抽
から抽選で選
選で選
ばれた２
ばれた２名には
名には特別商品をプレゼント！
特別商品をプレゼント！また、応
をプレゼント！また、応募
また、応募者全員にも
者全員にもアバ
ン特製バッチをプレゼント！みんなの
特製バッチをプレゼント！みんなの挑
ッチをプレゼント！みんなの挑戦、応募
戦、応募を待っています！
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