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11 月 21 日クラブイベントを実施
しました！
！23 日は勤労感謝の日と
しました
いう事で、子供たちは、日頃お仕事
を頑張っている保護者の皆さまへ
「感謝の気持ち」を込め、全力でサ
ッカーをしました！保護者の皆
様！子供たちの成長を感じていた
だけましたでしょうか？今後とも
皆様のご協力のもと、楽しいイベン
トにしていきたいと思います！
E メール avan-yamagata@star.ocn.ne.jp

12 月 25 日は「クリスマス」という事で、お祭りムードに
便乗してクラブイベントも「クリスマスカップ」を開催しま
す！日頃の感謝の気持ちを込めて、クラブからささやかなク
リスマスプレゼントも準備しました！また、シュートスピー
ドコンテストも開予定！パワフルなキックのスピードを計測
しちゃいます！ご参加楽しみにお待ちしています！
●開催日
12 月 23 日（祝・水）
日（祝・水）13：
13：00～
00～16：
16：00（
00（3 時間程度
時間程度）
程度）
●会 場 天童市 クラッキ（天童火曜日会場）
クラッキ（天童火曜日会場）
※日新製薬の向かい側です！
※日新製薬の向かい側です！
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！
※試合前に会場清掃活動を行います。ご協力お願いします。
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みなさんこんにちは。事務局の佐藤です。
先日、長女の七五三祝いの祈祷に行ってきました。
当日は天気も腫れて、暖かい１日となりました。娘
の写真を撮りながら、３歳のお祝いをしてから４年
が経つんだなぁ・・・と感慨に浸っていましたが、い
くら思い出そうとしても、下の子の３歳のお祝いを思
い出すことができない・・・。もしや下の子だけ３歳
のお祝いをしわすれているのでは・・・と思い、恐る
恐る妻に聞いてみると、どうやら私が参加していないだけで、行事としては
恐る妻に聞いてみると、どうやら私が参加していないだけで、行事としては
ちゃんとやったとのことで一安心。２年後の７歳のお祝いには参加する！と
下の子に約束をしたものの、約束が守られるかどうかは２年後のお楽しみ。

期間限定で実施していた「お
で実施していた「お友達・ご家族紹介キャンペーン」でした
ーン」でした
が、皆様からの延長の要望を多々受け取りました。そこで、２０１５年１２
月いっぱいまでの期
いまでの期間限定で、キャンペーンを延長・復活させたいと思いま
す！もち
す！もちろん、人気だった「オリジナルＴシャツプレゼント」も継続して実
施することが決定しました！現品限り・なくなったら終わりの限定品！この
機会に、お友達をアバンに誘って、ぜひゲットしてみてください！保護者の
皆様、もしサッカーを始めたいお友達やご家族がいらっしゃいましたら、ぜ
ひお声がけ下さいますよう、よろしくお願いします！ スタッフ一同より
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最近、めっきり寒くなってきましたね。寒い時こ
そ食べたくなるのが「ラーメン」ですよね！(
そ食べたくなるのが「ラーメン」ですよね！(笑)
今回は、この時期にぴったりのピリ辛ラーメンを
ご紹介します！山形市元木にある「北京亭」の「ニ
ラレバラーメン」です！はっきり言って「辛い！」
だけど美味い！そもそも、ニラレバとラーメンが
ベストマッチした逸品です！かなり辛いので、苦
手な方は、辛さ半分の「半辛」をお勧めします！
興味のある方、辛い食べ物が得意な方は、ぜひ食
興味のある方、辛い食べ物が得意な方は、ぜひ食
べてみてください！美味しいものを食べて、風に
負けずに頑張りましょう！

北京亭

山形市元木
山形市元木 1-1010-57
TEL 023023-623623-3760
11:
11:30～
30～14:00
4:00
17:30
7:30～
30～21:
21:00
定休日/木曜日
「かけたり、たったり、つぶしたり・・・」
したり・・・」この言
葉に当てはまるものは・・・そう、「時間」です！大
切な時間は決して戻ることはありません。１日、１
分、１秒を大切にしていきたいですね。応募数 14
件！正解は 14 名全員！正解者から抽選で５名に「と
っておきの何か」をプレゼントします！
★当選者★
・高橋洋多くん ・鏡 由志くん ・小川輝眞くん
・荒井斗希くん ・奥山来夢ちゃん

JFA（日本サッカー協会）は、
JFA（日本サッカー協会）は、10
（日本サッカー協会）は、10 歳以下の年齢層を「キッズ」と称し、こ
の年代におけるサッカーの普及を図ることに力を注いでいます。このフェス
ティバルは、2002FIFA
ティバルは、2002FIFA ワールドカップ TM 記念事業として、幼児年代から
のサッカーの普及促進を主目的として開催するものです。また、これまでサ
ッカーに親しんだことが無い幼児も含めて、より多くの子供達がボールを蹴
る楽しみを身近に味わえる機会を提供することを目的として毎年開催されて
いるサッカーのイベントです。
このイベントに、アバンツァーレもチームエントリーし、試合へ出場します。
試合出場に当たり、参加メンバーを募集しています。参加したい方は下記の
内容をご確認の上、土井コーチまでご連絡ください！アバン会員以外のお友
達を誘ってもＯＫ！ぜひ皆さん、ご参加ください！

日 程 平成２７年１２月５日（土） 午前・Ｕ６（就学前の園児対象）,
平成２７年１２月５日（土） 午後・Ｕ８（小学 1，2 年生対象）
平成２７年１２月６日（日） 一日・Ｕ９（小学 3 年生以下対象）
会 場 山形市球技場（山形市薬師町）
参加料 無料
E メール avan-yamagata@star.ocn.ne.jp

問題：
問題：お酒は 20 歳になってから飲めます。
選挙権は法改正がされ
法改正がされ 18 歳から。では、自
選挙権は
動車は何歳から乗れるでしょうか？
今回は、正解者の中から抽選で５名に「黄金バッチ」
をプレゼントします！保護者の皆さんの協力も
OK！ぜひご家族で考えてみてください！くさんの
OK！ぜひご家族で考えてみてください！くさんの
方からの応募をお待ちしています！どしどしご応
募くださ～い！

