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アバンツァーレ Jr サッカークラブ 山形県山形市小白川町 2 丁目 10-19-101

TEL

0120-019-578

（月曜日～金曜日）

10 時～18 時まで

３月７日～８日に
３月７日～８日にチビリンピック東北大会
に出場してきました。東北６県、
に出場してきました。東北６県、各県の
６県、各県の大
各県の大
会優勝、準優勝チーム
会優勝、準優勝チームが
、準優勝チームが集まり、全国大会
への出場権をかけ
への出場権をかけ戦い
出場権をかけ戦いました！
戦いました！結果は
ました！結果はベス
結果はベス
ト 8。準々決勝はＰＫ戦にて
。準々決勝はＰＫ戦にて敗れて
ＰＫ戦にて敗れてしまい
敗れてしまい
ましたが、試合
ましたが、試合内
容的には互角以上の戦い
、試合内容的には互角以上の戦い
を繰り広げてくれました！選手たちの頑張
を繰り広げてくれました！選手たちの頑張
りは、これからの自信
りは、これからの自信となるでしょ
、これからの自信となるでしょう
となるでしょう！
会場にはサッカー元日本代表の北澤豪氏が
登場。なんと「アバンツァーレ」を知って
いてくれて、選手たちと気さくに話をして
くれました！お母さん方の「黄色い声援」
もなかなかでした！(^O^)
もなかなかでした！(^O^)笑
(^O^)笑
そして國井コーチのヘアースタイルは「北
澤」を意識しているとかしないとか。真相
澤」を意識しているとかしないとか。真相
は本人に直接聞いてみてください！笑
新年度、選手コース参加者を募集しております！選
手コースとは、日本サッカー協会に登録している『ア
バンツァーレ山形 SC』
SC』の選手として小学生年代の各
サッカー大会へ出場するためのコースです。選考基
準は「本人のやる気」
準は「本人のやる気」のみ
気」のみ！興味のある方
のみ！興味のある方は、まず
！興味のある方は、まず
体験生から練習に参加してください。また、選手コ
体験生から練習に参加してください。また、選手コ
ースの詳しい内容は
ースの詳しい内容は、別紙の「選手コースのご案内」
をご確認ください。もちろん、各会場のコーチ
をご確認ください。もちろん、各会場のコーチに直
各会場のコーチに直
接相談されても大丈夫です。お気軽にお問い合わせ
接相談されても大丈夫です。お気軽にお問い合わせ
ください！みんなの挑戦、待っています！
各会場のスクール練習で、コーチが気になっている、または
おススメしたい注目会員をご紹介します！第一号はコチラ！

ボールを奪うテクニックが高い俊輔
ボールを奪うテクニックが高い俊輔君
高い俊輔君！選手コースの子達
がひしめく天童会場で、その存在感を光らせています！
あこがれの選手は、本田圭介選手。ボールコントロール
あこがれの選手は、本田圭介選手。ボールコントロール
とシュートをこれから頑張りたいとの事でした！

今回は、
今回は、昼はランチで！夜は居酒屋で！何かと
は、昼はランチで！夜は居酒屋で！何かと
使い勝手のいい美味しいお店、滝山小学校の近
くにある「旬太」をご紹介します！
くにある「旬太」をご紹介します！おススメは
紹介します！おススメは
「味噌ラーメン」です。赤湯の「北京飯店」直
伝らしく、すごくおいしいです！そしてぜひ食
べてもらいたいもう一品が！それは「肉団子」
です！握りこぶしくらいの特大肉団子が６個！
基本は「甘酢あんかけ」で食べますが、裏メニ
ューの「塩肉団子」は絶品！是非食べてみてく
ださい！あまりの大きさに、
ださい！あまりの大きさに、食べきれない
あまりの大きさに、食べきれない場合
食べきれない場合
はお持ち帰りもできるのでご安心ください。笑
はお持ち帰りもできるのでご安心ください。笑
興味のある方は、是非ご賞味ください！

みなさんこんにちは。事務局の佐藤です。先日、長女が２年間通っ
た幼稚園を晴れて卒園しました。幼稚園でのようすはまったく知り
ませんでしたが、卒園アルバムを見る限りとても楽しそうな様子だ
ったので、無事に卒園で来て一安心といった感じです。４月からは 旬太 （しゅんた） 山形市小立 3-1313-22
長女が小学校に入学するとともに、次女も世入れ替わりで幼稚園に TEL 023023-624624-3434
入園します。しっかり者の長女に比べると下の子はのんびり屋さん
11：
：
30〜
〜
15：
：00／17:00～
11
30
15
17:00～24:00
でマイペースなので、とても心配です。幼稚園生活で少しは成長し
定休日/
定休日/水曜日
てくれるといいのですが・・・。
E メール avanavan-yamagata@star.ocn.ne.jp
yamagata@star.ocn.ne.jp
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3 月 22 日に恒例
日に恒例の
恒例の親子サッカー大会を開催しました！今回
子サッカー大会を開催しました！今回は
今回は、
アバンツァーレカップ直前
アバンツァーレカップ直前＆６年生のクラ
＆６年生のクラブ
クラブ卒業直
卒業直前の記念
の記念大
会として実施
会として実施しました！
実施しました！記
しました！記念大会でも、
大会でも、いつもの通
いつもの通りお世話
りお世話にな
世話にな
っている会場
っている会場清掃
会場清掃からス
清掃からスタ
からスタート。
ート。慣れ親しんだコートを一生
しんだコートを一生懸命
コートを一生懸命
掃除する
掃除する６年生の
する６年生の姿
６年生の姿に、様々な思いがこみ
いがこみ上げ
こみ上げてきました。
上げてきました。ジ
てきました。ジー
ンとしちゃ
ンとしちゃったこととは
ったこととは関係
こととは関係なく、
関係なく、試合は
なく、試合はガ
試合はガチンコそのもの！大
チンコそのもの！大
人も子供も、
人も子供も、本来の姿である「
である「サッカーを楽しむ
サッカーを楽しむ」ことができま
した！
した！この調
この調子でアバン
子でアバン杯
アバン杯もがんばってくださいね
もがんばってくださいね！
新しく３
新しく３年生になる会員の皆様は、参加クラスが変更
年生になる会員の皆様は、参加クラスが変更になります。
変更になります。４
になります。４
月からは各会場の「高学年クラス」への練習参加をお願
月からは各会場の「高学年クラス」への練習参加をお願いします。高
学年クラスは、会場によって２
学年クラスは、会場によって２コース準備
コース準備している場合もありますの
で、ご希望
で、ご希望・ご
希望・ご都
・ご都合に合わせて参加時
合に合わせて参加時間帯を決めてください。その他
を決めてください。その他
ご不明な
不明な点がござ
がございましたら、会場の担当
会場の担当コーチまでご相談ください。
担当コーチまでご相談ください。

２０１５年度のスタート！モンテディオ山形もＪ1
２０１５年度のスタート！モンテディオ山形もＪ1 での戦
いがスタートしています！アバンツァーレも節目となる４
月を、スポーツで汗を流し、爽やかにスタートできるように

当クラブ
クラブでは毎年３
では毎年３月に、消防隊
月に、消防隊員の方を
消防隊員の方を講師
員の方を講師に
講師に招き「救急救命講
き「救急救命講
習」を全
習」を全スタッフで受講しています。
受講しています。救命救
しています。救命救急
救命救急方法は毎年変化
方法は毎年変化して
変化して
います！緊急時
います！緊急時の「
をつなぎとめる鎖
とめる鎖」になり「
」になり「命を守る」とい
緊急時の「命
の「命をつなぎ
う責任が
責任が私たちにはあります。一緒
たちにはあります。一緒に活動する子供たちはもちろ
活動する子供たちはもちろ
ん、緊急
ん、緊急事
緊急事態が発生した時
生した時に、「命
「命を守る」という
る」という責任を
責任を果たせる
ように準備
ように準備しています。私
しています。私たちのできる事は少
たちのできる事は少ないのかもしれませ
んが、できる事を全力
んが、できる事を全力で
全力でやっていきたいと
やっていきたいと思
いきたいと思います。

イベントを開催します！恒例の親子サッカー大会！コーチ
達もコンディションを整え参戦します！
●開催日
４月１２日（日） 15：
15：00～
00～17：
17：00（
00（2 時間程度
時間程度）
程度）
●会

場

天童市

フットサルコート

クラッキ（屋内）

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。

「アバ～ンクイズ」
アバ～ンクイズ」の記事から
の記事から
・「なぜの答えに・・・」
「なぜの答えに・・・」間違い！
正しくは「なぜそのような答えに・・・」です。
●「アバンカップ案内」から
・試合組合せ 順位決定戦 A3 位 VS C1 位 は間違い
正しくは A3 位 vs C3
C3 位 です。
●「アバンカップ
アバンカップ」の
」の記事です。
記事です。
●「
アバンカップ
」の
：下記のルールにそった場合、●
記のルールにそった場合、●に入る文字は何でしょ
る文字は何でしょう？
・
「低学園、高学園
低学園、高学園」間違い！
」間違い！
「
低学園、高学園
①柿 ＝ 傘 ②星 ＝ 端 ③足 ＝ 飯 ④西 ＝ ●
正しくは、「低学年、高学年
「低学年、高学年」です
低学年、高学年」です。
」です。
●「かわらばん間違い探し
●「かわらばん間違い探し」の記事から
かわらばん間違い探し」の記事から
ヒントの「ひらがなにする」でほ
ントの「ひらがなにする」でほとんど
とんどの方が分
の方が分かってしまったよ ・「特製刊バッチと・・・
・「特製刊バッチと・・・」
特製刊バッチと・・・」 は間違い！
うです！ヒ
うです！ヒントの出し方を失敗
ントの出し方を失敗してしまいました！
失敗してしまいました！（
してしまいました！（笑）
正しくは「特製缶バッチ
正しくは「特製缶バッチ」
特製缶バッチ」です。
かき→
と、左
左の文字から「棒
かき→かさ ほし→はし あし→
あし→めし と、
の文字から「棒」が 真っ先に気付いてくれた
気付いてくれた、
気付いてくれた、井上光士くん、
井上光士くん、柴田
くん、柴田一心くん、
柴田一心くん、
一本無
一本無くなって右
くなって右の文字になっています。したがって答えは・・・
の文字になっています。したがって答えは・・・ 設っ先に
楽
旦
陽
くん、柏倉
柏倉美
美
結
ち
ゃ
ん
には、何か気が利
利いたもの
くん、
柏倉
には、何か気が
「にし→
「にし→こし」 となります
をプレゼントします。お楽しみに～！
お楽しみに～！
をプレゼントします。
応募総数４０件！そして
４０件！そして全
！そして全員正解
員正解！簡単でした
簡単でしたね
でしたね。悔しい・・・。
正解者にはコーチからプレゼントを渡
者にはコーチからプレゼントを渡します。お楽しみに！
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
今回のアバ～ンクイズ
今回のアバ～ンクイズは「
のアバ～ンクイズは「新年度
は「新年度突入
新年度突入記
突入記念！」として激ム
！」として激ムズ問
激ムズ問題
ズ問題を けて報告した会員にコーチから「何か」をプレゼント！
用意しました！
用意しました！前
しました！前回ヒントで失敗
ントで失敗しただけに、今回は
失敗しただけに、今回はノ
しただけに、今回はノーヒント！
ント！ ※申込み方法はメール申込みのみ。
※毎月開催します！
この難
この難問を解
問を解くことができるかな？
くことができるかな？
※
文章表現の悪さについてはご勘弁下さい。
問題：下
題：下のアルフ
のアルファベッドはある法則
はある法則にしたがって正しく並
にしたがって正しく並んでい ※同じ間違いの場合は先着順です。
です。
※同じ間違いの場合は先着順
ます。■
ます。■に入るアルフ
るアルファベッドは何でしょ
何でしょうか？
ＤＲＭＦ■ＲＳＤ・・・・・
ＤＲＭＦ■ＲＳＤ・・・・・
前回の復讐
回の復讐と
復讐と言わんばかりの、嫌
わんばかりの、嫌がらせ的
がらせ的な難問を準備
問を準備しました！
しかもヒ
しかもヒント無
ント無し！頭
し！頭をフル回転
ル回転させて挑戦してくださいね
させて挑戦してくださいね！も
ちろん保護
ちろん保護者の皆様もご協
保護者の皆様もご協力
者の皆様もご協力ください！皆様の応
ください！皆様の応募、待ってます！
募、待ってます！
●

問題

ヒント：まずは「漢字をひらがなに変える」ことが重要！

E メール avan-yamagata@star.ocn.ne.jp

