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月曜日～金曜日／10 時～19
時～19 時まで）
時まで）

日頃から私たちアバンツァーレ Jr サッカークラブの活動にご賛同・ご協力いただきま
して本当にありがとうございます。当クラブは、日頃の活動を通して子供たちの人間
性の育成、サッカーの技術向上に努めてまいりました。２０１８年新年度に向け、ア
性の育成、サッカーの技術向上に努めてまいりました。２０１８年新年度に向け、ア
バンツァーレの
バンツァーレの年間活動コンセプト
年間活動コンセプト２０１８年度バージョン
活動コンセプト２０１８年度バージョンを
２０１８年度バージョンを宣言させていただきま
す！活動の趣旨がより明確になることで、
在籍する子供たちが
す！活動の趣旨がより明確になることで、
在籍する子供たちが更に
子供たちが更に成長できるように、
更に成長できるように、
保護者の皆様もわかりやすく、応援できるサッカー
保護者の皆様もわかりやすく、応援できるサッカークラブ
すく、応援できるサッカークラブとなること
クラブとなることを
となることを目的としてい
ます。皆様にぜひご確認いただき、クラブの活動をご理解いただければと思います。

～昨年１年間の練習で感じた事～

～できるようになる喜びと自信！～

昨年は、Thinking
昨年は、Thinking Play（考えて行動する）を年間のコンセプトに掲
Play（考えて行動する）を年間のコンセプトに掲

「できなかったこと」が「できる」ようになった時の喜びは、子ど

げ、活動してまいりました。状況を把握して考え、行動に移せるよう

もはもちろん、大人でもうれしいモノです。
「知っている！」とい

に！と子供たちに指導してきましたが、どんどん成長する子と、なか

うこともワクワクしちゃいますよね。例えば、一度旅行などで行っ

なか伸び悩んでしまう子に分かれてしまいました。その原因は・・・
なか伸び悩んでしまう子に分かれてしまいました。その原因は・・・

たことのある場所がテレビなどで映ると、ちょっとワクワクしませ

「理解力」でした。伸び悩んでしまった子は理解力がないということ

んか？そのワクワクをアバンの練習を通じて味わってもらえるよ
んか？そのワクワクをアバンの練習を通じて味わってもらえるよ

ではありません。一言でいうなら『知らない事が多い』ということで

うに、２０１８年度は指導

す。反対にどんどん成長していく子は、練習していると『やり方をわ

させていただきたいと思い

かってるなー』と感心するシーンが数多くありました。

ます。サッカーを通じて、
１つでも多くの事ができる
ように、１つでも多くの知
識をつけられるように、子
供たちが理解できるように
活動していきます！

楽しく成長する活動にするために
～『月末の試合の日』と『人間性形成』～
『月末の試合の日』と『人間性形成』～
楽しく成長するために必要な事は「技術指導」だけでは足りません。
サッカーにはルールがあり、チームの仲間がいて、対戦する相手がい
ます。どれか１つでも欠けてしまったらサッカーにはなりません。ア
ます。どれか１つでも欠けてしまったらサッカーにはなりません。ア

4 月からのクラブの新しい
月からのクラブの新しい取り組みです。
新しい取り組みです。サッカー
取り組みです。サッカーを楽しめ
サッカーを楽しめ
るように、そして１つでも多くの事を理解でき、できること
るように、そして１つでも多くの事を理解でき、できること
が増えるように、
が増えるように、子供たちに指導してまいります。
子供たちに指導してまいります。アバンツ
指導してまいります。アバンツ
ァーレの活動で何かお気づきの点がございましたら、なんで
もお気軽にご相談ください。今後とも宜しくお願い致します。
もお気軽にご相談ください。今後とも宜しくお願い致します。

バンでは毎月最後の練習は「試合の日」と決めています。練習したこ
とを発揮することはもちろんですが、
試合というコミュ二ティーの中で「人
間性の育成」をしたい！という思いが
あります。多少の揉め事もありますが、
子供たちが主体となって解決する
子供たちが主体となって解決するから
って解決するから
こそ様々な学びがあると考えています。
こそ様々な学びがあると考えています。

３/11（土）～
/11（土）～12
（土）～12（日）にバーモントカップフットサル大会山形地区予
12（日）にバーモントカップフットサル大会山形地区予
選が開催され、アバンツァーレ山形 SC は予選を通過！６月に行われる
山形県大会へ出場することが決まりました！2016
山形県大会へ出場することが決まりました！2016 年度は、県大会を優
勝し、全国大会へ出場しましたが、今大会は先輩たちが残したスゴイ成
績を超えられるように選手たちには頑張ってほしいです！まだまだレベ
ルアップをしなくてはならない所もたくさんありましたが、県大会に向
け更に飛躍できるように！皆様、応援を宜しくお願いします！

３月 24 日（土）にアバンツァーレカップを
開催しました！今回の大会は
今回の大会はクラブ史上
開催しました！
今回の大会はクラブ史上初
クラブ史上初
の試みになる高学年のみでのサッカー大
会！年下の学年の子たちに気を配ってくれ
る「優しいお兄さん・優しいお姉さん」の表
情が一変！真剣に勝利を目指す鋭い目つき
での試合となりました（笑）。試合内容は白
。試合内容は白
熱の一言！あと数日で中学生に上がる６年
生のプレーはパワフルで、技術も高く、一緒
に試合をしていた５年生の子供たちにとっ
てすごく刺激のあるものになったと思いま
す！６年生の皆さんが卒業するのは、嬉しい
半面、寂しい気持ちもありますが、中学とい
う新たなステージで更なる成長を遂げるこ
とを、コーチたち一同期待しています！そし
て素晴らしい先輩たちの背中を超えられる
ように、５年生の皆さんがんばりましょう！
アバンツァーレカップの詳細は、3/31
アバンツァーレカップの詳細は、3/31（土）
3/31（土）
に開催される「幼児～２年生の部」と「３～
４年生の部」の内容を掲載して「かわらばん
４年生の部」の内容を掲載して「かわらばん
号外」として皆様へ配布いたします！希望の
として皆様へ配布いたします！希望の
方は、大会の写真等も購入できるようになっ
ておりますので、楽しみにお待ちください！

アバンツァーレ Jr サッカークラブ
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昨年からアバンツァーレの指導をしてくれていた、コー
昨年からアバンツァーレの指導をしてくれていた、コーチが３
コーチが３
月末でアバンツァーレ Jr サッカークラブを退団いたしま
サッカークラブを退団いたしますの
を退団いたしますの
で、改めてご案内させ獲て頂きます。

01200120-019019-578

（月曜日～金曜日）
（月曜日～金曜日）
10 時～19
時～19 時まで

２０１8
０１8 年３月よりクラブに強力
３月よりクラブに強力なス
強力なスタ
なスタッフが新加入しました！
遠く沖縄から
沖縄から海
から海を渡ってや
ってやってきた、
ってきた、素晴らしいサッカーコーチで
す！アバンツァーレの新たな
す！アバンツァーレの新たな歴
アバンツァーレの新たな歴史を一緒に作
史を一緒に作っていきましょう！
玉 那 覇
慎 吾 ○プレー歴
プレー歴
・中学生～社
中学生～社会人 ２４年
○資格
・JFA 公認 C 級ライセ
ライセンス
・JFA 公認３
公認３級サッカー審判
サッカー審判
・JFA 公認３
公認３級フットサル審判
フットサル審判
○指導歴
・沖縄北部トレ
沖縄北部トレセ
部トレセン（選抜
ン（選抜チーム
チーム）
・FC ヴォルテ
ヴォルティ
ルティーダ沖縄 コーチ
・指導歴１
・指導歴１５年
導歴１５年

( たまなは

しんご )

みなさん初め
みなさん初めまして。新しくコーチをすることに
まして。新しくコーチをすることになりました、
新しくコーチをすることになりました、玉
なりました、玉
那覇真
那覇真悟（３６）といいます。しんごコーチと
（３６）といいます。しんごコーチと呼
しんごコーチと呼んでください！
昨年の４月に沖縄
の４月に沖縄からアバンツァーレに
沖縄からアバンツァーレに来
からアバンツァーレに来ました。１
ました。１年間はアバ
ンツァーレで指導
ンツァーレで指導をして、今年度から山形でサッカーコーチとし
て指導
て指導します。宮城
します。宮城県で初
宮城県で初め
県で初めての冬
ての冬を越しましたが、雪
しましたが、雪国山形で
の活動に少しビビってます（笑）
活動に少しビビってます（笑）。先日東根
。先日東根の「あそ
東根の「あそび
の「あそびあらんど」
で人生初のそり滑
生初のそり滑りをしました！結果
りをしました！結果は大転
結果は大転倒
は大転倒しちゃ
しちゃいました。
こんな私
こんな私ではありますが、皆さんと楽しいことも、
ではありますが、皆さんと楽しいことも、辛
皆さんと楽しいことも、辛いことも一
緒に経験
緒に経験していき少しでもお
経験していき少しでもお役
していき少しでもお役にたてるようにや
にたてるようにやっていきますの
で、これから
で、これからどう
これからどうぞ
どうぞよろしくお願いいたし
しくお願いいたしします。
いたしします。

２０１8
０１8 年度がいよいよスタ
年度がいよいよスタート！今回のクラブイベントは屋
ート！今回のクラブイベントは屋外の人工芝ピ
外の人工芝ピッチ
人工芝ピッチ
にてサッカー大会を開催します！春
にてサッカー大会を開催します！春の風に誘われて、外で思いっきりサッカーを
楽しみませんか？
楽しみませんか？子供に負
子供に負けずコーチ陣
コーチ陣も参戦
も参戦予定です！また、このイベントは
「皆様にサッカーを楽しんでもらう！」をコンセ
「皆様にサッカーを楽しんでもらう！」をコンセプトにしています。お父
プトにしています。お父さんは
もちろ
もちろん、お母
ん、お母さんや
さんや、ご兄弟
、ご兄弟姉妹、お友達、サッカー初心
姉妹、お友達、サッカー初心者の方でも参加可能
者の方でも参加可能
です！みんなで思いっきりサッカーを楽しんでください！皆様のご参加お待ちし
ています！
●開催日 4 月 22 日（日）
日（日）18：
18：00～
00～19：
19：00（
00（1 時間程度）
●会

場 山形市 山形市球技場（護国神社の裏手側）

●参加費 無料
●参加資格

アバン会員とご兄妹、お友達の参加もＯＫ！
※参加申
参加申し込み不要！お気
不要！お気軽
！お気軽にご参加ください！

※イベント前に、「リーダーシップ教育」の観点から利用する会場と
その周辺の清掃活動を行います。 ご理解の上、ご協力お願いします。

アバンツァーレでは送迎サービス
アバンツァーレでは送迎サービスを行っております
送迎サービスを行っております。専属の運転手さんによるクラブの
を行っております。専属の運転手さんによるクラブの
車両を使用し、バスのように送
車両を使用し、バスのように送迎ルートを設定し
、バスのように送迎ルートを設定した送迎サービスです
迎ルートを設定した送迎サービスです。
た送迎サービスです。「仕事などの関
係でどうしても送迎ができない」という保護者の皆様。クラブとして少しでもサポート
させて頂きたいと考えております。下記までご相談ください。

問合せ 山形地区統括 垂 石 竜 志 TEL 080-1811-7961
メールアドレス avan-yamagata@star.ocn.ne.jp

3/10（
10（土）に山形市野球場屋内練習場
）に山形市野球場屋内練習場にて
山形市野球場屋内練習場にてクラブ
にてクラブ
イベントを開催しました！
イベントを開催しました！今回
を開催しました！今回は試合の合間に
今回は試合の合間にア
は試合の合間にア
バン PK を行い成功者にはサッカーグッツをプレ
ゼントするイベントを行いました！ご両親と弟の
家族全員で参加してくれた会員、また、６年生の
選手ｖｓお父さんのマッチアップも白熱していま
した！新しい人工芝のコートで皆さん気持ちよく
汗をかいてくれた様で本当によかったです！参加
汗をかいてくれた様で本当によかったです！参加
してくれた皆様、特に保護者の皆
してくれた皆様、特に保護者の皆様
保護者の皆様、大変お疲れ
様でした！
様でした！このクラブイベントは、アバンの会員
以外でも参加できるお楽しみ企画です。皆様お気
軽にご参加ください！
軽にご参加ください！来月
い！来月の
来月のクラブイベント
クラブイベントも
イベントも皆
様の参加をお待ちしております！
様の参加をお待ちしております！

