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『新宿チャレスポ』は、新宿区内初の総合型地域スポーツ文化クラブです。

平成２６年４月号 発行 新宿チャレンジスポーツ文化クラブ

発行責任者     会長 御所窪 和子

   
  
 
 
 
 

 

２０１４年度 

入学・進級おめでとうございます！！ 
今年も穏やかな春の日を迎え、新入学、新学年の季節を子供たちのにぎやかな声で実感できる日々

となりました。総合型クラブ新宿チャレスポでは、昨年度からさらに種目も増え、皆様の健康と、ス

ポーツを通じたコミュニケーションのために陰ながら尽力させていただきたいと思っております。 

挟み込みの入会のご案内をご確認のうえ、裏面の入会申込書に会費を添えて、お気に入りの専門部

に直接お申し込みください。体験入部も可能です。 

各専門部の充実したスタッフが、皆様のお越しを心よりお待ちしております。 

 
2/23（日）チャレスポカップ  

第１８回ドッジボール大会！ 
（この事業は、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団が支援しています。） 

2 月 23 日日曜日、新宿中、天神小の２会場にて第 18

回新宿チャレスポカップドッジボール大会が、東京都

スポーツ文化事業団の支援により「都民参加事業」と

して開催されました。午前は、小学 1、2年生の 4チー

ム、天神ファイヤー、余丁町ファイターズ１組、２組

スーパー仲之ブラーザーズ、の戦いで、３連勝したス

パー仲之ブラーザーズの優勝でした。 

午後はまず 3年生 4チーム、ファルコン竹早、竹早

ブラックサンダーズ、竹早ホワイトサンダーズ、富久

ドラゴンネオの戦いで、富久ドラゴンネオが３連勝で

優勝でした。 

4 年生以上は牛市サンダードラゴン、みんなでダン

ス、㈱佐藤組、余丁町小、天神ファイターズの５チー

ムの戦いで、牛市サンダードラゴンが３勝１分で優勝

しました。最後に大人混合全体ゲームも行い、参加者

全員で楽しみました。 

又エキシビジョンで、みんなでダンスのダンスパフ

ォーマーもとても素晴らしく拍手喝さいを浴びました。

以下は参加したみんなでダンスのＮちゃんの大会参加

のコメントです。 

“みんなでダンスチームは練習していなかったんですけど、１回勝てました。私のチームに応援で入

ってくれた女の子も頑張ってくれて、勝てたときは本当に嬉しかったです。泣きそうになりました。” 

《若松地域スポーツ文化協議会事業》 

新宿チャレスポだより 
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3/23（日）チャレスポミニフェスタ 開催報告 

先月号で紹介した総合芸術高校でのチャレスポミニフェスタが 3/23 日曜日 9：00-17：00 で開催されま

した。開催種目と各参加者は下記のとおりでした。（指導者、運営スタッフは除いています。） 

テニス：小人＝８人、大人＝２６人、計３４人 

グラウンドゴルフ：小人＝４人、大人＝２０人、計２４人 

ノルディックウォーキング：小人＝４人、 大人＝６人、計１０人 

タグラグビー：小人＝１７人、大人＝１４人、計３１人 

フットサル：大人＝１５人、計１５人 

合計 小人＝３３人、大人＝８１人、総計１１４人 

天気も良く、沢山の人に参加いただきありがとうございました。又、

初めてチャレスポに参加いただいた方や、今まで一つの専門部にしかい

ったことがなかった方がいくつかの活動を体験されたりと、狙い通りの

イベントともなりました。ご参加された皆様及び、運営をお手伝いいた

だいた皆様、改めまして厚く御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パドルテニス「第 3 回中野区⻑杯ジュニア⼤会」で好成績 
ジュニアＢ：優勝、準優勝、ジュニアＡ：３位 

 
平成 26年 2月 23日に新宿チャレスポパドル

テニス参加メンバーが中野パドルテニス連盟

の主催する大会の「第 3回中野区長杯パドルテ

ニス・ジュニア大会」に参加してジュニア Bで

優勝と準優勝、ジュニア Aで 3位と普段の練習

の成果を発揮できました。 

中野パドルテニス連盟はジュニア育成のた

めに新宿のジュニアも参加できるように配慮

していただいており、本当にありがたく思い、

感謝の気持ちでいっぱいです。 

大会は4ゲーム先取のリーグ戦で第一組では

新宿ジュニアのＹ兄弟組が決勝トーナメント

に進み、第二組で決勝トーナメントに勝ち上が

ってきたＳ+Ｋ組と新宿ジュニア同士の決勝と

なりました。 

その結果はＹ兄弟組が優勝、Ｓ+Ｋ組が準優

勝という結果になりました。両組の 4名はメダ

ルを首からかけてもらい、日ごろの練習の成果

を発揮した喜びに満ち溢れた笑顔を振りまい

ていました。 

 

 

 

 

 

 

 

ジュニア Aは唯一 Aクラスに参加したＫ+Ｓ組

が惜しくも決勝には進めなかったものの3位決

定戦を勝ち、見事 3位になりました。 

豊島区メンバーとペアを組んだＴは 3位決

定戦で敗れ 4位となりました。 

今後とも、小さな子供や年配者（98 歳の現

役がいる）や長年スポーツから離れていた人た

ちに、バトミントンのコートより少し大きいだ

けのコートで行う室内スポーツで、無理なく、

程よい運動量で夏冬関係なく快適に運動が出

来るパドルテニスを、もっと知っていただき、

たくさんの人を楽しませるよう普及活動に邁

進しようと思います。
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【みんなでダンス】 

3/8土 東戸山小学校で、みんなでダンス開催

しました。以下はＹＵＫＩちゃんからのレポー

トです。 

“みんなでダンス"の名の通り、いろいろな年

代の子供達が仲良く踊っている姿がとても微笑

ましかったです。先生のご指導のもと、鏡を見

ながら 2曲を元気に踊りました。振り付けがわ

からない子には、優しく教えてあげる姿があち

こちで見られました。外はまだまだ寒かったで

すが、ダンスを踊った後は、皆、いい汗をかい

ていました。“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【フットサル】 

3月 16 日日曜日、うららかな春の陽気を感じ

ながら、広報支援第 3弾ということで、今回は

フットサルにお邪魔しました。2月は大雪で中

止、1月はあまりの寒さに子供も集まらずと、

危機的な情報を耳にしていたので、運営スタッ

フも気合を入れて声がけ。また今回より芸術高

校は大人中心の活動にするという新企画でもあ

り、全員で大人 17名+子供 2名、3チームで 2時

間以上の試合を回すという充実したメニューと

なりました。 

参加者は、そういう事情で、全員が知り合い

ということでもなく、サッカーだけ来ていた人。

友人の友人など、まさにサッカー・フットサル

が好きというだけで集合した方々でしたが、初め

てとは思えない素晴らしいチームワークでした。 

写真 1枚目、集合写真でこの何とも男っぽい

雰囲気感じてください。 

 

 

 

 

 

 

 

そういえば、前 2回みんなでダンスと、親子

バレーの女子率の高さから比べると、まさに天

国と地獄のような差。写真 2枚目大人の奮闘シ

ーン。写真 3枚目は子供 2名含む試合風景。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子供対応はスタッフＴさんつきっきりで対応し

ていました。今回は大人中心の開催ではありま

したが、さすがの面倒見のよさ。もしお母様も

一緒ならもちろんお相手していただけると思い

ます。とりあえず、4月以降は第2日曜日の13：

30-15：30は必ず大人中心で開催します。参加料

500円ですが、たっぷりゲームは楽しめますよ。

本日は3チームだったので1コートでしたが、広

さ的には2コート可能、ゴールも2コート分あり

ますので、たくさん来てもかなりの収容は可能

です。

新宿チャレスポ活動ＦＬＡＳＨ！！
！！

ここでお知らせです。 
4/26（土）13：40 開場、

開演 14：00-牛込箪笥区

民ホールにてチャレス

ポダンスチーム含むフ

ァミリーコンサートを

開催します。入場は無料

ですが整理券が必要で

す。右チラシとあわせて

ＨＰ確認ください 
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新年度新規会員大募集中です！！ 
各専門部に参加するには、チャレスポの会員になる必要があります。（年会費：大人 1000 円、小学生～高校生 500 円） 

日程は学校行事等で変更になる場合があります。詳しくは事務局までお問い合わせください。 

 問い合わせ先  新宿チャレンジスポーツ文化クラブ 事務局 
ＴＥＬ：０９０－４２２６－１３３９ ＦＡＸ：０３－３３５３－４３５２ 

ＵＲＬ：http://www.challespo.net メールアドレス:info@challespo.net 

事業名

参加費／回（会員）

12,19

(土）

3,10,17

(土）
4,18（日） 8,22（木）

9：00-

12：00

9：00-

12：00

9：00-

12：00

18：30-

21：00

天神小 天神小

13（日） 26（土） 27（日）
3,10,17

,24(土）
１０（土） 11（日） 25（日） 31（土）

14：00-

16：00

9：00-

12：00

14:00-

16:00

9：00-

12：00

13：30-

15：00

14：00-

16：00

14:00-

16:00

9：00-

12：00

富久小 余丁町小 芸術高校 天神小
ここ・から

広場
富久小 芸術高校 余丁町小

3（土）

小学生 —

中学生

以上
—

高校生以上
18：30-

20：45

6（日） 12,26（土） 24（土）

小人
9：00-

12：00
なし なし

大人
13：00-

17：00

18：00-

21：00

18：00-

21：00

富久小 戸山高校 戸山高校

13(日） 11(日）

13：30-

15：30

13：30-

15：30

芸術高校

（個人）

芸術高校

（個人）

13（火）

9：30

-11：45

ここから

広場

26(土）：ファミリーコンサート

牛込箪笥区民ホール

（入場無料/要整理券）

10,17,24,31（土）

15：30-17：00

17：15-19：00

19：30-20：45

11,25（日）3,17,31（土）

9：00-12：00

13：00-17：00

10：00-12：00

富久小

（個人）

12,26（土）

13:00-15:00

18：00-21：00

戸山高校

5,19(土）

9：30-11：00

12,26(土） 27（日）

9：45-12：00 9：45-12：00

ここから

広場
芸術高校

戸山公園 富久さくら公園

富久小

13,27（日）

10：00-12：00

12：00-17：00

芸術高校

12,26（土）

18：30-20：45 19：30-20：45

新宿中

9,16,23,30（水） 13,27（日）

18：00-19：30 9：00-12：00

5、12（土） 19,26（土）

— 15：30-17：00

— 17：15-19：00

5※,12,19(土）

9：00-12：00

天神小

5,12,19（土）

13：30-15：30

富久小

5,19（土）

10:30-12:00

東戸山小

13：40開場、14：00-

4月

14,21,28(月） 10,24（木）

19：00-21：00 18：30-21：00

東戸山小 富久小 富久小

5,12,19(月）

19：00-21：00

芸術高校

10,17,24（土）

富久小

3,17（土）

12：00-17：00

新宿中

だれでも 9：00-11：30

芸術高校

13:00-15:00

8（火） 13,27(日)

9：00-11：30

新宿中

9：30-11：45

小学生
～大人

戸山高校

10:30-12:00

東戸山小

9：00-12：00

富久小

新宿中

9：00-12：00

13,27(日）

40歳
以上

教室
終了生

だれでも

小学生
以上

東戸山小

13：30-16：00

10,24（土）

9：45-12：00

戸山公園

　　　　フットサル
  <初心者向け教室>　会員：1,000円

         　　　  　非会員：1,500円
  <個人フットサル>　 大人：　500円

10,24(土） 25（日）

11,25(日)

9：45-12：00

富久さくら公園
（芸術高校集合）

だれでも

だれでも

チェアーエクササイズ
400円（10枚綴り券3000円）

だれでも

だれでも

たのしい将棋
１回：200円

テニス
 

大人：400円
小人：（小中高）100円
ビジター大人700円
ビジター小人200円

24（土）

富久小

（個人）

☆4・5月の事業予定　☆

5月対象

だれでもパドルテニス
大200円(初回無料)、小中100円

みんなでダンス
200円

タグラグビー
自由参加・無料

※印のない天神小以外は雨天中止

3,24(土）

9：30-11：00

10,17,31（土）

東戸山小

東戸山小

18(日）

13：30-15：30

レクダンス
４月より新登場！

大人が楽しめるニューダンス！！

200円

30歳
以上

13：30-16：00

牛込仲之小

7,14,21,28（水）

18：00-19：30

11,25（日）

牛込仲之小

12,19,26（土）

9：00-12：00

富久小

バトミントン交流練習
3000円（10回分前払）

親子バレーボール
大200円、小中100円

バドミントン教室
前期分前払

小・中学生3500円
一般12000円

バドミントンフォローアップ講座
前期17000円 　毎週水曜日

日曜練習（シャトル持ち寄り）

グラウンドゴルフ
大人200円　小中100円

サッカー
  会員：１人300円
非会員：１人500円

小学生：無料

ノルディックウォーキング
参加費　　300円

（ﾚﾝﾀﾙﾎﾟｰﾙ使用料含む）
※富久さくら公園は4-6月無料
※新宿御苑等への入園料は個人負担

※雨天中止

18：00-21：00

富久小

スポーツセンター

（初心者向教室）

6(祝火）

15：40-18：40

コズミックセンター

（初心者向教室）

17(土）

9：00-12：00

26（土）

19：30-22：00



２０１４年度 新宿チャレスポ入会のご案内
地域密着総合型スポーツクラブ新宿チャレスポでは２０１４年度会員を募集しています。会費大人1000円、子供500円で

教室を除く下記の全種目の活動に、参加費のみで参加できます。申込は裏面申込用紙に所定事項を記載の上、直接各

専門部の活動時に会費と一緒に提出ください。尚、ホームページ：http://www.challespo.netも参照ください。

事業名

参加費／回（会員）

小学生

中学生

以上

小人

大人

天神小：第４除く毎週土曜ＡＭ9：00-12：00
余丁町小：第4土曜9：00-12：00
富久小：第2日曜9：00-12：00
芸術高校：第４日曜14：00-16：00
ここ・から広場：第２土曜　13：30-15：00
夏合宿あり、大会参加年４回程度、夏休みは通常開催中止

東戸山小：毎週土曜13：30-15：30

東戸山小：第１、3土曜10：30-12：00

牛込仲之小：第２,４日曜１４：０0-16：00

新宿中：毎週土曜19：30-20：45

富久小：毎週水曜18：00-19：30
富久小：第２、4日曜9：00-12：00

グラウンドゴルフ
大人200円　小中100円

サッカー
  会員：１人300円
非会員：１人500円

小学生：無料

教室終了生を対象とした講座です。
土曜日に来れない方にもお越しいただいていますが

メンバーは小学1年生から70代まで老若男女が健康で、楽しく、上達を目
指して練習しています。基本的なことから、ゲーム展開まで指導者が丁寧
に教えます。参加者随時募集中です。
時間帯で小中高と大人とで分けて開催します。

地域のためのサッカーリーグ、トーナメントを開催しています！
若松河田地区からの新規チームも募集中です。
指導者の下、練習もしていますのでサッカーをしたい人は戸山高校で思
いっきり楽しみましょう！

硬式テニスに一番近いニュースポーツ、パドルテニスを分かりやすく表現
すると、一般的な硬式テニスの小型版です。室内で行い、体への負担の少
ないことを特徴としています。
使用するボールは硬式テニスのイメージ、コートはバドミントンコートサ
イズ、ラケットは卓球ラケットを大きくしたものです。
ぜひ、お試しください！

タグラグビーは30ｘ40ｍ程度のコートで腰につけたタグをとることで
タックルの代わりとする接触プレーのない安全なラグビーです。１チーム
５人で編成し、大きな人、小さな人、走るのが速い人、遅い人、老若男女
関係なくだれでもできるスポーツです。校庭を使った外のスポーツですが
雨天体育館でも行います。鬼ごっこ、泥棒ゲーム、リレーなど遊びを交え
て楽しく活動しています。

レクダンス
４月より新登場！

大人が楽しめるニューダンス！！

200円

30歳
以上

ふだん運動をしない方にも気軽に参加できるレクリエーションのダンスで
す。心地よいストレッチから体操へ、J-POPから演歌まで馴染みの曲を
聴きながら、指導者の簡単な説明で誰もがすぐに踊りを楽しめます。ト
レーニングタイムでは、ラケットとボールを用いた中国のニュースポー
ツ・太極柔力球を取り入れ、体幹を鍛えながら引き締めます。ロコモ予防
に無理なく体を動かしませんか？
一緒にやっていただけるスタッフも募集中です。

バトミントン交流練習
3000円（10回分前払）

小学生
～大人

バドミントンは、年齢・性別を問わず楽しめる生涯スポーツですが、レベ
ルが上がるにつれパワーや瞬発力、持久力も必要とされる奥深い複雑で激
しいスポーツです。
初心者から中級者まで、小学生から70歳を過ぎた方までバドミントンが
うまくなりたい人のための教室です。充実したコーチ陣が指導していま
す。毎年募集定員を超える申し込みがあります。募集は春年1回です。

高校生以上を対象としたバトミントン教室の後に行う練習です。
参加者が交代でゲーム練習を行っています。

親子バレーボール
大200円、小中100円

バドミントン教室
前/後期分各前払
小・中学生3500円

一般12000円

バドミントンフォローアップ講座
前/後期各17000円

日曜練習（シャトル持ち寄り）

教室
終了生

戸山公園：第２,４土曜　9：45-12：00
富久さくら公園（芸術高校集合）：
第４日曜日　9：45-12：00

元気が一番！
運動不足の方を対象とした、簡単なストレッチとチェアーエクササイズを
実施しています。
是非ご参加下さい。

親子で一緒にするとバレーボールの楽しさが倍増！
もちろん親子でなくても参加できます。

フットサルは、初心者の方を対象に、基礎的な技術を身に付けるための練
習を中心とした「初心者向けフットサル教室」と、経験者・未経験者を問
わず、フットサルをやりたい方が一人でも参加でき、集まったメンバーで
フットサルの試合を楽しむ「個人フットサル」を開催しています。
子供も大人も、男性も女性も、みんなでフットサルを楽しみましょう！

ノルディックウォーキングは、2本のポールを使って歩くフィンランド生
まれのスポーツです。
年齢・性別・身体能力・運動経験などにかかわらず、目的に合わせて誰に
でも簡単に始められ、生涯楽しむことができます。

富久小：毎週土曜9：00-12：00

新宿中：小学生毎週土曜15：30-17：00
　　　　中学生毎週土曜17：15-19：00

※前後期各１５回開催

専門部活動概要
競技説明

楽しい音楽やリズムがかかるとワクワクしませんか♪♪
そんな「ワクワク心」を思いっきり体で発散しましょう♪♪
J-POPはもちろん、ハンナ・モンタナやアニメソング、ソーランやラッ
プなど、何でもござれ♪♪
みんなで好きな曲を出し合って、ママたちも一緒にレッツ・ダンス！
"ファミリーダンサーズ"や"おやじダンサー"も大歓迎です♪♪

芸術高校：第２,4日曜
小人：10：00-12：00
大人：12：00-17：00
戸山高校：第２,４土曜
大人のみ18：00-21：00

戸山高校：第２,４土曜18：00-21：00

＜初心者向けフットサル教室＞
新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰなど：月１回（土曜日又は日曜日）
＜個人フットサル＞
富久小：第１,３土曜　  9：30-11：00
芸術高校：第２日曜　13：30-15：30

新宿チャレスポ専門部活動案内
２０１４年度の予定

※日程・会場は目安です。
学校行事等で変更の可能性あります

対象

だれでも
パドルテニス

大200円(初回無料)、小中100円

みんなでダンス
200円

タグラグビー
自由参加・無料

※印のない天神小以外は雨天中止

だれでも

チェアーエクササイズ
400円（10枚綴り券3000円）

だれでも

だれでも

たのしい将棋
１回：200円

テニス
 

大人：400円
小人：（小中高）100円

ビジター大人700円
ビジター小人200円

ノルディックウォーキング
参加費　　300円

（ﾚﾝﾀﾙﾎﾟｰﾙ使用料含む）
※富久さくら公園は4-6月無料
※新宿御苑等への入園料は個人負担

※雨天中止

　　　　フットサル
  <初心者向け教室>  会員：1,000円
         　　　　 非会員：1,500円
  <個人フットサル>　　大人：500円
 　　　　　　　　 　　小中：100円

多世代間交流と頭脳の活性化の場！そして、何よりも集中力養成の場！
小学生
中学生

だれでも

ここ・から広場：第2火曜　9：30-11：45
芸術高校：第２,４日曜　9：00-11：30
富久小：毎月1回　9：00-12：00（5月から）

新宿中：第２,４土曜　13：00-15：00

ゴルフをアレンジしたスポーツで、ルールは簡単！集中力や調整力が養え
ます。
子供から高齢者まで楽しめます。みんな集まれ！

40歳
以上

天神小：第４除く毎週土曜ＡＭ9：00-12：00
東戸山小：毎週月曜19：00-21：00
富久小：第2,4土曜18：30-21：00
大会参加　年３回程度

高校生以上

だれでも

小学生
以上
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