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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９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

   
  
 
 
 
 

 

7/5（土） 
たのしい将棋大会を開催しました 

7月 5日（土）9時 30 分から新宿中学校ミーテイングルームにて、小学生の部・中学生の部の「た

のしい将棋大会」が開催されました。小学生の部は小学校一年生から六年生まで、中学生の部も中学

一年生から三年生まで参加があり、それぞれ全員と当るリーグ戦を行いました。 

小学生の部は同率3位が 3名いてすべて三竦みだったため三位決定戦はトーナメント戦としました。

中学生の部も一位決定戦が行われました。先生と将棋を指すこともできました。 

次回は 3月の開催予定です。多くの方々の参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7/26（土）卓球教室報告 
開催日の数日前から猛暑が続き、当日も厳しい暑さで

熱中症が心配されました。しかし、若い指導者とベテラ

ンの指導者のバランスの良さ、そして元気な小学生たち

や卓球大好きな大人たちの熱気で暑さも何のその。楽し

く充実した時間が持てました。小学生からは、ラケット

の持ち方や球を打つタイミングについて、大人からも積

極的な質問が行われ、個別の課題に取り組めたものと思

います。また、看護師さんの適切な配慮で、熱中症予防

のための水分補給と適切な休憩タイムを持ったことで、

教室を無事に終了することができました。 

参加者の皆さんの協力に感謝です。  
 

夏休み学校プール開放終了 
連日の猛暑、プールで涼をと多くの利用者がありました。毎年プールで会える常連の利用者、夏

休み水泳を上達させようと毎日通う小学生、お父さんが家族と一緒になどたくさんの利用者に会え

ました。監視員やスタッフの協力で今年もプール開放を無事終了できました。

《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 

会場校 実施日数 未就学児 小中学生 一　般 合　計

新宿中学校 5 3 12 64 79

富久小学校 12 25 253 114 392

合　計 17 28 265 178 471
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タグラグビー 関東学院カップ 2014 夏報告 

7/6 炎天下の関東学院カップ  

3 チーム体制で参戦！ 
新宿から 2 時間かけて、やってきました神奈川県は金沢文庫。今日は関東学院ラグビー部が主催する

「関東学院カップ」！ 

我らがスパイダーズは参加メンバー16 名で、念願の 3チーム体制で参戦です！ 

★...え？こんなにいたの？ 

神奈川近隣から会場の関東学院大学 金沢文庫キャンパスのでっかいグランドに集ったのは全 124 チ

ーム！出場選手だけでも 700 人超！ 

こんなに沢山、いったいどこにいたんでしょうか？ 

★熱い！アツい！暑い！ 

前日の雨が嘘のように今日の試合は大晴天。熱中症が心配でした

が...関東学院大学ラグビー部の運営はさすがです。小学生選手た

ちのために熱中症対策のミストシャワーやビニールプールを準備

くださってました。 

（試合の合間の選手たちは「水かけ祭」状態です 笑） 

そんな頼もしいラグビーお兄さんたちの手厚いケアのもと、選手た

ちはピッカピカの天然芝グランドを、一日中、思い切り走り回って、

怪我も熱中症も迷子もなく、各チームとも無事に 4〜6 試合を闘い

抜きました。 

★試合でしか得られないもの 

帰宅後、ゲーム中の写真をチェックしていたら、今回が 2回目の大

会参加となったルーキー選手達の顔、2週間前のデビュー戦とはま

ったく違っていました。 

心許なさげだった視線は、今日はボールや相手チームの選手の動き

をキッチリと追っかけてます。ゲーム中、どこか戸惑い気味に居場

所を探すみたいだった不安げな表情は、今日は積極的にポジション

を目指して走る、確信に満ちたものに。 

チャレスポ・スパイダーズは試合戦績を最優先するチームではあり

ませんが、試合の中での緊張感や、爆発的なテンションの中でこそ

越えられるハードルもあるんだなあと、改めて実感しました。 

そして嬉しいことに今日の試合でも新たにデビュー参戦してくれ

た選手がまた 1人。この選手も、今日のデビュー戦で、彼女なりに

何かのハードルを超えてくれていたなら、本当に嬉しいです。 

また一緒に走れますように。 

★そしてまだまだ続きます！ 

チャレスポ・スパイダーズは今年度あと 4つの大会への参加を予定

しています。ご興味ある方は是非お気軽にご参加ください。 

きっと普段はなかなか見れない、お子さんの真剣な表情に出会える

と思います。 

最後になりましたが、主催の関東学院大学ラグビー部の皆さん、早

朝からお子さんを送り出してくださった保護者の皆さん、観戦にお

越しくださり、手薄なチーム運営をフォローくださった保護者の皆

さん、本当にありがとうございました！ 

表彰状 ２枚ゲットしました！！ 
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【あ・み・ま倶楽部】 

5 月から新しく始まった、あ・

み・ま倶楽部です。 

主に新宿区内を中心に歩こ

う！見てみよう！まなぼう！と

いうコンセプトで始まりました。

その第二回は～お岩さんと閻魔

大王に会いに行こう～で四谷三

丁目の消防博物館前に集合し新

宿三丁目まで小山先生のお話を

聞きながら 7000 歩歩きました。

前回の神楽坂が 12000 歩でした

ので少し少なめでした。暑い中

でしたが初めて知ることも多く

楽しい半日でした。 

※左写真は、太宗寺に伝来する

三幅の曼荼羅（浄土宗の三大経

典による）のひとつです。 

奈良県当麻寺の観無量寿経曼

荼羅を同寸大に模写したもので紙に描かれてお

り縦 425cm、横 408cm の掛け軸です。制作年代作

者は不明ですが江戸時代初期のものと推定され

ます。初めて見てびっくり！ 

尚、今後の予定及び参加申し込みにつきまして

は今月号の挟み込みをご参照下さい。 

【みんなでダンス】 

7/19 土すぎなみ体操祭り参加報告 

7月 19日(土) 高円寺

体育館においてすぎな

み体操まつりが行われ

ました！みんなでダン

スのメンバーは、SMAP

のJOYをさわやかに披露

してきました。 

ラストには、生バンドでの恋するフォーチュン

クッキーを、参加者全員で踊って大盛り上がり!!

楽しく過ごしてきました。 

【親子バレー】牛込仲之小開催報告 

６月から富久小体育館

工事で７,８月の開催を

牛込仲之小で送ってい

ましたが、8/31 より富久

小に戻ります。8/23 牛込

仲之小最終開催には大

人子供合計 16 名の参加

をいただきました。 

牛込仲之小学校関連の皆様、本当にありがとうご

ざいました。 

今後はぜひ富久小にお越しください。スタッフ

一同心よりお待ちしております。 

【ノルディックウォーキング】7/20 体験会 

7/20 は前回も参加の女性とチャレスポ会長にご

参加いただきました。早朝開催のため、さほど暑

くなく爽やかな風も吹いてきて気持ちよくＮＷ

できました。 

グラウンドゴルフの会

員の方々にも少しだけ

体験していただきまし

た。 

【レクダンス】7 月の活動報告 

★７月６日（日）のレクダンス。 

外ではサッカークラブの練習をしていますが、そ

の保護者の方が親子で見学＆体験をしてくれま

した。 

★７月２０日（日）のレクダンス。 

嬉しいことに、体験レッスンの方が３名。 

そのうちお一人は、ダンス全くの初体験、盆踊り

も踊ったことがないので不安だとの事。そんな時

は、敢えて新曲に挑戦!! 会員さんも全員初めて

の音楽＆振付で楽しく踊ることができました。 

レクダンス教室

では、１４時から曲

に合わせ無理なく

じわじわストレッ

チを行っています。 

【パパ・ママと一緒にあそぼ！！】 

～夏季特別イベント・追加募集中～ 

新宿チャレスポでは、8/9、

23,30 と夏季特別イベン

トとして、親子で遊べる

企画を開催し、参加者よ

り大変好評をいただきま

した。残り 9月分５回に

つきましては、参加枠に

まだ余裕ありますので、

追加募集をしています。

プログラム１回だけの参

加でも可能ですので、興

味のある方はお気軽に問

い合わせください。 

詳しくはＨＰ8/25 付新着情報か、広報誌 7 月号

の挟込みを参照の上お申し込みください。 

（※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。） 

新宿チャレスポ活動ＦＬＡＳＨ！！
！！

8/23 は女子中学生が一杯！！ 

8/23 は 
４家族子供６名の参加 
楽しかったです！！ 
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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。ホームページで必ず直前情報をご確認ください。 
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）

6・20(土） 4・11（土） 9・23（木）

9：00-

12：00

13：00-

15：00

18：00-

21：00

天神小

7・14（日） 13（土） 27（土） 4(土）※ 11（土） 19（日） 26（日） 25（土）

14：00-

16：00

13:30-

15:30

9：00-

12：00

9：00-

12：00

13:30-

15:30

14：00-

16：00

14：00-

16：00

9：00-

12：00

富久小
ここ・から

広場
余丁町小 天神小

ここ・から

広場
富久小 芸術高校 余丁町小

小学生

中学生

以上

高校生以上

小人

大人 18：00-21：00

4・11・18（土）

15：30-17：00

11・25（土）

12：00-17：00

14：00-16：00

5（日）

18：30（準備含む）-21：00

東戸山小(対象：大人のみ）

4・11・18（土）

富久小

２（木）

25（土）

戸山高校

7（日）

16：00-18：00

6・13（土）

17：15-19：00

富久小

6・13・20（土）

13：30-15：30

11・25（木）

18:00-21:00

20（土）21（日）

合宿

東大検見川浜セミナーハウス

東戸山小

(対象：大人のみ）

新宿中

20(土）

9：30-11：30

19：30-20：45

新宿中

戸山シニア館

14：00-16：00

牛込仲之小

13・27（土）

13：00-15：00

コズミックセンター

（初心者向教室）

なし

9：00-12：00

12：00-17：00

13・27（土）

18：00-21：00

富久小

10：00-12：00

13・27（土）

18：00-21：00

富久小

（個人）

13・27(土）

富久さくら公園
（芸術高校前集合）

戸山公園

9：45-12：00

17：15-19：00

なし

戸山高校

新宿中

３・１０・１７・24（水）

4(土）

富久小

（個人）

9：45-12：00

戸山公園

9：45-12：00

9：30-11：45

9：30-11：30

若松地域センター

新宿歴史博物館特別展を見学、荒木町を歩き

ます。（昼食をご一緒しましょう！）

富久小

お休み

10：00-12：30

19：30-20：45

9:45-11:15 9:45-11:15 15：30-17：00

13：00-16：00

18：30（準備含む）

-21：00

5(日）

バトミントン交流練習
3000円（10回分前払）

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）
※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
　　　　　　　　　 　小人：　100円

21(日）

18：30-20：45

バドミントン教室
前期分前払

小・中学生3500円
一般12000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

☆9・10月の事業予定　☆

10月対象

だれでも
パドルテニス

大200円(初回無料)、小中100円

親子バレーボール
大200円、小中100円

9月

1・8(月）

チェアーエクササイズ
400円（10枚綴り券3000円）

レクダンス

200円

30歳
以上

40歳
以上

あ・み・ま倶楽部
会員無料、非会員500円

※資料代は参加費に含まれますが、見学に

伴う入館料・食事等の費用は実費とします

※小雨決行

みんなでダンス
幼児：無料

小中高：200円
一般（18才～）：300円

たのしい将棋
１回：200円

牛込仲之小

25(土）

9：00-12：00
小学生
以上

11・25（土）

教室
終了生

23（祝火）

18：00-21：00

富久小

13：00-15：00

ここ・から広場

9（火）

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

だれでも

外濠を飯田橋・牛込見附

から赤坂見附まで歩く

だれでも

11・25(土）

小学生
～大人

だれでも

だれでも

9：45-12：00

28（日）

だれでも

新宿中

富久さくら公園
（芸術高校前集合）

だれでも

26（日）

11（土）

21（日）

18：00-19：30

富久小

15：30-17：00

若松地域センター

20（土）

お休み

13（土）

15:30-17：00

20・27（土）

10：00-12：00

6・13・20(月）

12(日）

13：30-15：30

芸術高校

（個人）

28（火）

戸山高校

戸山高校 芸術高校

13：30-15：30

戸山シニア館

1・8・15・22・29(水）

18：00-19：30

12・26（日）

お休み
当初9/29月曜開催予定だった

新宿歴史博物館特別展見学と荒木町を歩く
は10/28火の開催となっています

9：30-11：45

ここ・から広場

12・26(日)

9：00-11：30

芸術高校

14（火）



「 
＊日程が変更になる場合があります。 

新宿あ・み・ま倶楽部とは 

あ・・・歩きましょう        【開催当日に欠席になった場合は必ず 090-4226-1339 に連絡してください】 

み・・・見てみよう 

ま・・・学ぼう    で新宿チャレンジスポーツ文化クラブの新しい専門部です。 

これまでの実施３コース 

5/22神楽坂をぐるっと歩いてみよう。   6/5 新宿副都心エコまち歩き    

7/15 内藤新宿を歩く。（お岩さんと閻魔大王に会いに行こう！）  

8/14 榎地域のみどりのカーテン探検   

 

●１０月２日（木） 午後１時～４時 

外濠を飯田橋・牛込見附から赤坂見附まで歩く 

国指定史跡江戸城外濠跡をじっくり歩きます。大都心の中心にこれだけの緑と水の空間があることを実感してください。 

牛込見附→新見附橋→市ヶ谷見附→（市ヶ谷亀ヶ岡八幡宮）→四谷見附→食違見附→清水谷公園→弁慶橋→赤坂見附 

 

●１０月２８日（火） 午前１０時～１２時３０分 
新宿歴史博物館特別展を見学して荒木町を少し歩きます。（昼食をご一緒しましょう！）  
 

１日コース 

●１１月１６日（日） 午前１０時～午後３時３０分        ※主催：玉川上水活動ネット   

玉川上水リレーウオーク  笹塚～四谷大木戸 
笹塚橋→上水第二緑道→延寿橋→北沢橋→四条橋→五条橋→六条橋→常磐橋→相生橋→代々幡橋→山下橋→美

寿々橋→二字橋→西代々木橋→新台橋→新代々幡橋→相生橋→改正橋→初台→伊藤橋→三字橋→（代々木橋）→

新宿中央公園（昼食） 

神田上水助水壕→十二社の滝→淀橋浄水場跡→天神橋→箒銀杏→「玉川上水のモニュメント」→千駄ヶ谷橋→葵橋→

天竜寺橋→天竜寺→新宿御苑→水道碑記→四谷大木戸（検討中） 

 

 

●１２月１１日（木） 午後１時～４時     
新宿・淀橋を「水」と「中野長者伝説」で歩く。 

～神田上水助水堀（神田上水・玉川上水）・淀橋浄水場・十二社の池の跡を訪ねる～ 

エコギャラリー新宿→大田道灌の像→「新宿副都心水リサイクルセンター」→欅の街路樹→十二社跡→水道道路→玉川

上水跡→正春寺→神田川助水堀跡→銀世界稲荷→新宿中央公園→淀橋給水所→旧淀橋浄水場六角堂→写真工場の

跡の碑→熊野の瀧跡→神田川助水堀跡（欅橋など・欅児童公園）→淀橋→中野区成願寺→熊野神社→エコギャラリー新

宿）（3時間）  ※神田上水から淀橋浄水場、そして現在の水道の歴史を中心に歩きます。 

 

 

＜平成２７年のコース＞ 

●1 月７日（水） 午前９時３０分～１２時３０分       
新宿 山の手七福神巡り 
霞関山太宗寺（布袋和尚）→末広亭→花園神社（芸能浅間神社）→稲荷鬼王神社（恵比寿神）→新宿文化センター（トイレ

休憩）→西向天神→大聖寺（紅皿の墓）→まねき通り→春時山法善寺（寿老人）→大久保山永福寺（福禄寿）→厳嶋神社

（弁財天）→大久保の犬御用屋敷→若松地域センター（トイレ休憩）→団子坂→夏目坂通り→法身寺→幸國寺→大乗山経

王寺（大黒天）→焼餅坂鎮→地蔵坂→光照寺→鎮護山善国寺（毘沙門天） 

 

「新宿あ・み・ま倶楽部」秋から冬へのコース 
 

 
 

 



 

●２月１２日（木） 午前１０時～１２時    ※梅の開花に合わせて、日程変更の可能性少しあり 

小石川後楽園 ～梅見と大名庭園を観る～ 

 

●３月２８日（土） 午前１０時～１２時   
新宿中央公園・タカトオコヒガンザクラを観る。 

 

●４月３日（土） 午前９時３０分～１２時３０分 
目黒川の桜を愛でながら、目黒史跡散。 
目黒駅・アトレ集合－行人坂―富士見茶屋と夕日の岡の碑―大円寺―目黒雅叙園―太鼓橋―目黒川桜並木―大鳥神

社―目黒区民センター公園―田道庚申塔群―ふれあい橋―桜まつり―「爺々が茶屋」跡―三田用水跡―千代ヶ崎―目

黒駅近く （昼食をご一緒しましょう！）。 

 

主催・協力  新宿チャレンジスポーツ文化クラブ、新宿エコポジの会、新宿あ・み・ま倶楽部 

協賛 e タウン新宿 

申し込み締め切り日・・・各開催日 3日前 

お問い合わせ先  新宿チャレンジスポーツ文化クラブ事務局 ０９０－４２２６－１３３９担当 御所窪和子 

 

★案内人：小山裕三 （新宿エコまちあるきガイド）  ※ゲストのある回もあり 

★参加費 一般→資料代５００円（新宿チャレンジスポーツ文化クラブ会員は無料）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新宿チャレスポ 事務局宛    FAX ０３－３３５３－４３５２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新宿チャレスポ まち歩き」 (新宿あ・み・ま倶楽部) ＜参加申し込み＞    

２６年の活動 ２７年の活動 

 10/2 外濠を赤坂見附まであるく  1/7 新宿山の手七福神めぐり 

 10/28 新宿歴史博物館特別展見学と荒木町  2/12 小石川後楽園～梅見と大名庭園を観る～ 

 11/16 玉川上水リレーウォーク  3/28 新宿中央公園・タカトオコヒガンザクラを観る。 

 12/11 淀橋を「水」と「中野長者伝説」で歩く。  4/3 目黒川の桜を愛でながら、目黒史跡散。 

 
名前  住所  

電話番号  メール 

アドレス 

 

 

＊いただいた個人情報はこの新宿チャレスポの案内などに利用します 

 

希望回の左欄に○をつけてください   
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