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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２７年３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

   
  
 
 
 
   

2/22（日）日曜日 第 20 回 チャレスポカップ 

ドッジボール大会開催！報告 
（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。） 

天神小・新宿中の 2 元で熱戦！！ 
■午前中 1 年生の部、 

みゆき保育園卒業生チーム優勝！！ 

ザ 1 年生の子供たちがみせた素敵な思いやり 

2月 22 日日曜日、新宿中・天神小において、新宿チャ

レスポカップ第 20 回のドッジボール大会が行われまし

た。本大会は公益財団法人東京都スポーツ文化事業団支

援による都民参加事業として行われました。 

午前中 1年生の部は 

①余丁町小：ザ 1年生 

②みゆき保育園卒業生チーム 

の 2チームによるマッチアップでした。 

実はザ 1年生チームの方が人数的には多くて、通常の

チャレスポルールの助人も 2チームしかないとままなら

ず、保護者から 1名とかという案まで出て困っていたら、

ザ 1年生の子供同士で話し合って、一人が向こうのチー

ムに行ってあげるということで、ゲームが成立しました。

本当に素晴らしい子供たちです。優勝したのはみゆき保

育園卒業生チームでしたが、ザ 1年生の子供たちが見せ

た調整力、思いやりにはとても感動しました。参加いた

だき本当にありがとうございました。 

尚、2年生の部は応募がなく中止となりました。 

その空いた時間と場所で、保護者も交えたドッジボー

ル大会を行い、お互いの保護者の皆様と、とても素敵な

交流ができたと思います。 

■午後 3 年生の部、プラチナドッジチーム、 

4 年生以上の部、チーム天神が優勝！！ 

午後の 3年生の部の参加は、4チーム。 

①上原小：上原カメダス 

②竹早小：竹早ドラゴンズ 

③竹早小：竹早ブラックサンダーズ 

④筑波大付属小：プラチナドッジ 

全て新宿区以外からの参加で、都民参加事業ならではの顔ぶれといえましょうか。どのチームもしっ

かりとした練習を積んできたことが感じられましたが、自前のビブスを準備するほどに大会慣れした

“プラチナドッジ”が実力と気合では頭一つ抜けていた感じで、熱戦を制して全勝での優勝でした。 

新宿チャレスポだより 

 
1 年生の部優勝 
：みゆき保育園 
卒業生チーム 

 

3 年生の部優勝 
：プラチナドッジ
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4 年生以上の部は 

①余丁町小：三枝先生と愉快な子供たち 

②天神小：チーム天神 

のこれまた 2チームの対決。 

6 年生中心で構成したチーム天神がほぼ 5年生だけの余

丁町小チームをわずかに上回りました。 

ちなみに、エキシビジョンの大小 2球を使ったドッジボ

ールは刺激的でした。実際に参加しましたが、どこからボ

ールが来るのかわからない感じで楽しかったです。 

■曲がり角のドッジボール大会？ 

次年度から年一回開催へ 

さて、朝から雨模様の中、遠方からも多くの子供たちと保護者の皆様に参加いただき、まずは御礼申し

上げます。ただ、今年度 2回の大会で、いずれも 2年生の部の大会が開催できなかったりなど、募集の仕

方も含めての見直しの時期に来ているかもしれないというスタッフの意見もでました。そこで、次年度は

年一回開催にして、募集の形から周辺の小学校に働きかけるなど、原点に立ち返った開催を考えておりま

す。7月の上旬を予定しておりますので、広報誌ご覧いただいた皆様には、何卒よろしくご協力のほどを

お願いいたします。 

 

3/14 土曜 地域スポーツ交流会へ参加します！！  

“みんなでダンス”ステージ発表 
2015 年 3 月 14 日土曜日に、“みんなでダンス”が東京武道館

でステージ発表します。 

東京都内の 50 弱あるといわれる総合型地域スポーツクラブ関

係者が一堂に会する中で、≒10 団体のステージ発表の終わりか

ら 2番目という重要なところで演じてきます。直前練習も気合

十分。応援よろしくお願いします！！ 
 

“楽しい将棋大会”3/14 土！！ 
たのしい将棋では 3月 14 日土曜日 9：30-12：30、

新宿中ミーティングルームで「楽しい将棋大会」を

行います。※受付は 9：10 から。 

詳しくは、先月（２月）号のチラシ裏面申込用紙

からお願いします。 
 

新宿チャレスポ 

2015 年度会員募集開始！！ 
気がつけば３月、いよいよ 2015 年度を迎えるに当たり、新規会員の

大募集、会員登録の更新が始まります。新規に入会される方は、3月

でも 2015 年度の会員として登録させていただきますので、今月号の挟

み込みの登録用紙にてどしどしお申し込みください。尚、申込書は直

接参加希望クラブの開催日にお越しいただき、ご提出ください。 

↑ 

4 年生以上の部優勝 
：天神チーム 

開催迫る！  

参加者大募集中！！ 
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【みんなでダンス】１/３１まちの先生見本市 

まち先妖怪ダンスオンステージ！！ 

1/31 土曜日 14：00-14：30、牛込仲之小の"ま

ちの先生見本市"で【みんなでダンス】ステージ

発表しました。 

 ただし妖怪ウォッチのダンスを踊るというわ

かりやすい参加型ステージでした。当日体育館に

いくつもあるブースの正面のステージでノリノ

リの開催。周辺に集まった観客へ代表の渡辺ひろ

子先生から“いつもはテレビの前で踊ってるだけ

ですが、今日はテレビの中に入って、みんなに観

てもらうってどうかなー？”という問いかけで顔

を輝かせてステージに上がる子供たちがぞろぞ

ろ出ました。 

さすがの話術と素敵な笑顔に、魔法をかけら

れたかのようでした。 

ステージ上では子供

たちがとても楽しそう

に踊り、観客も合わせて

踊っている姿が印象的

でした。 

 

【タグラグビー】１/３１まちの先生見本市 

まち先タグ教室５０名参加で大盛況！！ 

1/31 "まちの先生見本市"の中では、タグラグ教

室も行いました。午前中は雪の翌日という事もあ

り、緩やかに開催。 

午後は 13：30 から、天気も良く、すっかりグラ

ウンドも乾き、快適な活動ができました。何せ人

が多かったので、狭いグラウンドをさらに二つに

分けて、高学年、低学年で連続してゲームしまし

た。途中から入って来る子も多数でしたが、初め

ての子でもすぐに楽しめるところがタグラグビ

ーの素晴らしいところです。 

 

 

 

 

 

 

【レクダンス】2/15 開催報告 

ゆずの『雨のち晴レルヤ』、 

『ロミオとジュリエット』も 

１ヶ月ぶりの体育館でのレッスン。『モーニ

ングストレッチ』とペギー葉山さんの『学生時代』

でウォーミングアップをした後、先日箱根の全国

指導者講習会で勉強したばかりの新曲を練習し

ました。 

石川さゆり×宮沢和史さんの『さがり花』。 

美空ひばりさんの『柔』。 

ゆずの『雨のち晴レルヤ』とスケート羽生さ

んでお馴染み『ロミオとジュリエット』を楽しく

踊りました。 

今回の参加者は７名。終始笑顔と笑い声に溢

れるレッスンとなりました。 

 

 

 

 

 

 

【新宿あ・み・ま倶楽部】  2/12（木） 

「小石川後楽園 大名庭園」で 

梅見を開催しました 

2月 12 日（木）、水戸徳

川家の江戸上屋敷内の庭園

として造られた「小石川後

楽園」を、見事に咲いた梅

を眺めながら散策しました。

また、その後、北野神社を

参拝しました。 

 

【親子バレー】３月もソフトバレーします 

 親子バレーボール教室では 2・3月にソフトバ

レーボールをしています。ソフトバレーボールは

ボールをソフト化することによりバレーボール

の基礎技術の「パス」が安全で容易にできるよう

になっています。大人と子供が一チームを作って

ゲームもします。大人同士のゲームもします。 

チャレスポ代表で対

外試合にチャレンジを

目標に！！この機会に

足を運んでみてくださ

い。 

【バドミントン】新教室申込みＨＰから 

バドミントンクラブでは、4月から新教室が始

まります。つきましては教室参加者大募集で

す。申込詳細は 3月上-中旬予定にてホームペー

ジに掲載しますので、希望者は掲載情報にそって

お申込みください。例年、申込者多数に付、参加

をお断りするケースもありますので、ホームペー

ジの確認をよろしくお願いいたします。

新宿チャレスポ活動ＦＬＡＳＨ！！
！！
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※●印の専門部活動は“若松地域スポーツ文化協議会事業”として行っています 

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。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）

9・16・23

・30（木）
12（日）

11・18

・25（土）

18：00-

21：00

9：00-

12：00

9：00-

12：00

天神小

7・14

・21（土）
8（日） 14（土） 22（日） 28（土） 12（日） 25（土） 26（日）

9：00-

12：00
城南カップ

13:30-

15:00

14：00-

16：00

9：00-

12：00

14：00-

16：00

9：00-

12：00

14：00-

16：00

富久小
森ヶ崎公園

運動場

ここ・から

広場
芸術高校 余丁町小 余丁町小 芸術高校

4（土）

小学生 —

中学生 —

高校生 —

一般 —

高校生以上
18：30-

20：45

小人

大人

5(日）

14：00-

16：00

富久小

（個人）

28（土）

9：30-

11：45

富久小

7（土）

13：00-

15：00

富久小（個人）

13：00-15：00

14：00-16：00

5(日）

10：00-12：00

19(日）

14：00-16：00

富久小

14・28(土） 22（日）

6・13・20・27(月）

18：30（準備含む）

-21：00

富久小

9：00-12：00

13：30-15：30

東戸山小

13：30-15：30

戸山シニア館

9：45-12：00 10:00-12：00

戸山公園
富久さくら公園

（芸術高校前集合）

10（火） 8・22(日)

28(土）

9：30-11：45 9：00-11：30

ここ・から広場 芸術高校

14・28（土）

18：00-21：00

戸山高校

7(土）・15（日） 21(土）

富久小（初心者向け教室）

14：00-16：00 14：00-16：00

10：00-12：00 なし

12：00-17：00 18：00-21：00

芸術高校 戸山高校

4(水） 8（日）

18：00-19：30 9：00-12：00

富久小

8・22（日） 14・28（土）

9：00-12：00

富久小

7・14・21・28（土）、15（日）

18：30-20：45

新宿中

※バトミントン教室後期は

2/14（土）にて終了となりました

※4月からの新規申し込みはＨＰに3月上-中旬掲載予定です

15：15-17：15

若松地域センター

牛込仲之小

7(土）

1(日）

14：00-16：00 10:00-12：00

29(日）

東戸山小 戸山シニア館

21(土）9時45分　新宿エコギャラリー集合

10：00-12：00

「都心で楽しむ自然観察」

～新宿中央公園でバード＆ツリーウォッチング～

7・28（土）

14（土） 21（土）

13：30-15：30 13：30-15：30

7（土）

13:00-15:00

富久小

18：00-19：30

11・25（土）

なし

18：00-21：00

12・26（日）

戸山高校

10：00-12：00

12：00-17：00

牛込仲之小

9：00-12：00

4・18（土）

9：30-12：30

目黒川の桜を愛でながら、目黒史跡散

11・25（土） 4・18（土）

●チェアーエクササイズ
400円（10枚綴り券3000円）

11・18・25(土）

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

だれでも

テニス 

（4月より料金変更）
大人：500円

小人：（小中高）100円
※中高校生大人の部参加の時200円
ビジター：大人1,000円、小人200円

バトミントン交流練習
4,000円（10回分前払）

バドミントンフォローアップ講座
4月より前期17000円 毎週水曜日

日曜練習：400円/回

●みんなでダンス
幼児：無料

小中高：200円
一般（18才～）：300円

8・15・22(水）

●たのしい将棋
１回：200円

小学生
以上

小学生
～大人

●グラウンドゴルフ
大人200円　小中100円

●親子バレーボール
大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

バドミントン教室
4月より前期分前払
小・中学生4,000円

高校生・一般12,000円

☆3月・4月の事業予定　☆

4月対象

だれでも
●パドルテニス

大200円(初回無料)、小中100円

※会場はすべて体育館です

●タグラグビー
自由参加・無料　※雨天中止

3月

東戸山小(対象：大人のみ） 富久小

4・11・18（土）

だれでも

だれでも

だれでも

だれでも

11・25（土）

レクダンス

300円

30歳
以上

40歳
以上

新宿あ・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

教室
終了生

新宿中

だれでも

11・25（土）

13：00-15：00だれでも

12・26(日)

9：00-11：30

芸術高校

新宿中

18：00-21：00

3(金）9時30分　目黒駅・アトレ集合

26（日）

10:00-12：00

14（火）

9：30-11：45

ここ・から広場

富久さくら公園
（芸術高校前集合）

富久小

14：00-16：00

富久小（初心者向け教室）

12(日）

芸術高校（個人）

新宿中

芸術高校

11・25(土）

9：45-12：00

戸山高校

戸山公園

19(日）

14（土）※将棋大会

9：30-12：30

10：30-12：00

東戸山小

11・18・25（土）

15：30-17：00

17：15-19：00

20:00 -20：45

19：15-20：45

18：30-20：00



２０１5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２０１5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）
※専門部事情により変更する場合があります

小人

大人

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

だれでも

小学生
以上

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！

だれでも

だれでも

●たのしい将棋
１回：200円

テニス 
大人：500円

小人：（小中高）100円

※中高校生大人の部参加の時200円
ビジター：大人1,000円、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）
※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

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！

新宿チャレスポ専門部活動案内
２０１５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

※会場はすべて体育館です

●みんなでダンス
幼児：無料

小中高：200円
一般（18才～）：300円

●タグラグビー
自由参加・無料

※雨天天神小開催日のみ
（学校行事等使用時のぞく）

※2015年4・5月は天神小開催は、校庭天
然芝化に伴い富久小で開催しています

新宿あ・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

だれでも

●チェアーエクササイズ
400円（10枚綴り券3000円）

専門部活動概要
競技説明

新宿区内を中心に「あるく」「みる」「まなぶ」専門部を立ち上げまし
た。健康に暮らすには「歩く」のが一番！ついでに新宿の歴史も知っちゃ
いましょう。いつも見慣れたところでもまち歩きガイドの説明を聞くとま
た違って見えるかもしれません。みなさんご一緒に歩いてみませんか。

年に数回あるライブに向けて、ようかい体操第一やＳＫＥ４８、Ｅガール
ズ(たまにはピンクレディも！？)などみんなで踊りたい曲を選んで練習し
ていま す。衣装も自分たちでコーディネート(^^)vロコモ体操もあります
ので、ファミリーでぜひどうぞ！
～若草学級卒業生がプレイリーダーを務めて挨拶やマナーから指導。「す
る見る支えるスポーツ」のダンスとして、来場者全員で楽しい時間を創り
あげています～

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

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
　　　　高校生毎週土曜19：15-20：45
　　　　一般生毎週土曜18：30-20：00

※前後期各１５回開催

バトミントン交流練習
4,000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
4月より前期分前払
小・中学生4,000円

高校生・一般12,000円

バドミントンフォローアップ講座
4月より前期17,000円 毎週水曜日

日曜練習：400円/回

教室
終了生

小学生
中学生
高校生
一般

●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。

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

300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。

新宿中：毎週土曜20：00-20：45

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

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14：00-16：00
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、

東戸山小：毎週土曜13：30-15：30

月1回：新宿区内

東戸山小又は若松地域センター
：月2～3回　土曜日に開催

牛込仲之小：第２,４日曜１４：０0-16：00



ﾌﾘｶﾞﾅ

氏  名

下記項目に変更のある方は　　ご記入ください。

入会者記入欄

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏  名 （  男  ・  女  ）

生年月日

住  所 〒

 区・市 

電  話

アドレス

保護者名 *2 印

*1 会員構成把握の為  ご協力ください。
*2 入会者が未成年の場合保護者の同意をお願いします。 個人情報は教室・大会等の連絡の他には使用しません。

以下 新宿チャレスポ 担当者が記入

受付者

受付日

会員区別 高校生まで      一般         賛助

15-

↑会員番号は３桁で
↑専門部アルファベット
例） Ｔ15－００１ テニス １番

受付の方へ：受付後、会費を添えて  目黒さんへ提出お願いします。 1503 改訂

受付専門部
（○をつけて

ください）

・Ａ　： 新宿あ・み・ま倶楽部
・B  ： バドミンドン
・Ｃ  ： チェアエクササイズ
・Ｄ  ： レクダンス
・Ｆ　： フットサル
・G  ： グラウンドゴルフ
・Ｋ　： たのしい将棋
・M  ： みんなでダンス
・Ｎ　： ノルディックウォーキング
・Ｏ  ： 親子バレーボール
・Ｐ  ： パドルテニス
・Ｒ　： タグラグビー
・Ｓ　： サッカー
・Ｔ  ：　テニス
・Ｘ　：　その他

平成 　　年    　月    　日

会員番号

西暦 　　　年   　月 　日 ←女性も必ず記入してください＊１

新宿区以外から入会
の方は該当する物に

○をつけてください *1

新宿区
在勤   在学

入会申込書

新宿チャレンジスポーツ文化クラブ（通称　新宿チャレスポ）

平成２7年度　　更新登録 申込書
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