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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

   
  
 
 
 
   

２０１５年度新宿チャレスポ活動開始！！ 

祝！ご入学・ご進級！！  
 

3/14（土）東京武道館 地域スポーツ交流会 

“みんなでダンス”ダンス！ダンス！ 
■武道館ステージ！黒田節、妖怪ウォ

ッチも、はじけて踊って大拍手！！ 

3/14土曜日東京武道館で都内50の地域スポ

ーツクラブが集結する地域スポーツ交流会に

"みんなでダンス"参加して、ステージ発表し

てきました。 

発表はおおとり前の重要な出番。ゲスト朝日

健太郎さんトーク実演が終わってから２番目

という、かなり重要なところ。ちなみにダン

スメンバー、年齢格差３０年以上はあろうか

という感じでしたが、美熟女から少女そして

イケメン男子少々の総勢２０名のまぁ女子力

中心ステージでとてもすてきでした。（男子

目立ってないわけではないよ、誤解なくね） 

 ステージは、みんなでダンス主宰渡辺ひろ

こ先生の振付の黒田節からスタートで、妖怪

ウォッチもいつもの通り元気いっぱい。 

服を脱ぎ棄ててステージ下ではじけて踊っているところはとって

も華やかでした。 

■本番以外でも大活躍！！よさこいに飛び入り参加 

又、ステージ発表後におおとり“よさこいダンスグループ”に飛

び入り参加や、じゃんけん大会で本日のゲスト朝日健太郎氏サイン

入りバレーボールをゲットするなど目いっぱい楽しみました。 

 

新宿チャレスポ 

2015 年度会員大募集中！！ 
新年度の会員募集始まっています。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、ご提出くださいね。 

 

新宿チャレスポだより 
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【タグラグ】3/15 日曜日  快挙！！ 
秩父宮タグフェスで準優勝！！ 
■ラグビーの聖地：秩父宮競技場タグフェスで快挙！準優勝でした！！ 

３月１５日日曜日、港区タグラグビーフェスティバル

へ今年も参加してきました。大人子供ともで３０名超、

朝 10：00 のクリニックから、皆様本当にありがとうご

ざいました。 

 午後の大会は事前申込抽選制で、今年は大人子供と

も各１チームの当選となっていました。３年生以下の

子供たちは今年は見るだけだから午後は解散という風

にしていたのですが、ほとんど居残って高学年と大人

の応援をしてくれました。本当にありがとうね。ご同

伴いただいた保護者の皆様にも感謝です。 

さて試合ですが、殆どいいところのなかった大人チー

ム（僅差の３連敗！！）はさておくとして、子供たち。 

予選リーグ３試合は、11-1ＶＳ緑ヶ丘マダックス、6-5

ＶＳトライアタックス、３試合目は大人ゲームと重な

ってメモできずでしたが、危なげなく３連勝。ちなみ

に３試合目は、Ｋ監督、前後半の先発を２,３年チーム

で構成するなど粋なはからい。低学年の子供たち、ラ

グビーの聖地を意識しているかどうかですが、楽しそ

うにプレーしてました。 

■ひかりきっずと互角の決勝惜敗、でも準優勝

ってすごい！！ 

 いよいよ、決勝ですが、相手はこれまで何度も対戦

してきた"ひかりきっずくらぶ"。東京都内２３区では

最強で、チャレスポチームが２年前、東京都代表大会

へ進んだ時も予選で 2-10 と完敗するなど、勝てそうな

気がしたことが一度もないチームでしたが、今回は違

っていました。伝統的にパススキルの高いひかりきっ

ずにパスワークではやや分が悪かったですが、それを

補って余りある、アタック力。タグをとられても切れ

ることのないトップスピードの連続攻撃、ランでは間

違いなくうちのほうが魅力的なタグラグビーしてまし

た。ディフェンスも厳しく、リードされていたのを一

度は追いつき追い越した試合展開でしたが、最後の最

後は個人技で振り切られたところでしたかね。結果 7-4

（オカパー集計では５トライだったんですが、どれか

が認められなかったようです）。ちなみに決勝で３ト

ライも上げたＡちゃんの鋭い飛び込みを目の当たりに

した３年生のＹ君が、トップスピードで受けてディフ

ェンスを振り切ってトライの鮮やかさに"スゴイ！ス

ゴイ！"と大興奮。もちろんオカパーも隣で飛び跳ねて

ましたけど、素晴らしいプレーが後輩に与える影響は

計り知れません。高学年のみんなすごい感動をありが

とうね。内容の伴う準優勝です！胸を張ろう！ 表彰式：卒業生２人が 

記念の準優勝トロフィーゲットだぜ！！ 
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【たのしい将棋】3/14 土曜日 

たのしい将棋大会でした！！ 

3月 14 日（土）9時 30 分から新宿中学校ミ

ーテイングルームにて「たのしい将棋大会」が

開催されました。 

＜中学生の部＞ 

１位：鈴木康介 （１年） 

２位：村上健太郎（３年） 

３位：永井祥太 （２年） 

＜小学生の部＞ 

１位：遠田直季 （１年） 

２位：小野哲司 （４年） 

３位：白砂虹太郎（３年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【パドルテニス】パドルテニス大会中野 

■大人チーム、大健闘第 6 位！！ 
3 月 7 日にパドルテニス

中野連盟クラブ交流会に

出場しました。普段の運

営や指導者としての苦労

を忘れて、楽しむ大会な

ので、準会員になってい

る新宿もチャレスポチー

ムで頑張ってきました。 

本場のクラブの指導者

たちに、１勝でもすれば

いいと思っていたのです

が、１４チーム中６位と

大健闘でした。 

この大会で練習不足を感じた人もいて、これか

らは自分たちも練習に励まなければとこれから

の練習に意欲を示していました。 

■ジュニアＡＢクラス共に第 2 位！！ 
次の週の３月１５日には中野区長杯ジュニア

大会に参加しました。中野連盟のご厚意でジュニ

ア育成のために他の区のジュニアも参加できる

とのことで、レベルの高い大会の一つです。 

その大会でジュニアＡでは小森兄弟ペアが２

位、ジュニアＢでは岸本、前田ペアが２位と実力

を発揮し、他のペアは普段の練習の成果を出し切

れず、上位入賞はできませんでしたが「さすが新

宿！」と言われるほどの大健闘でした。 

パドルテニスは

小学生から年配者

までどなたでもで

き、室内で行う硬

式テニスといわれ

ていますが、奥が

深いという方が多

いスポーツです。 

【レクダンス】3/1（日） 開催報告 

“新宿いきいき体操”から“太極柔力球”、

“石川さゆり”、“美空ひばり”も 

３月１日のレクダンス教室は、冷たい雨の中の

開催で参加者は４名でした。入念なストレッチか

ら、『新宿いきいき体操』で体を温めました。 

鉄腕アトムや歌舞伎のポーズなど地元新宿に

ちなんだポーズで、体をしなやかに同時にスクワ

ット等の動きを加え介護予防に役立つ体操です。 

 

 

 

 

 

 

次に、広い体育館を利用し『太極柔力球』を練

習しました。 膝を柔らかく、遠心力を利用して

ラケットからボールが落ちないように腕を大き

く振ります。 

楽しいダンスタイムには、『さがり花』（石川

さゆり）。 ゆったりとした曲に合わせて、しっ

とりと踊りあげます。その次は、『柔』（美空ひ

ばり）。さがり花とは対照的な男らしい振付で。 

最後には『この街で』（ブラザーズ５）。 

動きやすいワルツのリズムで、３／４ずつ回転

しながら正面が変わる踊り。 

 いわゆるカントリーラインダンスです。 

 初めて練習した会員さんも方向音痴になるこ

となく、気持ちよく踊ることができました。 

  

 

 

 

 

 

 

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・23

（木）
12（日）

11・18

・25（土）

2・9・16・

30（土）

3・17

（日）
14（木）

18：00-

21：00

9：00-

12：00

9：00-

12：00

9：00-

12：00

9：00-

12：00

18：00-

21：00

天神小 天神小

12（日） 25（土） 26（日）
2・9・23

（土）
10（日） 3（日） 9（土） 16（土）

14：00-

16：00

9：00-

12：00

14：00-

16：00

9：00-

12：00

14：00-

16：00

14：00-

16：00

13：30-

15：00

9：00-

12：00

余丁町小 芸術高校 芸術高校
ここ・から

広場
余丁町小

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）

5(日）

9:00-12:00

富久小

芸術高校（個人）

戸山高校

3・10(日)

9：00-11：30

芸術高校

12（火）

9：30-11：45

ここ・から広場

9・23（土）

10(日）

14：00-16：00

20:00 -20：45

3・10（日）

10：00-12：00

12：00-17：00

なし

18：00-21:00

新宿中

富久小

23・30（土）

2・16(土）

18：30-20：00

レクダンス

300円

芸術高校

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

新宿中

9：00-12：00

2・23（土）

東戸山小

2・9・16・23(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）

だれでも

●親子バレーボール
大200円、小中100円

17：20-19：00

19：15-20：45

☆4月・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

※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

だれでも

4月

13・20・27(月）

18：30（準備含む）

-21：00

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

小学生
以上

小学生
～大人

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

●チェアーエクササイズ
400円（10枚綴り券3000円）

●みんなでダンス
幼児：無料

小中高：200円
一般（18才～）：300円

10：30-12：00

13：30-15：30

だれでも

だれでも

だれでも

10（日）

10:00-12：00

新宿中

だれでも

9・23（土）

13：00-15：00
●たのしい将棋

１回：200円

●グラウンドゴルフ
大人200円　小中100円

新宿中

18：00-20:15

9・23(土）

9：45-12：00

戸山高校

戸山公園
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）

16(土）

東戸山小(対象：大人のみ） 富久小

4・11・18（土）

9：00-12：00

富久小

4・18（土） 25（土）

13：30-15：30

東戸山小

牛込仲之小

戸山シニア館

3(金）9時30分　目黒駅・アトレ集合

9：30-12：30

目黒川の桜を愛でながら、目黒史跡散

4・18（土）

10：30-12：00

東戸山小

11・18・25(土）

9：00-12：00

富久小

11・18・25（土）

15：30-17：00

17：20-19：00

19：15-20：45

18：30-20：00

20:00 -20：45

新宿中

8・15・22(水）

18：00-19：30

12(日） 19(日）

富久小

11・25（土） 12・26（日）

なし 10：00-12：00

18：00-21：00 12：00-17：00

戸山公園
富久さくら公園

（芸術高校前集合）

12・26(日)

9：00-11：30

14：00-16：00 14：00-16：00

芸術高校（個人） 富久小（初心者向け教室）

11・25(土） 26（日）

13：00-15：00

2・9・16・23・30（土）

15：30-17：00

9：45-12：00 10:00-12：00

戸山高校 芸術高校

11・25（土）

18：00-21：00

戸山高校

芸術高校

14（火）

9：30-11：45

ここ・から広場

富久小

4・11・18・25(月）

18：30（準備含む）

-21：00

計画中
※詳細はホームページに掲載予定

13：30-15：30

東戸山小

東戸山小(対象：大人のみ）

19(日）

14：00-16：00

13・20(水）

18：00-19：30

富久小

2・9・16（土）

11・25（土）

13：00-15：00



開催日 時間 場所 開催日 時間 場所
 4月 4日（土）   9:00 〜 12:00 富久小学校  5月 9日（土）   9:00 〜 12:00 富久小学校

 4月11日（土）   9:00 〜 12:00 富久小学校 5月 9日（土） 13:30 〜 15:00 ここから広場

 4月12日（日） 14:00 〜 16:00 富久小学校 5月10日（日） 14:00 〜 16:00 富久小学校

 4月18日（土）   9:00 〜 12:00 富久小学校 5月16日（土）   9:00 〜 12:00 余丁町小学校

4月25日（土）   9:00 〜 12:00 余丁町小学校 5月23日（土）   9:00 〜 12:00 富久小学校

4月26日（日） 14:00 〜 16:00 都立総合芸術高等学校 5月24日（日） 14:00 〜 16:00 都立総合芸術高等学校

 5月 2日（土）   9:00 〜 12:00 富久小学校

※参加費無料　持ち物（汗拭きタオル・飲み物）。天神小学校以外は雨天中止。

※　3月 15日（日）　港区タグラグビーフェスタ（秩父宮ラグビー場）
　　　　　　　　　　ジュニアの部　準優勝

４月〜来年 3 月（1 年間）

小学生〜高校生   500 円
※年会費  

大　人　　　   1,000円



タグラグビー　サントリーカップに参加して
秩父宮ラグビー場の芝生の上で試合をしよう！

新宿チャレスポ  スパイダーズ
新宿区内の小学校の
新5年生、6年生大募集!!
※新宿区以外の子供でもお父さんお母さん同伴なら参加OKです。

　サントリーカップは小学４年生以上しか出場出来ません。（小学生のみ大会）

　サントリーカップはタグラグビー（小学生対象）の大会で一番大きな大会です。（日本ラグビー

協会主催）全国、北海道から沖縄までの小学生のチーム（1225チーム）が参加します。全国大会の

会場は昨年まで秩父宮ラグビー場、新宿区の国立競技場を使用しており、前回まではラグビーの

日本選手権の前に行っていました。東京代表は最近、２校出場できるようになり、今年の大会は、

八王子市立七国小学校が見事優勝しました。東京都の場合、23区、多摩地区、八王子地区の3会場

で11月から東京予選が行われ、上位ベスト４の４チームが東京ブロック大会に出場できます。そ

こで優勝、もしくは準優勝で全国大会への道がひらけます。

　タグラグビーの試合は１チーム5名で行います。試合時間は通常7分、1分休憩、7分で行います。

但し、参加チームの多い大会はもう少し時間が短くなります。勝敗はトライの数で決まります。ト

ライは１回、１点です。トライの数の多いチームの勝利です。ラグビーで行うスクラム、キックす

るプレーはありません。タックル、モール、ラックなど危険なプレーなどもありません。

◎秩父宮でタグラグビーをやりたい子ども
◎走ることが大好きな子ども
◎足の速い子ども
◎チームワークを大切にする子ども
◎小学校の思い出にタグラグビーをやりたい子ども

興味のある子どもさん、お父さん、お母さんなど、ぜひこの機会に一度見学にいらしてください。
開催日、時間、場所は裏面をご覧ください。雨天もしくは諸事情で開催出来ない日もございます。
練習場所は新宿区立の小学校が主ですが、すべて人工芝か天然芝のある安全なグラウンドです。
今年4月から、4年生以上の上級コースも月に１回新設します。
お問い合わせ先は裏面をご覧ください。このチームに所属するには新宿チャレンジスポーツ文化
クラブの会員になっていただきます。
ホームページからも活動の内容がご覧いただけます。（http://www.challespo.net/）

新宿チャレスポ　スパイダーズ
（※新宿区でサントリーカップに参加している唯一のチームです。）

新宿チャレスポスパイダーズは平成21年からサン
トリーカップに参加。昨年、一昨年はあと一歩のと
ころで東京ブロック大会進出を逃しました。今年
こそ、新戦力を加えて、まず東京ブロック大会へ。
そして、全国大会出場が目標です。また、東京カッ
プ、関東学院カップ、城南カップ、浦安カップなど
対外試合を行います。夏合宿、クリスマス会、卒業
記念イベントなど各種イベントも行います。

サントリーカップ2012
ベスト4進出　東京ブロック大会へ



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



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1,3日曜ＡＭ9：00-12：00
　　　　第2,4木曜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17：20-19：00
　　　　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

新宿中：第１,3土曜　13：00-15：00
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