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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５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

   
  
 
 
 
   

新宿あ・み・ま倶楽部 4/3（金） 
「目黒川の桜を愛でながら、目黒史跡散策」を開催しました 
新宿あ・み・ま倶楽部では、今年度第１回の活動として、4月 3日金曜日、目黒川の満開の桜を眺め

ながら目黒周辺の史跡を散策しました。 

アトレ目黒２前集合で、行人坂→大円寺→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→目黒区エコプラザ→目黒清掃工場前の公園→爺々が茶屋跡→三田用水跡のコースを巡りま

した。 

参加者の感想は以下の通りです。 

●ひとりで来たらきっと桜だけを見て帰ってしまったこ

とでしょう。 小山さんのご案内で目黒の歴史が詳しくわか

りました。 

●桜の種類もたくさんあると聞いていましたが、今日は「アマノガワ（里桜）」という珍しい桜も見

ることができました。 

●半日で 9000 歩も歩きました！とても気持ち良いです！ 

尚、新宿あ・み・ま倶楽部では今月号の挟み込みにて、Ｈ２７年度活動を紹介させていただいていま

す。お申込は、同用紙を利用いただくか、ホームページからでも行えますので、興味をひかれた方は

一度お申し込みください。 

 

 

 

 

 

  
《平成 27 年度 定期総会のご案内》 

本年度の定期総会を 5月 25 日月曜日（開場予定：19：00）に開催します。 

総会は、新宿チャレスポの昨年度活動・決算と今年度の活動計画・予算など、会員の皆様に報告し、

承認いただく大切な会です。年に 1回の開催ですので、ご都合のつく限りご出席をお願いいたします。

ご都合がつかない場合は、委任状の提出をお願いいたします。 

総会の案内は、一般会員の方には往復はがきでお送りしています。 

本年度も会員及び地域の皆様とともによりよい活動をお届けし

たいと思っておりますので、何卒宜しくお願いいたします。 

日時：5 月 25 日（月） 19：30- 

開会場所：若松地域センター 

新宿チャレスポだより 

大円寺↓   目黒川桜並木→ 



2 
 

第 21 回 チャレスポカップ  

ドッジボール大会 
7/5（日）開催決定！！申込締切 6/20（土）まで 

時間：小学校 1・2 年生…10：30～１2：００（受付は 10：00～） 

3 年生～大人…13：15～１4：45（受付は 12：45～） 

場 所  ： 新宿スポーツセンター大体育室 

参加費  ： 無料 

持ち物  ： あせふきタオル、水筒、うわばき 

■ 対象グループ予定（※参加チーム数によって変わることもあります） 

■【午前】☆1 年生の部 ☆2 年生の部■【午後】☆3 年生の部 ☆4 年生以上の部（大人を含む） 

 

 

 

 

【タグラグビ―】3/22 タグラグ卒業式 

いろいろ思い出しますね...。本当にま

た来てね！！ 

3月 22 日日曜日、芸術高校開催は 2014 年度

のタグラグの卒業記念開催でした。大人と 5年

生から卒業生2人に一言づつ贈る言葉を伝えま

した。そして最後にＫ監督から一言。 

まずはＪ君へ。今年から参加してくれて、サ

ントリーカップまではキャプテンとして引っ

張ってくれたこと、救世主のようでしたという

感謝と上達ぶりに対する褒め言葉をいただき

ました。ちなみに 3/15 の秩父宮タグフェスに

参加してくれていたら優勝できたかもとも...。

Ｊ君の長い手足のプレーには品の良さを強く

感じましたね。本当にありがとうね！ 

そしてＤ君へ。小学校 3年の春から参加して

くれて、4年生では初のサントリーカップ東京

都代表大会へ、5年生では副キャプテンとして

チームを牽引してくれました。Ｋ監督よりそこ

までの感謝のあと、残念だったのは今年度、も

しいてくれたら、2度目の代表大会は行けたん

ではないかという話も出ました。もちろん、責

めているのではなく、Ｄ君を褒めているので誤

解なく。素晴らしいプレーを見せてくれて、長

いことありがとうね 

 

 
 
 
 

【パドルテニス】春季大会、一般女子、ジ

ュニアＡともに優勝の快挙！！ 

４月１９日に中野体育館で開催された中野パ

ドルテニス春季大会に参加して、一般女子Ｃで橋

本・戸敷ペアが優勝、前田（新宿）・羽田クラブ

ペアが準優勝に輝きました。 

ジュニアはさすがに新宿と言われる戦いでジ

ュニアＡでは新中学生の吉野・杉本ペアが中学上

級生ペアを破り全勝で優勝、本来ならばＢクラス

出場予定２組が実力を買われＡクラス出場とな

り、戸敷・岸本ペアが同率３位、同じくＢクラス

の予定だった女子ペアの小森・前田ペアが３位の

戸敷・岸本ペアと勝ちゲーム数やセット数まで同

率のため、平均ポイント差０コンマいくつのポイ

ント差で同率５位の大活躍。さすが新宿と中野連

盟の方々から称賛され、新宿のレベルの高さを証

明しました。 

ジュニアＢには１年生ながら天賦の才を発揮

した吉野弟と弟のカバーを一生懸命頑張った３

年生の吉野次兄の兄弟ペアが３位と大健闘でし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新宿チャレスポ活動ＦＬＡＳＨ！！

今年はスポセンで大開催！！
※応募はホームページから又は 

６月号（次号）に挟み込む 

申込用紙をご利用ください。 

卒業生 4 名、本日来れなかった 2 名も含めて、君たちのこ

とをずっと忘れないからね！！ 
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【レクダンス】５月から新宿中学です！！ 

活動開始は吉幾三、美空ひばりも！！ 

平成 27 年度、最初のレクダンスは会議室で。 

ストレッチ後、新宿いきいき体操（座位）で体を 

温めました。 

４月１９日は体育館でのレッスン。 

新曲の『ちょい悪オヤジ』（吉幾三）。  

ちょい悪親父の哀愁を面白可笑しく表現したコ

ミカルな踊りです♪ 

『川の流れのように』（美空ひばり）は歌を聴き 

ほれながら踊りました。 

尚、牛込仲之小での開催は最終回となります。 

５月からは、第１第３土曜日の 13:00～15:00 

と曜日の変更。会場も新宿中学校武道場に引越 

しをします。東新宿駅より徒歩５分。 

皆さま是非ご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

【みんなでダンス】5/9 土 14：00- 

"ＨＩＲＯＫＯだんすぐるーぷファミリー

コンサート"のおしらせ 

５月９日土曜日 14：00-（開場 13：40）、第１

２回"ＨＩＲＯＫＯだんすぐるーぷファミリーコ

ンサート"開催されます。 

 地下鉄：大江戸線牛込神楽坂駅徒歩 0分、東西

線神楽坂駅徒歩１０分の牛込箪笥区民センター

で開催です。 

 入場は無料！ですが、整理

券が必要なので、初めて来ら

れる方は、念のため代表渡邉

先生（070-5556-9447）あて

に連絡くださいね。 

 ちなみに個人的には、昨年

の拍手のやまないカーテン

コールの情景がまだ目に焼

付いてる感じです。 

感動すること間違いなし！次から次へとステー

ジが変化して、子供から大人まで誰でも楽しめま

すので、ご家族そろっての鑑賞超お勧めです！！ 

 

【親子バレー】大人気！ソフトバレー 

「お久しぶりでーす」とやってきました姉妹二人。

親子バレーの第 1期卒業生です。 

今年から教室の手伝いをしてもらえることに

なりました。さっそくコートいっぱい使い子供

たちの相手をしてくれました。 

ソフトバレーのコート 2面を使う事により幅

広く技術の伝達が出来、指導者の人数も増える

と待ち時間なく有効な活動となると思います。 

楽しい声が聞こえる教室にしたいですね。 

そして8月2日(日)の大会に向かってもがんば

ろう！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ノルディックウォーキング】6/7（日） 

勝沼ぶどう郷ハイキングイベントのご案内 

ノルディックウォーキング専門部より、ノル

ディックウォーキングイーストというクラブが

企画する 6月に開催予定のハイキングイベント

をご案内します。 

6 月 7 日（日）、新宿駅周辺から貸切バスで出

発し勝沼ぶどう郷のコース約９キロを NW で歩く

イベントです。 

 詳細はチラシをご覧くださいませ。 

 参加費 5,000 円、レンタルポール 500 円です

が、チャレスポ会員様はレンタルポール込で

5,000 円でご参加できます！ 

 ノルディックウォーキングが初めてでも現地

でスタッフが個別にレクチャーするので安心で

す。 

 ご興味のある方は、

お手数ですがチラシに

書いてあるメールアド

レスではなくチャレス

ポの申し込みページよ

り入ってください。そし

て備考欄に「バスハイキ

ング希望」と明記してく

ださいますようお願い

します。 

 6 月 5 日(金)までお申し込みを受け付けてお

りますが、オープン募集中で先着 20 名様ですの

で定員になり次第締め切らせて頂きます。ご興味

ある方はふるってお申し込みくださいませ♪ 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
※●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）

2・9・16

（土）
3（日） 14（木） 6（土）

11・25

（木）
21（日）

9：00-

12：00

9：00-

12：00

18：00-

21：00

9：00-

12：00

18：00-

21：00

9：00-

12：00

天神小 天神小

2・9・23

（土）
10（日） 3（日） 9（土） 16（土）

6・20

（土）
13（土） 21（日） 27（土）

9：00-

12：00

13：30-

16：00

13：30-

16：30

13：30-

15：00

9：00-

12：00

9：00-

12：00

14：00-

15：30

13：30-

16：30

9：00-

12：00

芸術高校
ここ・から

広場
余丁町小 天神小 富久小

ここ・から

広場
芸術高校 余丁町小

6（土）

小学生

中学生

高校生

一般

高校生以上
18：30 -

20：45

13・20(水）

18：00-

19：30

小人

大人

13（土）

10：30-12：00

東戸山小

教室はお休み

18：30より

交流練習のみ

となります

20:00 -20：45

6(祝水）

2・9・16・23・30（土）

15：30-17：00

17：20-19：00

19：15-20：45

9・23（土）

13：00-15：00

新宿中

3・10(日) 12（火）

9：00-11：30 9：30-11：45

芸術高校 ここ・から広場

9・23(土） 24（日）

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）

戸山高校

10(日） 16(土）

14:00-16:00 14:00-16:00

芸術高校（個人） 富久小（初心者向け教室）

12：00-17：00 18：00-21:00

芸術高校 戸山高校

23・30（土）

18：00-20:15

富久小

3・10（日） 23・30（土）

10：00-12：00 なし

9：00-12：00

（中高生）

13：00-17：00

（交流練習）

18：30-20：00

2・16(土）

13：00-15：00

新宿中

2・9・16・23(土）

9：00-12：00

富久小

2・23（土）

10：30-12：00

16（土）9時45分　気象科学館（気象庁1階）前集合
（「竹橋駅」4番出口・徒歩1分 「大手町駅」C2出口・徒歩5分）

10：00-12：30

気象予報を知ろう

東戸山小

富久小 東戸山小(対象：大人のみ）

富久小

2・9・16（土）

13：30-15：30

東戸山小

6・13・20（土）

1・8・15・22・29(月）

18：30（準備含む）

-21：00

東戸山小(対象：大人のみ） 富久小

13（土）

9：00-12：00

14（日）

13：30-16：00

「西新宿・歌舞伎町」温故知新

13・20・27（土）

富久小

13・20(土）

4(水）12時45分　エコギャラリー新宿集合

13：00-16：00

20(土）

15：15-17：15

若松地域センター

15：30-17：00

17：20-19：00

19：15-20：45

18：30-20：00

6・20（土） 14・21（日）

3・10・17・24(水）

18：00-19：30

9：30-11：45

ここ・から広場

14・21(日)

9：00-11：30

芸術高校

20:00 -20：45

新宿中

なし

18：00-21:00

戸山高校

富久さくら公園
（芸術高校前集合）

富久小

14:00-16:00

芸術高校（個人）

9（火）

18：00-20:15

13(土）

9：45-12：00

戸山公園

14（日）

新宿中

だれでも

13・27（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

だれでも

だれでも

だれでも

21（日）

10:00-12：00

小学生
以上

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

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

●親子バレーボール
大200円、小中100円

レクダンス

前期分前払：2,500円

☆5月・6月の事業予定☆

6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

5月

4・11・18・25(月）

18：30（準備含む）

-21：00

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

教室
終了生

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

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

新宿中

9：00-12：00

6・13・27(土）

13：00-15：00

13：30-15：30

東戸山小

14:00-16:00

新宿中

富久小（初心者向け教室）

6・20（土）

6（土）

戸山高校

10：00-12：00

12：00-17：00

芸術高校



平成２７年度 あ・み・ま倶楽部 まち歩き  

★日程は変わることがあります。 

         

5 月１６日（土）午前１０時～12 時半   

●気象予報を知ろう 

気象科学館（気象庁 1 階）前集合（「竹橋駅」4 番出口・徒歩 1 分 「大手町駅」C2 出口・徒歩 5

分） 

気象科学館見学６０分の予定）→平川橋→北桔橋→北の丸公園→新露場（平成 26 年 12 月 2 日から

の「東京」の気象観測地点）→ 清水門  

 

６月４日（木）エコギャラリー新宿主催事業に参加します。 

       参加される方はエコギャラリーにお申し込みください 

●「西新宿・歌舞伎町」温故知新  午後 1 時～4 時  

エコギャラリー新宿→熊野神社→新宿中央公園→超高層ビル→→新宿住友ビル（旧淀橋浄水場蝶型

弁）→新宿国際ビルディング（ヒルトン東京・「新宿副都心水リサイクルセンター」）→十二社通り

ザ・パークハウス西新宿タワー６０→淀橋→成子坂→新宿グランドタワー→成子地蔵→成子天神→

常圓寺→幕府調練場跡→大ガード→西武鉄道→歌舞伎町シネシティ広場→歌舞伎町建設記念碑→

TOHO シネマズ新宿・ホテルグレイスリー新宿→歌舞伎町弁財天→新宿区役所→四季の道→新宿ゴ

ールデン街→花園神社 

 

７月１６日（木）     

●内藤新宿のお寺巡り。     

太宗寺（閻魔大王や曼荼羅などの特別公開の文化財を見学）→正受院（脱衣婆）→成覚寺（投げ込

み寺） 

 

８月 23 日（日） 午後 2 時～4 時  

●「鎮守の杜」を考えてみる。 

高田の馬場駅→田植地蔵→玄國寺→諏訪神社（夏祭りで、倉の公開もある予定） 

23 日は諏訪神社の夏祭りで 15 時から、祭礼、露店、里神楽がある予定。 

 

9 月 11 日（金）  午前 9 時３０分～12 時   

●神楽坂路地裏散策（９月寅の日） 

牛込見附→神楽坂→見番→熱海湯→小栗横丁→毘沙門天（寅の日）→本多横丁→芸者横丁→仲通り

→かくれんぼ横丁→兵庫横丁→寺内公園→神楽坂 

 

１０月日程未定 

●下落合を歩く～おとめやま公園へ行ってみよう～B.新宿エコポジの会 C.新宿あ・み・ま倶楽部 

下落合駅前→妙正川→辰巳橋→薬王院→野鳥の森公園→氷川神社→近衛町のご神木→目白駅 

 

12 月２３日（水・祝日）   

●天皇誕生日に皇居へ(江戸城散策) 

（この日は、坂下門から入れるので、富士見櫓がしっかり見ることができます。天皇の誕生日を祝

いながら旧江戸城を廻って見てみましょう）。 



 

平成２８年 1 月７日（木）  

●新宿 新山の手七福神巡り  

前年より少しコースを変えてみます。同じ所も変化を見付けたいです。 

神楽坂で昼食をご一緒したいです。 

 

平成 28 年２月３日（水）  時間は検討。午後２時～４時ごろだと思います。 

大久保駅から鎧神社、圓照寺を巡ります。 

＜鎧神社で古式鬼追いの儀を見学してみたいと思っています＞ 

 

平成 28 年３月 ２６日（土） 中央公園 タカトオコヒガンサクラを中心にして巡ります。 

 

 

＜注意＞ 

・集合・受付は 15 分前から。 

・持ち物→飲み物、汗拭きタオル、常備薬 

・原則として 雨天決行。嵐などの場合中止といたします。 

・チャレスポ会員は各回 300 円（資料コピー代など）会員以外は 1000 円を頂きます。 

・資料作成などの都合上、あらかじめ申し込みをしてください。 

・特別な変更のない場合、事前の連絡はいたしませんので、ご了承ください。 

＊コースは変更の可能性があります。 

 

●申し込み先 

 FAX ０３－３３５３－４３５２ 

 またはホームページからhttp://www.challesuoi.net

 

申込書  FAX  ０３－３３５３－４３５２ 

 

タイトル 

  

日時 

 

氏名                         会員番号 

 

連絡先℡番号 自宅                携帯電話 

 

住所  〒     － 

 

 

年齢      代 

健康状態   （良好    持病がある） どちらかに○を付けてください 

アレルギー  （ない、   ある→具体的にお書きください                        ） 

http://www.challesuoi.net/
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