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新宿チャレスポだより
『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。

5/4（祝水）みんなでダンス
ダンスグループ"にゅーとらるの

春の発表会に今年も参加！！

今年は午前午後 2 部制、＜第 1 部＞11：00-12：00
5/4（祝水）若松地域センター3Ｆ大ホールで今年もみんなでダンスの渡辺ひろこ先生が講師をして
いるだんすぐるーぷ"にゅーとらる"の春の発表会が開催されました。
昨年、一昨年と箪笥区民会館の大ホールだったので、今回はやや規模は縮小、ただし、開催は 2
部制となり、出し物も構成演目を調整してと、両方見てもあきることなく楽しめる充実した発表会で
した。
みんなでダンスのメンバーは当然参加で、かっこよかったです。
第一部の構成は以下の通り
1.シェイク,
2.プチラブ,
3.乃木坂の詩、
4.You're My Nunber One
5.When Will My Life Again
6.ベストフレンズ
7.フライングゲット
8.voice
9.名探偵コナンテーマ
10.行くぜ！！怪盗少女隊！！
11.Best Of My Life 、12.恋するフォーチュウンクッキー 13.さんぽ
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相変わらず本当に小さな少年少女から妖艶な美熟女までと幅の広い構成。そういう中でも継続参加
の子供たちは、年々成長してくるのがすごく素敵ですね。3 年前は可憐な少女だった子が大人の魅力
を出していたり、少年はしっかりダンスや進行をリードしてとても素敵な青年になってきています。
毎年思いますが、なんだか自分の家族の成長を見ているような暖かい気持ちに包まれるコンサートで
すよね。

＜第 2 部＞14：00-15：00
第 2 部は冒頭言いましたように 1 部とは、構
成や演目を少しづつ替えながら、2 部だけ参加
の子も合流するなどより充実したステージで
した。演目は以下の通りでした
1.シェイク,2.One,3.When Will My Life Again
4.オー！リバル 5.恋するフォーチュンクッキー
6.プチラブ 7.名探偵コナンテーマ、
8.行くぜ！！怪盗少女隊！！ 9.voice
10.フライングゲット
11.なんじゃ！モンじゃ！ニンジャ祭り！
12.Best Of My Life 13.さんぽ

《平成 28 年度 定期総会のご報告》
新宿チャレスポ 2016 年度の定期総会が、5 月 23 日月曜日 19：00
より若松地域センター第一会議室にて開催されました。
平成 27 年度の事業、会計、監査報告、平成 28 年度の事業計画案お
よび予算案、役員の改選などの全議案を承認いただきました。当日は
細部の数字上の指摘から、外国人の参加希望に関してなど、幅広い質
疑応答があり非常に充実した内容となりました。
その後の懇親会でさらに議論も深まり、スタッフ一同誠に有意義な総会であったと確認させていた
だき、今年度の活動へむかう勇気もいただきました。
参加していただいた来賓ならび会員の皆様、お忙しいところ大変ありがとうございました。

新宿チャレスポ活動ＦＬＡＳＨ！！
【タグラグビー】5/7・8 土日に８６名！
■連休最後にイベント並みの盛況でした！
今年の長い連休も 5/7・8 の土日で終焉となりま
したが、タグラグは土日合わせて 3 回の開催を行
いました。
中でも 5/7 土曜日富久小は朝から気持ち良い天
気に恵まれて、大人も合わせてなんと 55 名の参
加！！4/9 の年度初めの 56 名参加に次ぐイベン
ト並みの大盛況。皆様本当にありがとうございま
した。
勿論、何人来てもへっちゃらですは嘘でもはっ
たりでもないですよ。本日は、ヘッドコーチ・監
督とも用事でお休みでしたが、全く動じることな

く、まずは写真 1 枚目の手つなぎ鬼。監督・ヘッ
ドがいないと、遊びたいモードに子供たちがなり
すぎてしまうのが問題ではありますが楽しかっ
たですよ。
写真 2 枚目はラン
パス前のぞろぞろ
集合。このピシッと
集合しないところ
も、監督・ヘッド不
在の影響ですか、な
んとなくしまりが
ないかな...。
写真 3・4 枚目は小・中・高学年に分かれてのチ
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■４月１６日（土）13：00-15：00

ーム練習。少人数でレベルがあうと、ぐっと集中
しているのが伝わりますかね。ただ、何人来ても
へっちゃらなのは、大人もちゃんと来てくれてい
るからということがよくわかりますね。スタッフ
＝大人の皆様どうも本当に感謝です。

新宿中学校武道場での今回の参加者も３名と前
回と同じ人数ですが、チャレスポＯＢのＪ君が
サポートとして手伝ってくれました。
先ずは、いつものストレッチから...。
小学生のリクエストＮｏ，１の『無敵なハート』
／倉木麻衣にも挑戦しました。
最後に『Ｏｐｅｎ Ａｒｍｓ』／Ｊｏｕｎｅｙ
今回は、世代を超え盛り沢山のレッスンでした。

■5/8 日曜日 AM 戸山小 10 人 PM 富久小 21 人
冒頭申しましたように開催は 3 回で、後の 2 回の
はじめが 5/8AＭ。これは大久保広場の戸山小に
お手伝いで参加して戸山小の子供たちと 10 名で
開催。最後の 1 回は富久小の高学年練習で、こち
らには久しぶりの美少女 K ちゃん来てくれたり
と、オカパー的にはそれだけでも大満足な開催で
したが、21 名の参加でした。
3 回の合計はなんと 86
名！！。大型連休最後の
土日に沢山の家族がき
てくれてとっても素敵
な GW の締めくくりとな
りました。
子供たちがいっぱいの休日って本当に素晴らし
いし、一緒に遊んでくれるお父さんお母さんとも
輝いて見えました。改めまして参加いただいたす
べての皆様に心から御礼申し上げます。

【たのしい将棋】7/9（土）
たのしい将棋大会参加者大募集！！
7/9 土曜日、9：00-12：00、新宿中ミーティン
グルームにおきまして“たのしい将棋大会”が開
催されます。小学生の部、中学生の部の 2 つのカ
テゴリーで、大人の部はございませんのでお間違
えの無いようにお願いします。
お申し込みは、
今月（6 月）号の
挟み込みチラシを
ご利用いただくか、
ホームページから
お願いします。

【レクダンス】★４月 2・１６日（土）
■４月２日（土）：新宿中学校武道場

【第 10 回全国スポーツクラブ会議】
in かなざわ・いしかわに参加して

13：00-15：00 の今年度最初のレッスンには、３
名の方が参加されました。ゆっくりとストレッ
チをした後には、『新宿いきいき体操』でウォー
ミングアップをおこないました。

馳 浩文部科学大臣をはじめ多くのご来賓の出
席の中 5 月 21 日（土）22 日（日）の二日間
北は北海道から南は沖縄まで全国から 830 名ほ
どが石川体育館に集い、開催されました。
体育協会、NPO 法人格を取得して施設の指定管
理者となっているクラブ、任意団体として活動
いるボランテイアクラブなど地域の違いそのま
まに活動もさまざまでした。最後に以下のよう
に宣言文を確認して閉会となりました。「私たち
はスポーツ環境づくりと地域づくりに主体的に
取り組みます。スポーツがすべての人のためで
あるように、クラブがすべての人の可能性に寄
与できることを目指します。総合型地域スポー
ツクラブが地域の皆様の豊かな暮らしに貢献で
きるよう、そしてその担い手をはぐくむ組織と
なれるよう次の 10 年を目指して取り組みます」
(一部抜粋)

ひとり踊りの『ＫＡＧＵＹＡ』／ＮＥＷＳ こち
らは昨年夏から練習しています。４ウォール（９
０°ずつ４方向に向きを変える）のワルツのライ
ンダンスです。年度初めで慌しい中、昨年度に
引き続き参加いただきありがとうございまし
た。
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☆６月・７月の事業予定☆
事業名

6月

対象

参加費／回（会員）

パドルテニス

6・13・20・27(月）

大学生以上200円、
小中高まで100円,(初回無料)

18：30（準備含む）
-21：00

だれでも

※会場はすべて体育館です

雨天中止

だれでも

6/12(日)ＡＭ： 戸山小
6/26(日)ＡＭ：落合4小

新宿あ・み・ま倶楽部
会員300円、非会員500円

レクダンス

●親子バレーボール
ソフトバレーボール

4・11・18・25(月）

14・28
（木）

18：00-21：00

9：0012：00

18：30（準備含む）
-21：00

18：0021：00

天神小

天神小

東戸山小(対象：大人のみ）

富久小

26（日）

2・16・30（土）

24（日）

9（土）

23（土）

東京カップ

9：0012：00

14:0015:30

9：0012：00

13：3016：30

9：00-12：00

13：3016：30

9：0012：00

9：0012：00

富久小

ここ・から
広場

余丁町小

富久小

天神小

余丁町小

だれでも

Ａ３出口集合

富久小

７月24日（日） 穴八幡境内集合

午前９時３０分～12時

午前９時３０分～12時

白山神社「あじさいまつり」を観に行こう。

水稲荷神社
髙田富士の「ふじまつり」で富士山に登ろう。

11（土）

18・25（土）

16・23（土）

10：00-12：00

10：00-12：00

10：00-12：00

東戸山小

若松地域センター

若松地域センター

小学生
以上

4・18(土）

2・15(土）

13：00-15：00

13：00-15：00

新宿中

新宿中

11・25（土）

2・23・30（土）

9：00-12：00

9：00-12：00

大200円、小中100円

富久小

富久小

バドミントン教室
前期分前払
小・中学生4,000円
高校生・一般12,000円

バトミントン交流練習

4・18・25(土）

11（土）

2・9・16・23・30(土）

小学生

15：30-17：00

中止

15：30-17：00

中学生

17：20-19：00

中止

17：20-19：00

高校生

19：15-20：45

19：15-20：45

19：15-20：45

一般

18：30-20：00

18：30-20：00

18：30-20：00

高校生以上

20:00 -20：45

20：00-20：45

20:00 -20：45

2,000円（10回分前払）
バドミントンフォローアップ講座
前期17,000円 毎週水曜日
ジュニア（Ｊｒ）練習：400円/回

新宿中

新宿中

教室
終了生

8・15・22・29(水）

12・26(日）※Ｊｒ

6・13・20・27(水）

24・31(日）※Ｊｒ

18：00-19：30

18：00-21:00

18：00-19：30

9:00-12:00
18:00-21:00
富久小

富久小

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

4・18（土）

12・19（日）

9・23（土）

17（日）

小人

なし

10：00-12：00

なし

10：00-12：00

大人

18：00-21:00

12：00-17：00

18：00-21:00

12：00-17：00

戸山高校

芸術高校

戸山高校

芸術高校

サッカー
会員：１人300円
非会員：１人1000円
小学生：無料

小学生
～大人

フットサル
大人：
小人：

だれでも

500円
100円

4・18（土）

9・23（土）

18：00-21:00

18：00-21:00

戸山高校

戸山高校

11（土）

19（日）

25（土）

16（土）

24（日）

14：00-16：00

14:00-16:00

9:30-11:30

14：00-16：00

10：00-12：00

富久小

富久小

●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）

だれでも

※新宿御苑等への入園料は個人負担
※雨天中止

グラウンドゴルフ
回数券10回分：1,000円

だれでも

●合気道
だれでも

800円/月

11・25(土）

26（日）

9・23(土）

17（日）

9：45-12：00

10：00-12：00

7：15-9：30

7：45-9：30

戸山公園

富久さくら公園
（芸術高校前集合）

戸山公園

富久さくら公園
（芸術高校前集合）

7・14・28(火)

12（日）・25（土）

5・12(火)

9：30-11：45

13：00-16：00

9：30-11：45

ここ・から広場

富久小

ここ・から広場

2・9・16・23・30(木）

7・14・21・28(木）

18：00-21:00

18：00-21:00

新宿中

●たのしい将棋
１回：200円

富久小

25（土）

６月日１４日（火） 地下鉄三田線 白山駅

だれでも

17（日）
9：0012：00

11（土）

30歳
以上

半期分前払：3000円
会員：３００円/回

2・16（土）

9：0012：00

11（土）

●みんなでダンス
幼児:無料、小・中・高校生:200円
18才以上:300円
それぞれ５回分回数券発行
見学、体験無料

18（土）

5（日）

冨士森陸上
競技場

※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

9・23（木）

東戸山小(対象：大人のみ）

●タグラグビー
自由参加・無料

7月

小学生
中学生

新宿中

4・25（土）

9（土）：将棋大会

23（土）

13：00-15：00

9：00-12：00

13：00-15：00

新宿中

新宿中

※●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
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7 月 9 日（土）9：00～12：00

■将棋大会の参加者は、新宿区在住・在学者に限らせていただきます

チャレスポ将棋大会
し

氏

めい

年齢

名

連絡先電話番号
住

所

経験：

（〒
なし

チャレスポ
備考欄

申込書

／

学校名
－

）

あり

棋力（

会員

・

非会員

（

小・中

）
どちらかに〇）

学校

年

