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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２８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

   
  
 
 
 
       
パパとＧＯ！（ママも） 

チャレンジツアー 第１回・２回報告 
第３回 9/17 土タグラグビー天神小 

ーこの事業は公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

が支援していますー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2（土）第１回パドルテニス！！お母様はまってました。 

7/2 土曜日 10：30-11：30、天神小体育館にて新宿チャレスポ子育て支援特別企画"パパとＧＯ！（マ

マも）チャレンジツアー"の第 1回パドルテニスが開催されました。 

2 組の親子で参加いただき誠にありがとうございました。 

この子育て支援特別企画は今年で 3回目、未就学児童と

その保護者をターゲットとして開催しており、過去 2回は

ダンス系中心でしたが、今年度は 14 の専門部のあるチャ

レスポ組織の強みを生かし、親向けには通常プログラムへ

の参加、幼児には各専門部の幼児用特別プログラムを考え

ていただき、特別指導を行うという趣向です。親と子は近

くにいても別メニュー。過去 2期の経験を活かして親だけ

新宿チャレスポだより 

参加者大募集！ 

写真：パパとＧＯ！（ママも）第２回 “なりきりＥＸＩＬＥ” 

■今月号（9 月号）の挟み込みで 

第 3 回から第 8 回までの予定も確認ください 
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が楽しむ時間、でも一緒に遊んでいる感覚を追及していく

のがテーマとなります。 

 第 1 回パドルテニスでは前頁写真の親子の距離に注目を。

小さい子には大人が大勢で面倒を見て、文字通り手取り足

取り一緒に遊びます。そのすぐ後ろでは写真右のように親

が楽しくスポーツします。又、子供を満足させるため動物

さんボールや軽量化したラケットも準備しました。 

約 40 分程度のプログラムでしたが、子供は動物さんボールを打ち返すのに夢中で頑張っていました。 

参加された母親 2名は、"パドル楽しい！！幼児用に色々考えていただき、感謝です。これならま

た来たいです"という狙い通りの反応が返ってきました。小さいお子様を丸々預けるのではなく、そ

れぞれのメニューで対応していくという新しい試みでした。 

8/6(土)第 2 回みんなでダンス "なりきり 

ＥＸＩＬＥ“vs 踊るポンポコリン、 

そして絶品ヒーリングストレッチ！！ 

8/6（土）若松地域センターにて 15：30-16：30、第 2回

子育て支援イベントは、みんなでダンス主催"なりきりＥ

ＸＩＬＥ"でした。大人だけチューチュートレイン。子供

たちは別メニューで"踊るポンポコリン"という、それぞれ

にのびのびと行うというコンセプト通りの企画。 

とはいえプログラムの最後に発表会を行う大人には楽しくも厳しいメニューでしたでしょうか？？。 

プログラムの一番目は、右上写真このイベントをリードするみんなでダンスの渡邉ひろこ先生の体操

です。最初と最後に行ってくれるこのストレッチがたまらないヒーリング感覚です。子育て支援プログ

ラムのすべてに先生のこの癒しのストレッチがついてきますので、一度ぜひお試しください。天にも昇

るようとはこのことか、気持ちいいですよー♪♪ 

 発表会では子供たちはフルコーラスポンポコリンを活

発に踊ってくれました。元気だし、とてもしっかりと振付

を覚えていて感心でした。一方大人は、頭だけ。時間にし

て 1分あるかないか？それでも親父ダンサーズ＆ママさ

んズには本当に楽しくて気持ちいい一時間でした。 

次回第３回は 9/17（土）10：30-11：30 天神小で

タグラグビ―開催します。お気軽に参加ください。 

連絡先：070-5556-9447（担当渡邉）Ｅメール：info@challespo.net  

 

 
 

【新宿あ・み・ま倶楽部】 

7/17 水稲荷神社の「高田富士祭り」で
山に登ろう！  ＜報告＞ 

次回 9/16（金）9：30-12：30 
見どころいっぱい 上野の山を歩く。 
■集合：上野恩賜公園入口（交番横集合〉 

※次回詳報は今号の挟み込み又はＨＰにて！ 
―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。― 

7 月 17 日（土）午前  9 時 30 分、穴八幡神

社境内に集合して、素晴しく変身した高田富士

を探訪しました。コースは 穴八幡宮（早稲田）

～宝泉寺・日行青山墓～ 早稲田大学富塚跡～髙

田富士～水稲荷神社～甘泉公園～山吹の里～面

影橋（解散）で講師は小山裕三 氏（エコまち歩

きガイド）。いつものことながら配布される資

料が素晴しく、あみま倶楽部活動の今までで一

番多い２４名の参加。 タイトルの高田富士には

年に二日しか登れない貴重な経験でした。 

 

 

 

 

 

 

 

新宿チャレスポ活動ＦＬＡＳＨ！！
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【パドルテニス】 

6/18（土）ジュニアの部完全優勝 

（東京都民スポレクふれあい大会） 

6月 18 日に港区スポーツセンターで開催された

パドルテニス東京大会（パドルテニス東京都民ス

ポレクふれあい大会）で、吉野・小森ペアが全勝

でブロック大会を突破、決勝でも圧倒的強さで見

事優勝しました。 

「相変わらず新宿は強いね」「しばらくは新宿に

は勝てないね」と他地区の方々に評価され、チャ

レスポ第一期生の力を証明しました。 

小さいころからパドルテニスをやっている子供

たちは、硬式テニスや軟式テニスを始めた時に、

上達が早いと評価されています。 

また、硬式テニスには無いスピード感を養いやす

く、動体視力の発達や反射神経の発達にも寄与す

ると言われています。 

今回優勝した吉野・小森ペ

アも小さいころにパドルテ

ニスを覚え、吉野君は硬式

テニス、小森さんは軟式テ

ニスでも良い成績を納めて

います。 

【レクダンス】7/2・16（土）開催報告 
★７月 2 日（土）新宿中武道場 

暑さの厳しいお稽古でしたが、５名の参加者があ

りました。 

 熱中症予防に留意しながらのレッスン。 

『モーニングストレッチ』でじわじわと身体をほ

ぐしてから、『ラブとピース』『助六さん』。講師

を含め６人のカップルが３つでパートナーチェ

ンジのある『アモーレ・ミオ』を楽しみました。 

 

 

 

 

★７月１６日（土）新宿中武道場 

連休初日のレクダンス教室は、４名の参加があり

ました。 前週に講師が神戸の全国大会に出場し

ましたので、そこで発表された新曲を主にお稽古

しました。 

 

 

 

 

【バドミントン】9/22（祝木）交流大会 

9月 22日(祝木)第 21回新宿チャレスポバトミン

トン交流大会が開催されます。 

場所：富久小体育館 

9：30-12：00  小中学生の部 

13：00-19：00 一般の部 

詳しくは本号（９月号）の挟み込みかＨＰ

にて確認の上お申し込みください。 

【たのしい将棋】7/9（土）将棋大会開催 

平成 28 年 7 月 9 日（土）新宿中学校ミーテイン

グルームで小学生5名中学生6名特別参加2名の

計 13 名で大会が開催されました。小学生の部は

リーグ戦で、中学生の部（特別参加も含む）スイ

ス式トーナメント式で対戦しました。 

＜小学生の部＞ 

優勝：石井和彦さん  

準優勝：前田知嗣さん  

3 位：前田英明さん  

＜中学生の部＞ 

優勝:山根快斗さん  

準優勝:鈴木康介さん  

3 位:町田健輔さん 

なお特別賞の遠田直季さんはこの後開催

された「第 15 回大山康晴杯倉敷王将戦小

学校低学年の部」東京都代表で参加し、

見事全国 3 位になりました。おめでとう

ございます。 

【ノルディックウォーキング】7/17 早朝 NW 

■あみま倶楽部とコラボで新機軸！！ 

7/17(日)の富久さくら公園・総合芸術高校での体

験会は、早朝 7時 45 分～9時 30 分の開催。NW

で気持ちいい汗を流しました。７名の方と西向天

神社→新宿イーストサイドスクエアと、古さと新

しさを二つ楽しんできました終了後は専門委員

とスタッフの 2名で「新宿あ・み・ま倶楽部」に

も途中合流しました。 

説明を聞きながら水稲荷神社

の髙田富士に登り、甘泉園公園

を散策しました。 戸山公園体

験会でもこの辺りまで足を延

ばすことがあるのですが、歴史

的な由来はあまり気にしてい

なかったので新しい発見が沢

山ありました。 

【タグラグビ―】合宿 9/18・19 大募集！ 

タグラグビーでは下記日程場所で合宿行います。 

日時：9/18（日）午後-9/19（祝月）午前 

場所：新検見川駅近く検見川東大セミナーハウス。

小人 ４２００円+８００円（保険代） 

大人７８００円：2 次会含 

※食事代含む、交通費は別 

西瓜わり、花火大会 

詳しくはＨＰにて！ 
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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）

3・17

（土）
4（日） 8（木） 2（日）

13・27

（木）
8（土）

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

3（土）
11・25

（日）
10（土）

17（土）

イベント
24（土） 1（土）

9・23

（日）
29（土）

9：00-

12：00

13：30-

16：30

13：30-

15：00

9：00-

12：00

9：00-

12：00

9：00-

12：00

13：30-

16：30

9：00-

12：00

ここ・から

広場
天神小

※パパとＧＯ！
余丁町小 余丁町小

小学生

中学生

高校生

一般

高校生以上

25(日）

※Ｊｒ
30（日）

18:00

-21:00

18:00-

21:30

小人

大人

9・23

（日）

10：00-

12：00

18：00-21:00

戸山高校

9：45-12：00

戸山公園

12：00-17：00

芸術高校

23（日）

9：45-12：00

富久さくら公園

8・22(土）

8・22（土）

11・25（火）

9：30-12：00

ここ・から広場

13：00-16：00

29（土）

18：00-21:00

戸山高校

9・23（日）

10：00-12：00

22・29（土）

なし

グラウンドゴルフ
回数券10回分：1,000円

富久小

だれでも

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

富久小

8（土）

パパとＧＯ！イベント

10：30-11：30

だれでも

●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
大人：　500円
小人：　100円

だれでも

小学生
～大人

サッカー
  会員：１人300円
非会員：１人1000円

小学生：無料

お休み

お休み

お休み

18：30-20：45バトミントン交流練習
2,000円（10回分前払）

5・12・19・26(月）

新宿あ・み・ま倶楽部
会員300円、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

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

だれでも

10月14日（金）　新宿エコギャラリー13：00集合

教室
終了生

だれでも

●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

18：30-20：00

20:00 -20：45

29(土）

☆9月・10月の事業予定☆
※小学生の夜間の各専門部活動参加には保護者等の送迎を参加条件とさせていただきます

10月対象

だれでも

パドルテニス
大学生以上200円、

小中高まで100円,(初回無料)

※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
※9/18・19（日・祝月）合宿
（東大検見川セミナーハウス）

だれでも

富久小

9月

1・8・15・22・29(木）開場18：00

13：00-15：00

30歳
以上

●親子バレーボール
ソフトバレーボール

大200円、小中100円

新宿中

レクダンス
半期分前払：3000円
会員：３００円/回

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

13：00-15：00

小学生
以上

1・15(土）

10月は学校行事によりお休みとなります

1・8・15・22(土）

●合気道
800円/月

途中参加は可能です。

だれでも

●たのしい将棋
１回：200円

小学生
中学生

6・13・20・27(木）開場18：00

子供：18：30-19：30、大人18：30-20:30

新宿中

新宿中

18：00-19：30

9・23(日）※Ｊｒ

新宿中

15：30-17：00

17：20-19：00

お休み

19：15-20：45

1・15（土）

14：00-16：00

9:00-12:00

18:00-21:00

富久小

5・12・19・26(水）

18：30（準備含む）

-21：00

10・24(土）

13：00-15：00

新宿中

3・17・24（土）

富久小 東戸山小(対象：大人のみ）

富久小

9月16日（金）　上野恩賜公園入口（交番横集合〉

午前9時30分～12時30分

見どころいっぱい　上野の山を歩く。

～彰義隊の敗走ルートをベースに歩きます～

3・17（土） 10（土）

10：00-12：00 10：00-12：00

若松地域センター 東戸山小

9：00-12：00

富久小

3・10・17・24(土）

15：30-17：00

17：20-19：00

19：15-20：45

18：30-20：00

20:00 -20：45

新宿中

7・14・21・28(水）
22（祝日木）

バトミントン大会

18：00-19：30 9：00-21：00

富久さくら公園

富久小

9月は学校行事によりお休みとなります

9月は学校行事によりお休みとなります

3・17（土）

14：00-16：00

富久小

新宿中

13・27（火）

9：30-12：00

ここ・から広場

10・24（土）

10・24(土） 25（日）

9：45-12：00 9：45-12：00

戸山公園

13：00-15：00

新宿中

ここ・から広場

15・22（土）

10：00-12：00

若松地域センター

子供：18：30-19：30、大人18：30-20:30

1（土）：ふれあい運動会

杉並区立第十小校庭(蚕糸の森公園運動場)

10：00-15：00

富久小

3・10・17・24・31(月）

18：30（準備含む）

-21：00

東戸山小(対象：大人のみ）

8（土）

13：30-15：00

新宿区の玉川上水跡をたどる。



平成28 年9月

対象者 ： バドミントン愛好者、バドミントン教室受講者（大会未経験者でも大丈夫です）

午前の部、午後の部各30名程度

日  時 ： 9月22日（祝・木 ）

一般の部 　 13時～19時終了予定

場　所 ： 富久小学校体育館

参加費 ： 小学生300円（200円）、中学生400円（300円）

一般（高校生以上）600円（500円）　チャレスポ会員は（　　　）内割引料金です。

内  容 ：

一般の部はダブルスゲーム。一人でも気軽に参加できます。

内容・組み合わせは運営本部にお任せください。

持ち物 ： 体育館履き、ラケット（貸し出し用少しあります）

運動着

申込み締切 ： 9月10日（土 ）まで

申込み先 ： 藤塚　

℡/fax　6457－8900

裏面の申し込み用紙に

記入してください。

チャレスポＨＰからも

申し込みできます。

info@challespo.net

新宿チャレンジスポーツ文化クラブ主催

第21回  新宿チャレスポバドミントン
交流大会開催のお知らせ

小・中学生の部：9時30分～12時終了予定

小中学生の部は、参加者人数により内容が変わります。

みんなでバドミントン

楽しみましょう。皆さ

んの参加、お待ちして

います。



申込日　　　　　月　　　　日

バドミントン交流大会　 1

性別　男　女　　年齢　　　　　歳

会員・非会員（どちらかに○してください。）

バドミントン経験に○をしてください。

初心者　　　初　級　　　中　級　　

バドミントン交流大会　 2

性別　男　女　　年齢　　　　　歳

会員・非会員（どちらかに○してください。）

バドミントン経験に○をしてください。

初心者　　　初　級　　　中　級　　

＊一般の方でペアの希望があればご記入ください。 

【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

＊ いただいた個人情報はチャレスポ活動目的以外

では使用しません。

イベント名

氏　　名

住　　所

電話番号

その他

その他

＜新宿チャレスポ　イベント申込用紙＞

イベント名

氏　　名

住　　所

電話番号

入口はこちら



見どころいっぱい 上野の山を歩く。 

～寛永寺から上野戦争、そして「文化の森」へ～ 

さらに、祝＜国立西洋美術館、世界遺産に指定＞も 

（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） 

江戸城の鬼門（東北）にあたる上野の山には、徳川幕府

の安泰と万民の平安を祈願するため寛永寺が建てられ

ました。しかし幕末、彰義隊と新政府軍の戦いで上野の

山は炎上してしまいます。その上野の山を視察した蘭医

ボードウィンは、公園として残す様に新政府に働きかけ、

生まれたのが上野公園です。 

上野公園の魅力は、四季折々の美しい風景だけでなく、

文化・芸術を発信する「文化の森」だという所にありま

す。今年の 7 月には、「国立西洋美術館」が世界遺産に

指定されました。見どころいっぱいの上野の山を歩いて

みましょう。（上野には林羅山が家光から拝領した屋敷地があり、彰

義隊、輪王寺宮は新宿の地やお寺と縁があり、世界遺産のル・コルビュ

ジエも新宿西口と浅からぬ関わりがあります）。         広重「上野清水堂不忍池｝ 
◆日 時 平成２８年９月 16 日（金） 午前 9 時 30 分～12 時 30 分 雨天決行  

◆集 合 午前 9時 25 分 上野恩賜公園正面口（上野松坂屋方面の入り口）の「交番」の横 
◆案 内  歴・エコまち歩きガイド 小山裕三氏 

●主な見学場所（予定） 

上野恩賜公園正面口→旧黒門→ 西郷隆盛像→彰義隊の墓→清水観音堂→花園稲荷

神社・穴稲荷→上野大仏→時の鐘→旧寛永寺五重塔→上野東照宮→西洋美術館→東

京文化会館→正岡子規記念球場→ボードウィンの像→東京国立博物館→輪王寺（開

山堂・両大師）→寛永寺旧本坊表門→寒松院→ 寛永寺根本中堂            

主 催：新宿あ・み・ま倶楽部（新宿チャレスポ）共催：新宿エコポジの会  

◆参加費 一般５００円 新宿チャレスポ会員３００円（資料代） 

 

 

 

新宿チャレスポ事務局 宛 FAX ０３-３３５３-４３５２   申し込み日   月   日  

お名前  
 

ご住所 
 
 

電話番号 
 

携帯電話番号 

メール 
アドレス 

 
 

＊ご記入いただいた個人情報はこの「まち歩き」の連絡等にのみに利用します。 

●９月 16 日（金）「見どころいっぱい 上野の山を歩く。」に申し込みます。 



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

回 日程 曜日 時間 会場 種目

第３回 9月17日 土 10：30-11：30
天神小学校

校庭 タグラグビー

第４回 10月8日 土 10：30-11：30
富久小学校

校庭 フットサル

第５回 11月
校庭・グラウンド
場所調整中 グラウンドゴルフ

第６回 12月
体育館

場所調整中 ソフトバレーボール

第7回 1月
体育館

場所調整中 パドルテニス

第8回 2月
体育館

場所調整中 ボッチャ

※開催予定は学校スケジュール等により変更する場合があります

※第5回以降に関しては場所・スケジュール調整中です

調整中

調整中

調整中

調整中

次回 9/17(土）タグラグビー 天神小 10：30-11：30


