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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。

シニアスポーツ推進月間

まちあるき

「私にもできる好きなスポーツ
を見つけよう」
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

①10/3（火）

本郷そして千駄木の「漱石」と「鴎外」
今年は、新宿区ゆかりの作家、夏目漱石の生誕150周年に
あたることから、その生涯を閉じた場所に「新宿区立漱石
記念館」が開館いたしました。
その記念として企画された ～本郷そして千駄木の「漱
石」と「鴎外」～ まずは、東京大学の構内で、歴史と建
造物を学ぶことから、スタートいたしました。
さらには、『三四郎』の小川三四郎、
『青年』の小泉純一
が作中で歩いた道をたどりつつ、小山先生の解説は夢をも
って上京した青年を主題としながら、両者の作風の違いま
でおよびました。また、漱石と鴎外そして一葉の意外な関
わりも知ることができました。ゴールは千駄木駅。帰りに
は、名物の菊見せんべいに寄り、「あ・み・ま」＋「か」
のとても楽しい一日となりました。
小山先生、いつも名解説そして資料のご準備ありがと
うございます。（参加者 N・M）

②10/17（火）
～「新宿区立漱石山房記念館」開館記念～

新宿の「漱石」と『漱石山房記念館』

←宋柏寺：境内にある「お百度踏
み」。漱石の妻、鏡子もお百度を
踏みに行ったそうです

夏目漱石が生まれ育ち、その生涯を閉じたまち・新宿
区では、漱石生誕 150 周年に当たる平成 29 年 9 月 24
日に「新宿区立漱石山房記念館」を開館しました。そ
の記念に 10 月 17 日（火）に東京都スポーツ文化事業
団の支援を受け、漱石の関連を歩きました。秋の長雨
の降る中、23 名の参加者が穴八幡神社に集合し、小山
裕三氏（エコまち歩きガイド）の熱心な説明を受けま
した。
コースは穴八幡→漱石誕生の地→小倉屋→誓閑寺→夏
目坂から、
「漱石山房記念館」→宋参寺→宗柏寺→英国
から帰国後住んだ矢来町の家→赤城下→赤城神社 →
尾崎紅葉旧居跡→地蔵坂→相馬屋→田原屋跡 →善国
寺（毘沙門天）→寺内公園でした。
いつもながら小山氏の説明は面白い！また来てみたい。
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タグラグビー

浦安カップ

10/15(日）雨中の激闘高学年ベスト4、低学年も決勝トーナメント進出！！
１０月１５日日曜日、浦安市運動公園陸上競技場において第１
７回浦安カップが行われ、チャレスポからは高学年・低学年と
も各１チーム参加。朝から絶え間なく降り続く雨の超バッドコ
ンディションのなか、高学年は２位トーナメントで準決勝敗退、
低学年も２位通過で上位のトーナメントに進出しましたが、最
後の３０秒で逆転され惜しくも敗退となりました。
通算の戦績は、高学年３勝２敗、低学年１勝２敗でした。
以下、総監督と低学年帯同コーチからです。
＜ Ｋ澤監督＞
本日参加の皆様
雨の中本当にありがとうございました。
おかげ様で自信につながる経験になったと思います。選手もさ
ることながら保護者の皆様も風邪ひかないように気を付けてく
ださい。
＜ Ｋ岡コーチ＞
お疲れ様でした。
今回、低学年チームは１勝しか出来なかった結果でしたが、皆
頑張って出しきったと思います。
７人全員が 悔し涙を流してる姿を見て もらい泣きしました。
低学年は今年最後の大会でしたが 悔しさを春に向け 頑張っ
てほしいものです。
至らぬ点も多々ありましたが 皆様のご協力で 子供達も怪我
なく楽しめた事だと思います。
来月のサントリーカップに向け チーム一丸になり盛り上げて
いきましょう。
本日は、ありがとうございました。

新宿チャレスポ活動ＦＬＡＳＨ！！
【サッカー】9/30（土）
ゆるーいサッカーに何と 9 人！
9 月 30 日土曜日、18：00-戸山高校グラウンド
でナイターサッカー行いました。
前回から"ゆるーい"サッカー活動として始め
ましたが、今回何と 9 人が集まり、4ＶＳ4 のフ
ットサルもどきで前後半 2 試合を楽しみました。
2 名ほどは隣で開催しているテニスもやって帰
るという、何かついでにやっていく風ではありま
したが、経験者 2 名がゲームをリードしていただ
き、なかなか白熱した試合。中学生と高校生がそ
れぞれ点を取り合うなど、ゆるさの中にもゲーム
としての本気度垣間見え楽しいサッカータイム
でした。
チャレスポそのものに初めて参加した４０代
と思われる男性は、"これゆるーいって言ってま

したよね？"という疑問形を口にしてましたが、
最後までお楽しみいただきました。
次回はぜひフットサル定員の 5 人ＶＳ5 人くら
いにはしたいですかね...。女性の方でも気軽に
楽しめますのでちょっと覗いていただけると嬉
しいですね。
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【親子バレー】ソフトバレーボール大会
が延期になりました。

【みんなでダンス】10/15（日）活動報告
１０月１５日日曜日富久小、いつもより 30 分
早くサポーター達が集合し、パドルテニスの場所
を少し借りて発表会の衣装や立ち位置の相談を
しました。
又 9 月の
“ 家族 でス
ポ ーツ ふれ
あ いフ ェス
タ ”に ご参
加 いだ だい
た方皆様に
も参加の上ご入会もいただき、本当にありがとう
ございました。

10 月 21 日土曜日、新宿コズミックセンターで
開催予定の新宿区ソフトバレーボール大会は平
成 30 年 2 月 24 日土曜日に延期になりました。
チャレスポで 3 チームをエントリーしていまし
たが、来年に再度チームを組みなおして参加の予
定です。
今回参加ができなかった方はぜひ申し込んで
ください。

【新宿あ・み・ま倶楽部】
11/19（日）「江戸城外濠界隈を歩く」
11 月の「新宿あ・み・ま倶楽部」は 19 日（日曜
日）9：30～12:30
「江戸城外濠界隈を歩く」
と題して 四谷門跡から飯
【レクダンス】於：新宿中学校武道場
田橋まで 歩きます。
★１０月７日（土）活動報告
都心部とは思えないよう
後期レッスンが始まり、新たに９名の仲間が増
な「外濠跡」や水辺空間と
え、体験を含む１６名で笑顔溢れるお稽古を行い
しての「外濠」をめぐりま
ました。
す。
『みんなでストレッチ』『新宿いきいき体操』
『３６５日の紙飛行機』／ＡＫＢ４８をレッスン。 集合場所は JR 四ッ谷駅
麹町口（階段上）です。詳
『若い広場』／桑田佳祐では、楽しい踊りで、皆
しくはホームページのチラ
さんの笑顔が溢れるダンスになりました。最後に
シをご覧ください。
はクールダウンも兼ねて 『わすれもの』／ 彩
をゆったりと踊りました。
【ノルディックウォーキング】11/19（日）

大好評！シニアスポーツ推進月間もいよ
いよラストイベント！！（総合芸術高校）
毎回２０人以上平均で開催し、大人気を博してま
いりましたシニアスポーツ推進月間「私にもでき
る好きなスポーツを見つけよう」でしたが、１１
月１９日日曜日 9：45-12：00 の総合芸術高校周
辺にて開催されるノルディックウォーキングを
もちましていよいよ終了となります。
皆様の沢山の参加をお願いするとともに、これ
まで多くの皆様にご参加いただいたことに感謝
申し上げます。勿論参加費無料です！

★１０月 21 日（土）活動報告
台風接近により風雨が心配されましたが、１２
名の参加がありました。
『３６５日の紙飛行機』ＡＫＢ４８、『里の秋』
由紀さおり＆安田祥子、『函館の女』北島三郎、
『北の旅人』石原裕次郎、『高校三年生』舟木一
夫、☆『里の秋』、最後にクールダウンも兼ねた
『わすれもの』彩

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
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☆１１月・１２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

事業名

11月

対象

参加費／回（会員）

パドルテニス
大学生以上200円、
小中高まで無料

だれでも

5・19
(日）
9：0012：00

※会場はすべて体育館です
自由参加・無料

雨天中止

11/12(日 ） ： こ こ か ら 祭 り 14： 00-15： 00

だれでも

23
（祝木）
9：0012：00

12/9(土 ） ： こ こ か ら 広 場
13： 30-15： 00
会員300円、非会員500円

レクダンス

18：0021：00

18：00（準備含む）
-21：00

9：0012：00

13：3016：30

●親子バレーボール
ソフトバレーボール

サントリー
カップ
府中・日野

だれでも

後期分前払
小・中学生5,000円
中・高校生5,000円
一般12,000円

バドミントン交流練習

戸山小

余丁町小

11（土）
10：00-12：00

東戸山小

若松地域センター

小学生
以上

富久小

余丁町小

戸山小

落合第4小

1 8 (土）
いきいき
フェスタ

2・16（土）

9・23（土）

10：00-12：00

10：00-12：00

東戸山小

若松地域センター

4・18(土）

2・16(土）

13：00-15：00

13：00-15：00

新宿中

新宿中

4・25(土）

2・9・16(土）

9：00-12：00

9：00-12：00
富久小
23（土）

小学生

15：30-17：00

15：30-17：00

今期教室終了

中学生

17：20-19：00

17：20-19：00

今期教室終了

高校生

19：15-20：45

19：15-20：45

今期教室終了

一般

18：30-20：00

18：30-20：00

今期教室終了

高校生以上

20:00 -20：45

20:00 -20：45

18：30-20：00

新宿中（１８:３０-練習の場合は５００円/回）

新宿中（１８:３０-練習の場合は５００円/回）

教室
終了生

1・8・22・29(水）

26（日）Ｊｒ

6・13・20・27(水）

10（日）Ｊｒ

24（日）Ｊｒ

18:45-21:00

18:00-2１:00

18:45-21:00

9:00-12:00
18:00-2１:00

9:0012:00

富久小

富久小
5・19（日）

3・17（日）

9・16（土）

小人

なし

10：00-12：00

10：00-12：00

なし

大人

18：00-21:00

12：00-17：00

12：00-17：00

18：00-21:00

芸術高校

芸術高校

戸山高校

戸山高校

18・25（土）

2（土）

19：00-20：30

19：00-20：30

戸山高校

戸山高校

4（土）

12・26（日）

2・16（土）

14：00-16：00

9：30-11：30

14：00-16：00

ノルディックウォーキング
だれでも

10・24（日）

●グラウンドゴルフ
だれでも

9：30-11：30

富久小

11(土）

19（日）

9(土）

17（日）

9：45-12：00

9：45-12：00
※シニアスポーツ推進：参加費無料

9：45-12：00

9：45-12：00

戸山公園

富久さくら公園

戸山公園

富久さくら公園

※新宿御苑等への入園料は個人負担
※雨天中止

回数券10回分：1,000円

10：0012：00

17(日）

富久小

参加費
300円
（ﾚﾝﾀﾙﾎﾟｰﾙ使用料含む）

17（日）

10：0012：00

2・9・16(土）

だれでも

大人 ：500円
小中高：100円

10（日）

9：0012：00

4・11・18・25(土）

小学生
～大人

フットサル

7・14・28（火）

11（土）・19（日）

18(土）

5・12（火）

9（土）・17（日）

16(土）

9：30-12：00

9：00-12：00

9：0012：00

9：30-12：00

9：00-12：00

9：0012：00

ここ・から広場

富久小

東戸山小

ここ・から広場

富久小

東戸山小

●合気道
だれでも

途中参加は可能です。

だれでも

１回：200円

9：0012：00

東戸山小(対象：大人のみ）

16（土）

９時３０分～１２時

サッカー
会員：１人300円
非会員：１人1000円
小学生：無料

●たのしい将棋

9：0012：00

10・24
（日）
13：3016：30

江戸城外濠になった「神田川」

4・11（土）

無料

10：0012：00

4（土）

テニス
大人：500円
小学生～高校生：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、
小学生～高校生：200円

ボッチャ

天神小
2・23(土）

10：00-12：00

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：500円/回

18：00（準備含む）
-21：00

富久小

天神小
25（土）

富久小

バドミントン教室

4・11・18・25（月）

９時３０分～１２時

大200円、小中100円

800円/月

9：0012：00

江戸城外濠界隈を歩く

だれでも

30歳
以上

半期分前払：3000円
会員：３００円/回

※19・26（日）

14・28
（木）
18：0021：00

17(日）

12（日）

東戸山小(対象：大人のみ）

11（土）
12・26（日）

2・9・
16(土）
9：0012：00

19(日）集合：9時25分ＪＲ四ッ谷駅 麹町口 （階段上）

●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）

富久小

●新宿あ・み・ま倶楽部
※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

13・20・27（月）

富久小

●タグラグビー

12月

23（木）

小学生
中学生

2・9・16・23・30（木）

7・14・21（木）

子供：18：30-19：30、大人18：30-20:30

子供：18：30-19：30、大人18：30-20:30

新宿中

新宿中

19（日）

17（日）

14：00-17：00

14：00-17：00

牛込仲之小

牛込仲之小

11・25（土）

9・23（土）

13：00-15：00

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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