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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２５年１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

第１6 回 チャレスポカップ（スポーツ振興くじ助成事業）

ドッジボール大会
1 月 13 日（日）

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（参加賞あり）
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）

※当日参加も受付けます

※いつもと場所が違いますのでご注意下さい

平成 24 年度 12 月の運営委員会報告

平成 24 年 12 月 3 日（月）19：00～21：00 若松地域センター
＜会場使用についての確認（施設開放団体利用における注意事項で確認）＞
・メール連絡の注意、会場使用後の後片付け等注意
＜ドッジボール大会確認（役割分担等）＞：1/13（日）10：00-15：00 新宿スポーツセンター
＜チャレスポフェスタ＞：2/24（日）
・午前中：走り方教室を中心
・模擬店開催をはさんで午後の部：各専門部の活動

《若松地域スポーツ文化協議会事業》

新宿チャレスポだより

スポーツ振興くじ助成事業

2013 年も新宿チャレスポを何卒宜しくお願い申し上げます！
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2/24（日）チャレスポフェスタ開催決定！！
フェスタ会場：天神小学校、新宿中学校

10：00-12：00 特別教室開催
日清食品グループ陸上競技部コーチ/会場：新宿中グラウンド

「実井謙二郎氏による走り方教室」
＜以降の予定＞
12：00-12：30 天神小校庭にて模擬店開催
12：30-15：00 専門部特別教室
天神小（体育館）：パドルテニス
天神小（校庭） ：タグラグビー、フットサル
新宿中（体育館）：ショートテニス、バトミントン、みんなでダンス、チェエアーエクササイズ
新宿中（校庭） ：グラウンドゴルフ、テニス

「チェアーエクササイズ」会員募集のご案内
～ 元気が一番！ ～

≪対象者≫運動不足の方、中高年の方
≪内容≫簡単なストレッチと椅子を使ったチェアーエクササイズ、簡単なエアロビックも
≪参加料≫会員…回数券 3,000 円（10 枚つづり）、非会員…1 回 400 円
≪会場≫東戸山小学校ホール・若松地域センターホール
≪日程≫毎月３回、原則として第 1･2・3･の土曜日（日程は 2 ヶ月前に確定します）
≪時間≫東戸山小学校の場合…13 時 30 分～15 時 15 分

若松地域センターの場合…13 時 00 分～15 時 00 分

 担当者（O.N）からのコメント
『チャレスポ設立10周年と共に歩んできました。
“チェアーエクササイズ”名称のように椅子を使
い基礎体力と柔軟にするための身体づくりに時
間をかけ、硬くなった首・手首・足首、丸くなり
がちな背中をまっすぐにすること。そして何より
も転ばない身体を作ることを目標にしています。
幸いこの 10 年間、骨折した方もいらっしゃいま
せんでした。猪股先生のユーモアに溢れた言葉と
やさしい説明とご指導は笑いを誘います。「やっ
ぱり参加してよかった」といつも思います。笑っ
て「う～ん痛い」と思ったり、でも痛さはすぐ忘
れてしまいます。翌日に疲れを全く残さない。こ
のようなチェアーエクササイズです。
会員を募集しています。沢山のご参加をお待ちしています。一ヶ月に３回開催しています。

若い人から中年、それ以上にとっても最適なスポーツだと思います。』

椅子を使ってのエクササイズ一場面
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12/1（土）タグラグビーサントリーカップ

快挙！東京都代表大会へ出場決定！！
12/1 土曜日、サントリーカップ東京都多摩地区予選において、我がチャレス

ポスパイダーズはベスト 4 に勝ち残り、見事東京都代表大会への出場が決まり

ました。

これは、クラブチームでもなく、学校単位のチームでもない組織が、数ある東京都内のチー

ムの中でベスト 12 にはいったと言うことですから、かなり画期的な快挙です。さてその経過

ですが、今回が 4 回目の出場となるスパイダーズですが、開催地も時期も昨年までとは大きく

変わりました。昨年までは 11 月中旬の 23 区予選に出場していたのですが、今年は主力メンバ

ーの殆どが学校行事と重なったため、大会本部指示による多摩地区に参加と言うことになりま

した。会場が遠く、交通の便も悪く、アウェイ感満載の参加でした。そんな中子供達は頑張っ

てくれました。

第 1戦ＶＳ七国稲妻スピリッツ 2-1○第 2戦ＶＳいずみの森ユナイテッドラビッツ 6-1○で決

勝トーナメント進出。1 回戦ＶＳ七国侍スピリッツ 1-1△ここで同点くじ引きで、キャプテン

ユウマが抜群のくじ運を発揮して 勝利！！ベスト 4 進出決定！！となりました。この瞬間ス

タッフ保護者歓喜の渦！！でした。

その後、安心したのか、準決勝ＶＳ七国スピリ

ッツ 0-12×、3 位決定戦ＶＳ小柳ライトニングア

タックス 0-7×で 4 位と言う最終結果になりま

した。ベスト 4 進出の戦いは、実力的には明らか

に劣勢でしたが、とにかく必至に守りぬいたとい

うイメージです。1/12（土）代表大会はさらに厳

しい戦いが待っています。子供達の最後の頑張り

にどうかご声援をお願いします。

12/2（日）タグラグビー横浜カップ今冬は 3 勝！
高学年初の予選 1 位通過！

１２月２日（日曜日）、２０１２年度冬のタグラグビー横浜カップが、関東学院大学釜利谷グ

ランドで行われました。参加チーム数は１０５チームという大きな大会で、新宿チャレスポス

パイダーズも低中高学年に各 1 チームの参加をしました。試合経過は、高学年予選１勝１分け

で１位通過、カップトーナメント１回戦、優勝した豊岡オールスターズに 1-6×で通算１勝 1

敗 1 分、ただ、高学年チームが横浜カップ 1 位予選通過は初の快挙でした。

中学年 1 勝 1 敗で予選 2 位通過 プレートトーナメ

ント 1 回戦を勝ちあがるも 2 回戦で敗退。通算 2 勝

2 敗でした。

低学年なんと2回の同点延長戦サドンデスを負ける

という不運はありましたが通算 3 敗でした。スパイダ

ーズ全体では 3 勝 6 敗 1 分でしたが、各学年とも着実

に力をつけていることが実感できました。多くの保護

者の方の応援も改めて感謝いたします。
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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。詳しくは事務局までお問い合わせください。

※今入会すると年会費は半額となります。（大人 500 円、小学生～高校生 250 円）

スポーツ振興くじ助成事業

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）

6（日） 12（土） 2（土） 3（日）

14：00-
16：00

13：00-
15：00

13：00-
15：00

14：00-
16：00

牛込
仲之小

ここ・
から広場

ここ・
から広場

牛込
仲之小

10（日）

9：00-
12：00

牛込
仲之小

5（土） 9（土）

13：30-
15：30

13:00-
15:00

東戸山小 東戸山小

5（土） 5（土） 19（土）

10：30-
12：00

東戸山小

12（土） 19（土） 26（土） 2（土） 9（土）

5（土） 12（土） 19（土） 26（土） 2（土） 9（土） 16（土） 23（土）

小学生

中学生
以上

5（土） 12（土） 19（土） 26（土） 2（土） 9（土） 16（土） 23（土）

6（日） 17（日）

10：00-
12：00

10：00-
12：00

富久小 富久小

6（日） 17（日）

12：00-
17：00

12：00-
17：00

富久小 富久小

12（土） 26（土） 9（土） 23（土）

14（日 ） 19（土 ） 2（土 ）

19：30-
21：00

9：30-
11：30

9：30-
11：30

スポーツ
センター

富久小 富久小

8（火） 22（火） 29（火） 5（火） 12（火） 23（土）

9:00-
12:00

9:00-
12:00

9:00-
12:00

9:00-
12:00

9:00-
12:00

13：00-
16：00

ここ･
から広場

ここ･
から広場

ここ･
から広場

ここ･
から広場

ここ･
から広場

新宿中

天神小

5,12,19(土）

9：30-12：00

天神小

新宿中

18：00-21：00

戸山高

5(土）,14（月）

5(土）,14（月）

13：00-17：00

11（月）

18：00-21：00

戸山高

新宿中

だれでもグラウンドゴルフ
大人200円 小中100円

フットサル
<体育館> 会員：1,000円

(非会員：1500円)
<富久小> 100円

だれでも

高校生
以上

サッカー
会員：１人300円

非会員：１人800円

富久小

13：00-15：00

パドルテニス
大200円(初回無料)、小中無料

タグラグビー
自由参加・無料

バドミントンフォローアップ講座
大人1000円 毎週水曜日

日曜練習（シャトル持ち寄り）

親子バレーボール
大200円、小中100円

ショートテニス
大200円 小100円

バドミントン教室

大人7000円、小中2000円
（10回分前払）

バトミントン交流練習
教室生・高校生300円、練習会員500円

チェアーエクササイズ
400円（10枚綴り券3000円）

テニス

大400円
小中高100円
ビジター700円

大人

小人

だれでも

教室
終了生

みんなでダンス
200円

小学生
以上

高校生
以上

だれでも

40歳
以上

新宿中

☆ 1・2月の事業予定 ☆

2月対象

だれでも

だれでも

12(土）

9：00-12：00

17：15-19：00

天神小

18：00-19：30

1月

19：15-20：45

新宿中

6,20,27（水）

3,17（日）

9：00-12：00

富久小

2,9,16(土）

9：30-12：00

15：00-17：00

10：30-12：00

東戸山小

2,16（土）

お休み

12、26（土）

13:00-15:00

若松地域センター

富久小

18：00-21：00

13：00-15：00

17：15-19：00

新宿中

新宿中

9、16、23、30（水）

18：00-19：30

9：00-12：00

新宿中

15：00-17：00

富久小

9,23（土）

18：00-21：00

戸山高

13：00-17：00

新宿中

11（月）

戸山高

12,26（土）

19：15-20：45

9,16(土）

9：00-12：00

天神小

9：00-12：00

富久小

13:00-15:00

若松地域センター



２５年１月作成

☆２月１７日（日）☆

★是非ご参加下さい！！

時間：12:30～17:00

受付：12:15～12:30
会場：東戸山小学校

ホール

★参加費：大人 600 円
中学生以下 300 円

注：チャレスポ会員は 100 円引
★表彰・賞品：各 1 位～3 位！
★試合形式：参加者数等により、チャレ

スポスタッフが当日までに決定！
★小・中学生、大歓迎！

【主催】新宿チャレンジスポーツ文化クラブ
【申込・問合せ先は裏面の通り】新宿チャレスポ担当者

第 16 回新宿チャレスポ



＊申込は２月１３日（水）まで

＊申込・問合せ先（ＦＡＸ・電話共）：

０３－３２０２-１７８０（前田）

＊申し込み・問い合わせは、夜 8 時までにお願いします。

第 16 回新宿チャレスポ【囲碁・将棋大会】
申込書

申込日 月 日

氏名

学校名・学年（小・中・高の方）

住所

連絡用電話番号

棋力・経験

注：個人情報は、チャレスポの活動以外の目的では使用しません

＊参加費は大会当日に受付にお持ちください

＊申し込みを取り消される方は、事前にご連絡ください

希望する種目を〇で囲ん

でください


