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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 2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

2/24（日）チャレスポフェスタ
開催迫る！！

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、チェアーエクササイズ
新宿中（校庭） ：グラウンドゴルフ、テニス

※挟み込み申込用紙でお申し込み下さい 2/5（火）まで

平成 24 年度 1 月の運営委員会報告

平成 25 年 1 月 7 日（月）19：00～21：00 新宿中学校
＜1/13：ドッジボール大会の確認＞
・集合 9：00、コート３面なら審判ぎりぎり、役割分担再確認
＜チャレスポフェスタチラシ内容等確認＞
＜広報誌１月号内容確認＞：1/8 火入稿予定
＜専門部報告＞：タグラグ東京都大会 1/12 他
＜その他＞
・ノルディックウォーク大会の開催

《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
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2012 年 11 月 3 日（土）チャレスポ講習会の報告
講習会：事業開催時の事故対応

/交流会：新宿チャレスポの現状と課題
少し前になりますが、2012 年 11 月 3 日、Ｈ24 年度新宿チャレスポの講習会と交流会がノアノア

で開かれました。今年度のテーマは最近いくつかあった事故事例をテーマとした、「事業開催時の事

故対応」と、それに引き続き「チャレポの現状と課題」＝問題点等を運営委員と指導者を中心とし

た参加者とで話し合いました。

最初にテーマ報告として、フットサルの最近の事故事例や、過去

の各事業で起きた事故のときの実例を元に、準備運動の必要性、け

が人の運搬の場所や方法、応急処置対応、保険適用の範囲などを確

認しました。チャレスポ活動においての保険の範囲などは、普段意

識しないだけに貴重な確認会となりました。

少し、飲食を交えた後半の交流会は、ポストイットに問題点を書

き連ねていきましたが、日頃の参加者の高い問題意識が議論を多い

に盛上げ、≒3時間、飲食よりもしゃべり中心の会となりました。

タグラグビー 今冬のクリスマス会報告

運動だけじゃないよ、遊びもいっぱい！！
2012 年 12 月 22 日土曜日、箪笥町区民センター

調理会議室トマトでクリスマス会を行いました。

昨年よりはじまったクリスマス会、2 回目の今回

は、午前中の練習が雨天中止の中ながら、小さい子

から大人まで参加者 27 名で行われました。

又、今年からは中学生リーダーの仕切りで盛上げ

ていただきました。料理、ケーキを作りながら、和

気あいあいの 4 時間、ゲームと御所窪会長からの表

彰式もありで、本当に楽しかったです。

写真上は手作りケーキを前に子供達。小中学生男

子も楽しげに作った場面です。小さい子供達も兄弟

姉妹のようでしょ。写真下はお母さんまで入ったゲ

ーム風景。中学生リーダー3 人が仕切ってくれて、

全員参加で盛上がりました。気がつけばあっという

間の 4 時間。本当は子供先に返して、親父たちで残

ったお酒を飲んじゃおうと思っていましたが残念

ながら時間切れでした。合間にサントリーカップの

映像まで見れて、立食だったのですが短く感じまし

た。タグラグはスポーツですが遊びも充実してます。

小さいお子様もぜひ遊びにきて下さい。

ケーキは手作り、作るところからがクリスマス会

大人も子供も家族のよう

ゲーム大会、中学生の仕切りに大人も子供も大喜

びでした
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1/12（土）タグラグビーサントリーカップ東京都代表大会報告

健闘 4 トライ！次へのステップ！！
2013 年 1 月 12 日（土）、サントリーカップ 2012 年度東京都代表大会が八王子の上柚木陸上

競技場で行われました。チャレスポスパイダーズは勿論初めての代表大会です。都内予選 3 地

区総合計 100 チーム弱の出場の中でベスト 12 となったことを改めて実感する代表大会。なん

だか引率するスタッフの方がはしゃいじゃう感じでした。

さて試合は、第一試合ＶＳひかりきっずくらぶ 2-10×

ひかりきっずは 2012 年は 2 度の遠征練習試合を行い、高学

年チームは一点も取れなかった強豪です。今回も試合は完敗

でしたが、トライを 2 点上げ成長のあとを見せました。

第二試合ＶＳ白小フェニックスアルティメット 2-12×

こちらも強かったです。白小はＡグループから決勝へ進み最

終的には七国と延長戦の末敗れ準優勝チームとなりました。

2 試合とも完敗としか言いようがないですが、どちらも 2 ト

ライずつをあげており、チャレスポスパイダーズが決して運

だけで勝ち上がったわけでもなく、予選からの進歩もきちん

と積上げてきたという実感もえました。

ちなみに大会は優勝した七国

は準決勝、決勝とも延長戦を僅

差で競り勝つという凄い戦いで

した。ラスト 1 プレ-でパスカッ

トして同点トライの時は本当に

背筋がぞくぞくしました。七国

タグＨＰでも紹介されていまし

たが、本当にレベルの高いチー

ムが揃っていたんですね。物凄

く感動しました。全国大会では

心から健闘を祈ります。

4 回目のサントリーカップへ

の挑戦はこの日を持って終わり

ました。

キャプテンＹ君、3 年生で初めてサントリーカップに出てついに最後の大会でしたね。長い

こと本当にご苦労様でした。6 年生のＦ君ＴＪ君も最後までありがとう。君達 6 年生のチーム

の 1 年は素晴らしい結果を残してくれました。十分楽しい思い出になってもらえましたよね？

5 年生以下のＴＫ君、ＫＺ君、Ｄ君、ＫＴ君、できれば来年度もう一度この場所に帰ってきま

せんか？一緒に頑張りたいです。とりあえず、今はみんなに、私たち大人をここまで連れてき

てくれたことに心から感謝します。少なくとも私はこの思い出をずっと忘れません。

最後になりましたが、いつもながらスタッフ保護者の皆様応援ありがとうございました。実

は当日、午前中天神小通常開催と午後ここ・から広場を並行開催して、延 70 人の参加をいた

だきました。残って対応いただいた皆様にも心から御礼申し上げます。読者の皆様、タグラグ

は 24 時間 365 日、選手・スタッフ募集してます。ご一緒に感動の体験をしてみませんか？

6 年生は中学になっても又来てね。東京カップへでようぜ！
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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）

3(日）

9：00-
12：00

富久小

2（土） 3（日） 3（日） 9（土）

13：00-
15：00

14：00-
16：00

14：00-
16：00

13：00-
15：00

ここ・
から広場

牛込
仲之小

牛込
仲之小

ここ・
から広場

10（日）

9：00-
12：00

牛込
仲之小

9（土）

13:00-
15:00

東戸山小

5（土） 19（土） 16（土） 30（土）

2（土） 9（土） 2（土）

9：00-
12：00

富久小

2（土） 9（土） 16（土） 23（土） 2（土） 9（土） 23（土）

小学生

中学生
以上

2（土） 9（土） 16（土） 23（土） 2（土） 9（土） 23（土）

17（日） 2（土） 3（日） 17（日） 20(水）

10：00-
12：00

9：00-
11：00 未定 10：00-

12：00
13：00-
15：00

富久小 富久小 新宿中

2（土） 3（日） 9,23（土） 17（日） 20(水）

9:00-
16:30 未定 18：00-

21：00
12：00-
17：00

13：00-
17：00

戸山高 富久小 新宿中

9（土） 23（土） 9（土） 23（土）

2（土 ）

9：30-
11：30

富久小

5（火） 12（火） 23（土） 5（火） 12（火） 19（火）

9:00-
12:00

9:00-
12:00

13：00-
16：00

9:00-
12:00

9:00-
12:00

9:00-
12:00

ここ･
から広場

ここ･
から広場

新宿中
ここ･

から広場
ここ･

から広場
ここ･

から広場

18：00-21：00

戸山高

だれでもグラウンドゴルフ
大人200円 小中100円

9：30-11：30

富久小

高校生
以上 18：00-21：00

戸山高

だれでも

サッカー
会員：１人300円

非会員：１人800円

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）

テニス

大400円
小中高100円

ビジター700円

フットサル
<体育館> 会員：1,000円

(非会員：1500円)
<富久小> 100円

大人

小人

40歳
以上

親子バレーボール
大200円、小中100円

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

バトミントン交流練習
教室生・高校生300円、練習会員500円

2,9,16,23,30(土）

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）

チェアーエクササイズ
400円（10枚綴り券3000円）

だれでも

天神小

2,9,16（土）

13:00-15:00

東戸山小

新宿中

富久小 天神小

2,9,16(土）

9：30-12：00

☆ 2・3月の事業予定 ☆

3月対象

だれでも

だれでもパドルテニス
大200円(初回無料)、小中無料

タグラグビー
自由参加・無料

2,9(土）

9：00-12：00

天神小

17：15-19：00

15：00-17：00

2月

3,17（日） 9,16(土）

9：00-12：00 9：00-12：00

2,16（土）

13:00-15:00

若松地域センター

10：30-12：00

東戸山小

9：00-12：00

富久小

11（月）

15：00-17：00

17：15-19：00

新宿中

19：15-20：45

新宿中

6,20,27（水）

18：00-19：30

富久小

18：00-21：00

戸山高 新宿中

9,23（土）

9：30-12：00

天神小

2,16,30（土 ）

芸術高

芸術高

お休み

19：15-20：45

新宿中

10：30-12：00

東戸山小

13：00-15：00

新宿中

11（月）

13：00-17：00



日時：

2013 年 2 月 24 日（日）
10 時 ~12 時（受付は 9 時半からアリーナにて）

会場：
新宿区立 新宿中学校
講師：
日清食品コーチ 実井 謙二郎 氏

（アトランタオリンピック男子マラソン日本代表）

対象：小学生以上　（定員 50 名）

持ち物：上靴 タオル 飲み物 運動できる服 運動靴

その他：参加費無料・雨天決行

申し込み：
件名に 「チャレスポ走り方教室」、
お名前、連絡先電話番号、住所、年齢、学校名、
実井先生に教えて欲しいこと、聞きたいことを書いて
メール info@challespo.net または
ファックス 03-3353-4352 までお申込み下さい。
締切 2013 年２月 8 日　（裏面参照）

お問い合わせ：

新宿チャレンジスポーツ文化クラブ
Tel : 090-4226-1339
Mail：info@challespo.net
Web:http://www.challespo.net

日清食品コーチ
実井 謙二郎 氏

（公財）東京都スポーツ文化事業団指導者派遣事業

天神小学校

新宿中学校

東新宿駅

会場 : 新宿中学校
( 大江戸線・副都心線　東新宿駅下車　徒歩４分）



「走り方教室」は下の申込書を利用または参考にし、FAX またはメールで２月８日までにお申し込み
ください。定員５０名。応募多数の場合は応募締め切り後に抽選により決定し、申込者あてに通知します。
FAX 03-3353-4352　e-mail info@challespo.net　新宿チャレンジスポーツ文化クラブ事務局

ふりがな 性別

参加者氏名 歳

〒

電話

FA X またはメール

所属 小学校・中学校

実井先生に教えて欲しいこと、聞きたいこと

住所

連絡先

新宿チャレスポは個人情報の取得・利用・管理に関しては個人情報保護法を厳守し、その利用についてはチャレスポフェスタにかかわる通知情報提供に限ります。

実井 謙二郎 氏「走り方教室」 申し込み

参加賞券ポップ
コーン券焼き芋券

引換時間：12:00 ～
なくなり次第終了

引換時間：12:00 ～
なくなり次第終了

引換時間：12:00 ～
なくなり次第終了

下部が模擬店で使用する引換券になりますので、
必ずこのチラシを当日にお持ち下さい。

主催：新宿チャレンジスポーツ文化クラブ
後援：新宿未来創造財団

スポーツしよう !
近所で ! みんなで !新宿チャレスポ

フェスタ 2013
日時：2013.2.24（日）
 　　　09:45 開会（09:30 受付開始）

会場：新宿中学校・天神小学校

09:30 ～ 受付開始（新宿中 体育館）
09:45 ～ 開会式（新宿中 体育館）
10:00 ～ 走り方教室（新宿中 校庭＆体育館） ※
12:00 ～ 模擬店（天神小 校庭）
13:00 ～ グラウンドゴルフ・テニス（新宿中 校庭）
 　　　　 バドミントン・みんなでダンス
　　　　  チェアーエクササイズ（新宿中 体育館）
　　　　  タグラグビー・サッカー（天神小 校庭）
　　　 　パドルテニス（天神小 体育館）
15:00 ～ 閉会式（新宿中 体育館）

原則、申し込み不要です。直接会場へお越しください。
※はお申し込みが必要です。詳しくは裏面をご参照下さい。

お問い合わせ・お申し込み：
新宿チャレンジスポーツ文化クラブ事務局
〒162-0066　東京都新宿区市谷台町 19-１
FAX 03-3353-4352　e-mail info@challespo.net
URL http://www.challespo.net
当日の連絡先 090-4226-1339

同時開催イベント：新宿チャレスポフェスタ 2013




