2022年度
新宿チャレンジスポーツ文化クラブ
入会申込書・登録更新届

事業部使用欄

管理者使用欄

※前年度と変更のない登録更新の方も太枠内の項目について改めて記載をお願いいたします。

年会費について
年会費はクラブ本体の運営費の為、開催回数、参加回数、入会時期ととかかわりなく年度単位で徴収させていただきます。

本人

緊急連絡先・保護者

フリガナ

フリガナ

氏名

氏名

生年月日

連絡先・電話

連絡先

電話
アドレス

住所

@

〒

学校
写真掲載

学年

年

新宿区

在勤

在学

チャレスポが開催する事業中の写真をホームページ、広報誌等に掲載することを了承します。

本人又は保護者 署名
持病・アレルギーに関する自由記載

*1 個人情報は事業に関する連絡の他には使用しません。
*2 会員構成把握の為 ご協力ください。
*3 電話番号は連絡のつきやすいものを記入してください。
*4 入会者が未成年の場合保護者の了承をお願いします。
*5 当日の体温が高いなど、健康状態に不安がある場合の参加はお控えください。
受付担当者 記入欄

受付後、会費を添えて 藤原さんへ提出。

受付者
受付日

2022年

会員区別

高校生まで

月
一般

日
賛助

会員番号
22↑
↑会員番号は３桁で
専門部アルファベット 例） テニス １番はＴ22－001

Ａ：あ・み・ま倶楽部
Ｃ：ボッチャ
Ｂ：バドミントン
Ｆ：フットサル
Ｄ：レクダンス
Ｉ：合気道
Ｇ：グラウンドゴルフ
Ｍ：みんなでダンス
Ｋ：楽しい将棋
Ｒ：タグラグビー
Ｎ：ノルディックウォーキング
Ｐ：パドルテニス
Ｖ：ゲームバレー
Ｔ：テニス
H：健康体操
Ｘ：その他
202204 改訂

2022年度 新宿チャレスポ専門部活動案内
事業名

専門部活動概要
競技説明

対象
参加費／回（会員）

2022年度の予定
※日程・会場は目安です。
学校行事等で変更の可能性あります

※専門部事情により変更する場合があります

パドルテニスとは
パドルテニスってどんなスポーツ？ 硬式テニスの片面くらいのコート（バトミ
ントンのコートより少し大きいくらい）で、腰の高さのネットをはさんでダブル
スで行う競技です。
参加費：
ラケットは板で出来ていて、卓球のラケットより少し大きい板のようなラケット
大人200円/1回、
を使います。 テニスのように走り回らず、卓球やバトミントンのように敏捷性
ジュニア貸出ラケット100円/1
だれでも
が必要にはならず、テニスを始めたばかりの子供さんや、筋肉が落ち始めた大人
回、
が体の負担も少なく楽しくできる、室内で行うテニスです。 親子で一緒にでき
※チャレスポ年度会費の他日本パ
るスポーツですので、小学校1年生から90歳まで参加できます。 親子ペアで試
ドルテニス協会登録年会費は別途
合を行うことや、孫とおじいちゃん・おばあちゃんがペアを組んだりして楽しむ
ことができます。
※会場はすべて体育館です
「どなたでもお気軽にご参加できます」

パドルテニス

タグラグビー
自由参加・無料

タグラグビーは30ｘ40ｍ程度のコートで腰につけたタグをとることでタックル
の代わりとする接触プレーのない安全なラグビーです。１チーム５人で編成し、
だれでも
大きな人、小さな人、走るのが速い人、遅い人、老若男女関係なくだれでもでき
るスポーツです。校庭を使った外のスポーツです。鬼ごっこ、泥棒ゲーム、リ
レーなど遊びを交えて楽しく活動しています。

新宿あ・み・ま倶楽部
参加費会員500円非会員1000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

みんなでダンス
体験レッスン無料

大人、小人それぞれ5回分回数券発行

幼児：無料
小中高：200円
一般（18才～）：300円

だれでも

ゲームバレー
参加費無料

30歳
以上

小学生
以上

バドミントン交流練習
５００円/回
※感染症対策のため、
事前登録者のみ参加可。

バドミントンJr.練習
５００円/回
※感染症対策のため、
事前登録者のみ参加可。

大人

中学生
高校生

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

フットサル
※令和４年度は参加費無料

小人
大人

ふだん運動をしない方にも気軽に参加できるレクリエーションのダンスです。心
地よいストレッチから体操へ、J-POPから演歌まで馴染みの曲を聴きながら、
出世稲荷神社社務所：第１・3土曜
指導者の簡単な説明で誰もがすぐに踊りを楽しめます。体幹や足腰を鍛えながら
00
最高の脳トレができます。ロコモ予防に無理なく体を動かしませんか？

13：15-15：

歴史ある親子バレーからソフトバレーボールとビーチボールバレーに変換して、
試合形式ゲームを中心に活動します。
ソフトバレー・ビーチボールバレーとも新宿区への大会参加を目指しますが、小 富久小：第１・3・４・５土曜AM9：00-12：00
さい子はビーチボール中心や親子でも楽しめる活動、大人から高学年自動中心に 天神小：第２土曜AM9:00-12:00
ソフトバレーボールとしてコート・時間を分けて開催します。チャレスポ広場の
延長としてタグラグビーとの一体運営。参加費は無料となります。
生涯スポーツとしてバドミントンを楽しみます。参加者は30代から60オーバー
も。精いっぱい動いて汗を流しています。教室で始めた人も、学校の部活でバド
新宿中：偶数週土曜18：45-20：30
ミントンしていた人も一緒にプレーを楽しんでいます。
譲り合いながらダブルスゲーム練習をします。

部活の他にもっと練習したい、上達したいと思っている生徒歓迎。
基本練習、ゲーム練習。
バドミントン部で活動している生徒限定

メンバーは小学1年生から70代まで老若男女が健康で、楽しく、上達を目指して
練習しています。基本的なことから、ゲーム展開まで指導者が丁寧に教えます。
参加者随時募集中です。
時間帯で小中高と大人とで分けて開催します。

新宿中 奇数週土曜18：45-20：30
富久小 偶数週日曜AM9:30-11:30
芸術高校：第２,4日曜
小人：10：00-12：00
大人：12：00-17：00
戸山高校：第２,４土曜
大人のみ18：00-21：00

フットサルは、経験者・未経験者を問わず、フットサルをやりたい方が一人でも
参加でき、集まったメンバーでフットサルの試合を楽しむ「個人フットサル」を 富久小：第1・3土曜
開催しています。
富久小：第2・4日曜
子供も大人も、男性も女性も、みんなでフットサルを楽しみましょう！

だれでも

ノルディックウォーキングは、2本のポールを使って歩くフィンランド生まれの 富久さくら公園（芸術高校集合）：
スポーツです。
第４日曜日AM9：45-12：00
年齢・性別・身体能力・運動経験などにかかわらず、目的に合わせて誰にでも簡
薬王寺地域ささえあい館
単に始められ、生涯楽しむことができます。

14：00-16：00
9：30-11：30

戸山公園：第２,４土曜AM9：45-12：00

※新宿御苑等への入園料は個人負担
※雨天中止

第２・４火曜日13：00-15：00
ここ･から広場:第2･第４火曜

グラウンドゴルフ
※令和４年度は参加費無料

「あるく」「みる」「まなぶ」のまちあるきです。ガイドの小山さんの説明と配
布される素晴らしい資料で,いつもの「まち」が違って見えます。集合場所に来て
月1回程度：新宿区内他
いただき、それぞれの体力に応じた距離の参加が可能です。
一緒に歩きませんか？

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）

天神小：第2土曜ＡＭ9：00-11：00
余丁町小：第4土曜ＡＭ9：00-11：00
富久小：第１・３・５土曜ＡＭ9：00-11：00
第2・第４日曜13：30-15：00
※終了後３０分小３以上試合形式練習
ここ・から広場：年６回 第２土曜 13：00-15：00
大久保小：毎月1回日曜日9：30-11：30
大会参加年3回程度、

年に数回あるライブに向けて、欅坂46や、プリキュアなどみんなで踊りたい曲
を セレクト。衣装もかっこよく決めています。しっかりストレッチしますの
で、小さい子も、青年も、中高年の方も安心して踊れます。みんなで楽しくリズ 東戸山小・富久小又は若松地域センター
だれでも ムに合わせて動いてみませんか？見学、体験レッスン無料です。お気軽に会場に ：毎週 土曜日に開催
9時～12時
おこし下さい。
コロナ完全収束までは休止
～「ユニバーサルスポーツ」のダンスとして、来場者全員で楽しい時間を創り
あげて います～

レクダンス
半期分前払：3000円
会員：３００円/回
非会員：５００円/回

天神小：第1・3土曜ＡＭ9：00-12：00
牛込仲之小：第2・4土曜ＡＭ9：00-12：00
東戸山小：毎週月曜19：00-21：00
富久小：第1日曜ＡＭ9：00-12：00
第3日曜
13:00-17:00
第2,4木曜18：30-21：00
大会参加 年３回程度

だれでも

ゴルフをアレンジしたスポーツで、ルールは簡単！集中力や調整力が養えます。
AM9:30～12:00（8月除く）
子供から高齢者まで楽しめます。みんな集まれ！

富久小:第３日AM9:00～12:00

競技合気道
だれでも ２０１６年度新種目！！無心塾の合気道教室、子供から大人まで。
1000円/月
開催回数少ない月は１回３００円

ボッチャ
※令和４年度は参加費無料

たのしい将棋
１回：200円

パラリンピックで大人気！！健常者もはいったレクリエーション競技を行いま
だれでも す。誰でも参加可能、参加費無料、看護が必要な方は、看護なさる方の付き添い

が必要となります。

小学生
中学生

多世代間交流と頭脳の活性化の場！そして、何よりも集中力養成の場！

新宿中：毎週木曜
小中高：18：30-19：30
大人18:30-20:30（途中からでも参加できます）
東戸山小
毎月第1・３日曜日午後13時から16時
薬王寺地域ささえあい館
第２火曜日13：00-15：00
新宿中：第２,４土曜 13：00-15：00

概ね６月から再開予定

