中野パドルテニス情報4月号
春 眠 暁 を・・・・・

交 流 会 ・ジュニア・100 歳 大 会終わって

心地よい眠りに、なかなか目が覚めませ
ん。桜も満開うららかな春の訪れです。14日
の春季大会を皮切りに今年度も行事が満載で
す。ご参加宜しくお願いいたします。

ご参加ありがとうございました。 交流会で
は各クラブへボールがプレゼントされ皆さん
大喜びでした。
100歳大会はミックス戦ということで会場は
終始華やいだ雰囲気の中で熱戦が繰り広げら
総会があります。
れました。 ジュニア大会も元気にナイスプ
日時：4月27日（土）13時15分
レーでみんな頑張りました。
会場：産業振興センター 3Ｆ会議室
教室案内
議題：Ｈ30年度事業報告･会計報告 2019年 度 春期教室
事業計画･予算案など審議いたします。
5/20,27,6/3,17,24,7/1（全6回）
その他ご意見などありましたら、出席され 前期月例教室
る代表さんに託してください。
5/27,6/24,7/29,8/26,9/31（全5回）
情報誌の様式が変わりました。ご感想をお
サンキ会＆シニアカップ
寄せください。
5/18（土）サンキ会は 定員48名 お早めにお
申し込みください。

連盟開放スケジュ－ル（中野体育館）(３３８９－３１５１
月曜日 4/1、15 ＊開催日にご注意下さい
13：00～17：00【第二月曜・祝祭日を除く】
連盟会員400円 非会員５００円

毎週水曜日 4/3、10、17、24
18：00～21：00 初心者指導アリ
連盟会員３００円 非会員３５０円

ク ラ ブ ス ケ ジ ュ ー ル
藤 クラブ

ひまわり

江古田小体育館 (3385-0411
高島和男 (3386-2268

江古田小体育館 (3385-0411
仲田 博 (３３８８-４６０８

日曜日 12：00～18：00
＊開催日にご注意ください
4/28
5/26
6/2 *15：00～18：00
6/23

毎週土曜日 19：00～21：30
＊開催日にご注意ください
4/13、20、27
5/4、11、25
6/1、8、15、22、29

フ レ ン ズ
江古田区民活動センター
(３９５４-６８１１

山口月美 (３３８９ー４３１６

毎週火曜日 13：00～16：00
＊開催日にご注意ください
4/2、9、16、23

ビジター歓迎
オールウエイズ

椎の木 クラブ

あらちっこ

新井区民活動センター(3389-1411
古閑岩雄 (３９４８－０６９１

新井区民活動センター(3389-1411
川田礼三 (080-3425-0349

新井区民活動センター(3389-1411
千葉雅英 (０８０－９１８５－８３８３

子供専用のクラブです
土曜日 16：00～19：00
*開催日にご注意下さい
4/6、20、27

毎週土曜日 13：00～16：00
4/6、13、20、27

ビジター歓迎
上高田 クラブ
白桜小体育館 (3389-0561
佐久間沙雪 (３３８８ー６４０２

ビジター歓迎
パドルナイン
白桜小体育館 (3389-0561
竹下和美 (５３８９ー１５３７

金曜日 19：30～21：30
＊開催日にご注意ください
4/19
5/17、31
6/14、28
ビジター歓迎

水曜日 18：30～21：30
＊開催日にご注意下さい
4/10、17、24
5/8、22、29
6/5、19、26
ビジター歓迎

4/7(日）13：00～16：00
13（土）16：00～19：00
28（日）16：00～19：00
30（火）13：00～16：00
＊開催日・時間にご注意下さい
野方 クラブ
平和の森小体育館(3389-1451
安部綾子 (３３８９－４９０６

木曜日 18：30～21：30
*開催日にご注意下さい
4/11、25
5/9、16、30
6/6、13、20、27
ビジター歓迎

クラブスケジュール
桃園 クラブ
産業振興センター (3380-6946
宮本晶子 (3380-3689

日曜日 9：00～12：00
＊開催日にご注意ください

ピーチファミリー
桃花小体育館 (3381-7251
田島健二 (３３８2-6180

日曜日 12：00～15：00
＊開催日にご注意ください
4/28

さくらんぼ
南中野中体育館 (3381-7273
茂呂明美 (3318-0888

木曜日 19：00～21：30
＊開催日にご注意くださ
4/4

４/７ 、２１

5/1～6 【確認して下さい】
5/12、19、26
6/2、16、23 30（9：00～12：00）

十一中 クラブ
緑野中体育館 (3386-5423
日高久恵 (3310-4741

19：00～21：30
＊開催日にご注意ください
4/5（金）、11（木）、22（月）

ジュネシス
緑野中体育館 (3386-5423
長田保夫 (3387-3882

毎週水曜日 19：00～21：30
4/3、10、17、24

パドルフレッシュ
江原キャンパス(３９５１-５３１４
渡部孝子 (３５６５－２４６０

木曜日 19：00～21：30
＊開催日にご注意ください
4/11
5月・6月の開催はありません

ビジター歓迎
若宮 クラブ
桃二プリンセス
グラシーズ
桃二小体育館 (３３６３-０６６１ 美鳩小体育館 (３３３０-１４２５ 北中野中体育館(３９９９-３４１５
石塚誠一(０９０－９００６－７０６５
江川明子(３３８６－８４０８
荻野 隆 (３３１０-６９４１

月曜日 18：30～21：30
＊開催日にご注意ください

4月の開催はありません
日曜日 9：00～12：00
5/12、 19

火曜日 19：00～21：30
＊開催日にご注意ください
4/2、9、16

西中野小(３３３０－３１２５
4/15 5/20 6/3、17
美鳩小
4/22 5/13、17 6/10、24

ビジター歓迎
中野セブン
七中体育館 (３３８９-４１７１
田沢明夫(０７０ー６６６６ー４１７５

月曜日 18：30～21：30
＊開催日にご注意ください
4/1、15、22、29【要確認】

中体 クラブ
中野体育館 (３３８９-３１５１
杉山芳子 (３３８８－０６５０

毎週金曜日【祝祭日を除く】
4/5、12、19、26
9:00～12：00 13：00～16：00
個人利用料金一回１４０円

発行
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中野区パドルテニス連盟
(０３－３３６８－８５２６
www.nakanopaddle.com
企画編集 広報部

ビジター歓迎

初心者歓迎

一 般 開 放 ス ケ ジ ュ ー ル
産業振興センタ－
(３３８0－６９４６

鷺宮スポーツコミュニテイプラザ 南部スポーツコミュニテイプラザ
(３３３７－１７７１
(５３４０-７８８１

第2、3、4日曜日 4/14、21、28
毎週日曜日4/7、14、21、28
13：00～16：20
18：00～21：00 初心者指導アリ 個人利用料金一回
個人利用料金一回１2０円
会員１8０円 非会員360円
会員登録は中野区在住、在勤、
在学の方 （会員登録中）

毎週木曜日 4/4、11、18、25
14：00～16：00 初心者指導アリ
個人利用料金一回
区民の方400円
他区の方800円

