中野区パドルテニス情報6月号
衣替え

梅雨

紫陽花

サンキ会・シニアカップ終えて

さわやかな初夏を過ぎると、あっという間に蒸
し暑い梅雨の到来です。
衣替えして気分一新 雨に似合う「あじさいの
花」だけが喜んでいるようです。

総会終わりました。
４月２７日 各クラブの代表さんにご出席いた
だき総会が開催されました。 議事は全て承認さ
れ令和元年が本格的にスタートしました。
長年ご活躍いただいた、武方理事・仲田理事が
退任されました。 今までの尽力に心より感謝
し、厚く御礼申し上げます。
新理事に石塚誠一（グラッシーズ）・米澤増雄
(セブン）のお二人が加わりました。
よろしくお願いいたします。

第18回サンキ会・第8回シニアカップが5月18
日に開催されました。シニアスポーツ振興事業
として、東京都より補助金をいただいておりま
す。元気なシニアが午前48名、8チームの団体
戦で交流を深めました。
例年通り試合終了後昼食を会議室で一緒に頂
きました。人生の節目を迎えられた、米寿の杉
山省一様、傘寿の岡田征利様・山崎信雄様、喜
寿の高安和臣様、伊藤秀子様、丸井清美様、間
宮悦子様、岡田淑乃様に花束が贈られ、会場の
皆さんで祝福いたしました。
これからも私たちの目標としてパドルライフ
を楽しんでください。 午後のダブルスも若い
人に負けない迫力ある試合が展開され、シニア
の健在ぶりが見られた一日でした。

連盟開放スケジュール(3389-3151
毎週月曜日 13：00～17：00【第２月曜日・祝祭日を除く】
6/3 6/17 6/24
連盟会員４００円 非会員５００円
毎週水曜日 18：00～21：00 初心者指導アリ
6/5 6/12 6/19 6/26 連盟会員3００円 非会員35０円

クラブスケジュール
藤クラブ
江古田小体育館
(3385-0411
高島和男(３３８6-22６８

日曜日
６/２ １５:00～18：00
6/23 12：00～18：00
オールウエイズ
新井区民活動センター

ひまわり

仲田

フ レ ン ズ
江古田区民活動センター
江古田小体育館
(３９５４-６８１１
(3385-0411
博(３３８８-４６０８ 山口月美(３３８９ー４３１６

毎週土曜日
19：00～21：30
6/1 8 15 22 29
椎の木 クラブ
新井区民活動センター

(3389-1411
(3389-1411
古閑岩雄(３９４８－０６９１ 川田礼三(080-3425-0349

土曜日16：00～19：00 土曜日(ビジター歓迎)

6/8 22 29
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

13：00～16：00
6/1 8 22 29

火曜日（ビジター歓迎）

13：00～16：00
6/4 11 18 25
あらちっこ
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
日曜日（開催日時に注意）

２ 、 ９ 13：00～16：00
23 、30 16：00～19：00

パドルナイン
野方 クラブ
白桜小体育館(3389-0561
平和の森小体育館
竹下和美
(3389-1451
(５３８９ー１５３７
安部綾子(３３８９－４９０６

金曜日19：30～21：30 水曜日18：30～21：30 木曜日18：30～21：30

6/14

6/28

ビジター歓迎

6/5 19 26

6/6 ,13, 20, 27

ビジター歓迎

ビジター大歓迎

クラブスケジュール
桃園クラブ

ピーチファミリー

産業振興センター(3380-6946

桃花小体育館 (3381-7251

宮本晶子 (３３８0-3689 田島健二
日曜日 9：00～12：00
毎週日曜日
12：00～15：00
6/16
6/30

6/2 16 23
*30のみ 9：00～12：00

7/15(月） 7/21
8/18
8/25
十一中 クラブ
緑野中体育館 (3386-5423
日高久恵 (3310-4741

さくらんぼ

南中野中体育館(3381-7273
(３３８2-6180 茂呂明美 (3318-0888

毎週木曜日
19：00～21：30

6/6 13 20 27

ジェネシス
パドルフレッシュ
緑野中体育館 (3386-5423 江原キャンパス(３９５１-５３１４
渡部孝子(3565-2460
長田保夫 (3387-3882

木曜日19：00～21：30 毎週水曜日

6/13

6/27

19：00～21：30
6/5 12 19 26

桃二プリンセス

若宮 クラブ

桃二小体育館(３３６３-０６６１

美鳩小体育館(３３３０-１４２５

江川明子 (３３８６－８４０８ 荻野 隆(３３１０-６９４１

日曜日 9：00～12：00 月曜日18：30～２１：３０
美鳩小 6/10 24
6/2 16 23 30

西中野小(３３３０－３１２５

6/3

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

17

6/3 10 17 24
初心者・ビジター大歓迎

グラシーズ
北中野中体育館(３９９９-３４１５

石塚誠一
(０９０-９００６-７０６５

毎週火曜日
19：00～21：30

6/4 11 18 25

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】
9：00∼12：00 13：00∼16：00
個人利用料金一回１４０円

毎週月曜日
18：30～21：30

6月開催はありません
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6/7 14 21 28

企画編集 広報部

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
(３３３７－１７７１

毎週日曜日18：00～21：00 6月は23日のみ開催

6/2 9 16 23 30
初心者指導アリ
個人利用料金一回１2０円

13：00から16：20
個人利用料金一回
会員１8０円 非会員360円

南部スポーツコミュニテイプラザ

(５３４０-７８８１

毎週木曜日14：00～16：00

6/6 13 20 27
初心者指導アリ
個人利用料金一回
区民400円 他区800円

