中野区パドルテニス情報８月号
梅雨明けはいつ

楽しみがいっぱい

梅雨寒・日照不足で作物にも影響が出て、私
オリンピック開幕まであと一年になりま
達にも。 町会のラジオ体操も始まり、早起き した。 当 連盟の３０周年の記念事業も、
して頑張ろうと思っています。
来年 新しい体育館で開催する予定です。
この情報誌が皆様のお手元に届く頃には暑い 勿論 祝賀会もサンプラザで行います。
日差しが戻っていることでしょう。
皆さん楽しみにしていてください。

ウインブルドンテニス大会
錦織選手は準々決勝でフェデラー選手に敗れ
残念でしたが、日本テニス界の明るい話題もあ
りました。 １６歳望月慎太郎選手がジュニア
男子シングルスで日本人で初めて優勝。
これからの期待の星です。
車イス部門でも国枝慎吾選手が決勝に進み惜
しくも敗れはしましたが、栄光まであと一歩の
ところでした。

毎週月曜日
8/5 19 26
毎週水曜日
8/7 14 21

ご協力ありがとうございました。
総会で皆様にお願いしたクラブ紹介原稿
おかげさまで殆んど集まり、写真も４クラ
ブ残すのみとなりました。
８月中には原稿のチェック・修正など済
ませ、画像を貼付してネットにアップする
予定です。

連盟開放スケジュール(3389-3151
13：00～17：00【第２月曜日・祝祭日を除く】
連盟会員４００円 非会員５００円
18：00～21：00 初心者指導アリ
28
連盟会員3００円 非会員35０円

クラブスケジュール
ひまわり

藤クラブ
江古田小体育館
(3385-0411
高島和男(３３８６-22６８

仲田

8月はありません
9/8(日） 9/29(日）
13：00～18：00

8月はありません
火曜日（ビジター歓迎）
9/7 14 21 28
13：00～16：00
土曜日19：00～21：30 8/6 13 ２０ ２７

オールウエイズ
新井区民活動センター

江古田小体育館
(3385-0411
博(３３８８-４６０８

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

フ レ ン ズ
江古田区民活動センター
(３９５４-６８１１
山口月美(３３８９ー４３１６

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

土曜日16：00～19：00 土曜日(ビジター歓迎) 子供専用のクラブです
16：00～19：00
８/10 17
13：00～16：00
24 (19:00～22：00） ８/３ 10 17 24 （開催日に注意）

８/3 24 31

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

8月は休止
9/27 金曜日
19：30～21：30
ビジター歓迎

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

８月は休止
８月は休止
水曜日18：30～21：30 木曜日18：30～21：30
9/1８ 2５
9/5 19 26
ビジター歓迎

ビジター歓迎

クラブスケジュール
ピーチファミリー

桃園クラブ
産業振興センター(3380-6946

桃花小体育館 (3381-7251

田島健二

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

宮本晶子 (３３８0-3689
(０８０－３２５２－７２１４
日曜日 9：00～12：00
日曜日 12：00～15：00 工事のため
8/4 11 12(月） 18 25 7月～1月までお休み
8/18
25
9/1 15 22 23(月）
9/8
29

10/13

27

パドルフレッシュ

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

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

8月・9月は
工事のため
お休みです。

8月・9月は

工事のため
お休みです。

木曜日19:00～21:30
8/1
8 10(土）
8/15 22 29
9/12 19 26

桃二プリンセス

若宮 クラブ

グラシーズ

桃二小体育館(３３６３-０６６１

美鳩小体育館(３３３０-１４２５

江原小学校(３９５１-５８８０
渡部孝子
(０９０－２９０１－０５４５

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

日曜日 9：00～12：00 月曜日18：30～２１：３０ 火曜日 19：00～21：30
8/6 13 20 27

美鳩小

8/４ 18 25
9/1
8
ビジター歓迎

8/12 26

9/9 23

西中野小(３３３０－３１２５

8/5 19

中野セブン
七中体育館(３３８９-4171
田沢明男
(０７０－６６６６－４１７５

9/2 30

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
8/5 19 26

初心者・ビジター大歓迎

発行日 2019.08.01
中野区パドルテニス連盟
(03－3368－8526
企画編集 広報部

8/2 9 16 23 30

初心者・ビジター大歓迎 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
(３３３７－１７７１

毎週日曜日18：00～21：00 日曜日13：00～16：40

8/4 11 18 25

初心者指導アリ
個人利用料金一回１2０円

8/ 11 25
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

8/1 8 15 22 29
初心者指導アリ
個人利用料金一回
区民400円 他区800円

