中野区パドルテニス情報1月号
令和２年 明けまして
おめでとうございます。

新年からの行事予定

皆様には佳き新年をお迎えのこととお慶び
申し上げます。 今年は、オリンピック、新体
育館完成、連盟設立３０周年の記念大会並びに
祝賀会と大きな事業が続きます。
スポーツの力！皆さん一緒に元気になりましょ
う。 嬉しいことばかりではなく難しい問題も
出てくるかと思いますが、皆様のご協力で解決
して、楽しいパドルテニスを普及していきたい
と願っています。
日本パドルテニス協会も
「一般社団法人」となり、さらに大きく飛躍す
る年になりますよう期待します。
会員の皆様並びにご家族のご健康 ご多幸を
お祈りし、新年の挨拶といたします。
本年もよろしくお願い申し上げます。
中野区パドルテニス連盟
会長 亀石紀子 理事長 鈴木清人

①おしるこ会 １月２０日(月）PM2時～
中野体育館会議室 恒例のおしるこ会も、
今年で最後になるかもしれません。
お寒い折「おしるこ」で身も心も温まっ
てください。
係り一同 お待ちしています。
②研修会 ２月１１日(火）祝日AM9時～
産業振興センター 連盟主催で公認指導員
及びクラブ指導員の技術向上と親睦を深め
るため開催します。
③連盟会員交流会 ２月２２日(土)PM１時～
中野体育館 団体戦です、連盟会員なら
どなたでも参加できます。奮ってご参加く
ださい。
ワンチームで頑張りましょう。
④１００歳ミックス・ジュニア大会
3月２２日(日) 詳細は２月号で

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】
1/6 27
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
1/8 １5 22 ２9
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

ひまわり

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

仲田
日曜日 13：00～18：00 土曜日19：00～21：30

1/12

2/2

オールウエイズ
新井区民活動センター

１/４ 1１ 18
2/1 15 29

椎の木 クラブ
新井区民活動センター

火曜日 13：00～16：00

1/7 １4 21 ２8
あらちっこ
新井区民活動センター
(3389-1411
千葉雅英(080-9185-8383

(3389-1411
(3389-1411
古閑岩雄(３９４８－０６９１ 川田礼三(080-3425-0349
活動センター改修工事の為 活動センター改修工事の為 活動センター改修工事の為２月
までお休みです。
２月までお休みです。
２月までお休みです。
上高田

クラブ
白桜小体育館(3389-0561
佐久間沙雪
(３３８８ー６４０２

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

金曜日18：30～21：30 水曜日18：30～21：30

1/17 31 2/7 21
ビジター歓迎

1/8 22 29ビジタ-歓迎
2/5 14 19

野方 クラブ
平和の森小体育館
(3389-1451
安部綾子(090-1736-3211

木曜日18：30～21：30
1/9 16 23 30
2/6 13 20 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

宮本晶子 (３３８0-3689
(０８０－３２５２－７２１４
日曜日 9：00～12：00 日曜日12：00～15：00

1/12 26

2/9 24

なお、1/12PM (クラブ行事の為
レギュラー以外はご遠慮下さい。)

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

１９：００～２１：３０

１/9 16 23 30

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

1/9 16 23 30
パドルフレッシュ
江原小学校(３９５１-５８８０
渡部孝子
(０９０－２９０１－０５４５

木曜日19:00～21:30

1/9 16 23 30
2/6 13 20

1/8 15 ２2 29
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

１/19 26 2/2 9

1/13 27 2/10 24

中野セブン
七中体育館(３３８９-4171
稲垣美保
(０９０－３２０４－３５５０

中体クラブ
中野体育館(３３８９-3151
杉山芳子(3388-0650

月曜日 19：00～21：30

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

初心者・ビジター大歓迎

木曜日
19：00～21：30

19:00～21：30

桃二プリンセス

1/6 13 20 27

南中野中体育館(3381-7273
茂呂明美 (3318-0888

1/5 , 12
2/2 9 11 23 24

水曜日

木曜日

さくらんぼ

グラッシーズ
北中野中体育館(３９９９-３４１５

石塚誠一
(０９０-９００６-７０６５
火曜日
19：00～21：30
1/7 14 21 28
初心者・ビジター大歓迎
貸しラケット有・参加費１００円
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初心者歓迎

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

毎週日曜日18：00～21：00

1/5 12 19 26
初心者指導アリ
個人利用料金一回１2０円
ボール代50円

鷺宮スポーツコミュニテイプラザ
(３３３７－１７７１

南部スポーツコミュニテイプラザ

日曜日13：00～16：40

毎週木曜日14：00～16：00

1/12 26

(５３４０-７８８１

1/9 16 23 30

個人利用料金一回
個人利用料金一回
会員１8０円 非会員360円 区民400円 他区800円

*他クラブへ訪問参加希望の方は、事前に当該クラブ代表者に連絡して下さい。

