
 
地域スポーツ・文化協議会 概要 

 
●概要 

新宿区では、豊かな生涯学習社会の実現・地域コミュニティの醸成・地域教育力の向上のため、区立小・

中学校を拠点に地域の人々が集い、スポーツや文化活動に気軽に参加し、地域自らが運営を行う「総合型地

域スポーツ・文化クラブ」創設を目指している。平成 19 年度に、すでに学校を拠点として展開されていた
小学校校庭開放・スポーツ交流会・子どもの居場所事業（それぞれ PTA・体育指導委員・スクールコーディ
ネーターが中心となり推進）を「地域スポーツ・文化事業」として予算統合する一方、地域の総力を結集し

たクラブの受け皿として、中学校区を範域とした「地域スポーツ・文化協議会」が形成された。協議会は、

当初より旧来の事業の担い手が中心となっており、実質的な事業間統合もごく一部に限られているため、協

議会内での融合・地域との調整を図りながら、地域団体・個人の参画、より地域の総力を結集しやすい範域

への変更などを推進する必要がある。 
現在、この各地域スポーツ・文化協議会は、区より「総合型地域スポーツ・文化クラブの育成」事業を受

託している（財）新宿区生涯学習財団との間で委託契約を結び、子どもから高齢者までのスポーツ・文化活

動振興、地域交流を促進するため、下記の 3種類の事業を行っている。 
 
１ 定期事業・・・・・指導者・指導補助員を配置し、地域向けのプログラムを定期的に実施する事業 
２ 特別イベント・・・定期事業の活発化と地域への事業周知浸透を図る事業 
３ 遊び場開放・・・・学校施設を開放し、参加者が自由にスポーツ活動・文化活動を楽しむ事業 
 
しかし、旧来の事業間の統合が進まず、協議会の担い手も設立当初の構成と変わらない状況で、総合型地

域スポーツ・文化クラブへつなげていくためには、事業統合のための連携、融合の促進、地域の実情に沿っ

た構成の見直し、経営自立化のための支援を強力に押しすすめていく必要がある。 
 
●中学校区構成 

地区 協議会名 主な事業実施場所

箪笥 牛込第一・第三中学校区地域スポーツ・文化協議会 牛込第一・第三中学校、津久戸・市谷・愛日・江戸川・牛込仲之小学校

榎 牛込第二中学校区地域スポーツ・文化協議会 牛込第二中学校、早稲田・鶴巻小学校

四谷 四谷中学校区地域スポーツ・文化協議会 四谷中学校、四谷・四谷第六・花園小学校

大久保 西早稲田中学校区地域スポーツ・文化協議会 西早稲田中学校、大久保・戸山・戸塚第一・戸塚第二小学校

落合第一 落合中学校区地域スポーツ・文化協議会 落合中学校、落合第一・落合第二小学校

落合第二 落合第二中学校区地域スポーツ・文化協議会 落合第二中学校、落合第三・落合第五・落合第六小学校

柏木・角筈 西新宿中学校区地域スポーツ・文化協議会 西新宿中学校、柏木・西新宿小学校

若松 新宿中学校区地域スポーツ・文化協議会 新宿中学校、富久・余丁町・東戸山・天神小学校

戸塚 西戸山中学校区地域スポーツ・文化協議会 西戸山中学校、淀橋第四・西戸山小学校

戸塚 西戸山第二中学校区地域スポーツ・文化協議会 西戸山第二中学校、戸塚第三・落合第二小学校

●平成 19 年度実績 

※遊び場開放・定期事業・イベント 
・年 2,699回実施・延べ参加人数 72,243人 

●活動内容 

（財）新宿区生涯学習財団広報紙（2008年１月 5日号）掲載の協議会紹介をご参照ください。 



▼各ページ下段□内は広告スペースです。お問い合せは直接広告連絡先まで

区分 職　種 勤務時間 備考

A
小学校放課
後開放事業
責任者

週５日、４０時間
原則土・日・祝日
休み

B 一般事務

小学生野球／ソフト
サッカー

区内在住の小学生　１０名以上
満２０歳以上の代表者

登録要件登録区分

区内在住の中学生　１０名以上
満２０歳以上の代表者中学生サッカー

週４０時間、週休
日は勤務場所等
により異なります�

国籍・学歴不問

Aは地域活動の経
験のある方歓迎

※平成２０年度に新宿区生涯学習支援者バンクに指導者・支援者として登録・更新される方は 指導者必修科目 ３単
位・その他の科目２単位の取得が必要となりますので、必ず受講してください

【対　象】
【申込み】

【問合せ】

新宿区生涯学習
指導者・支援者講習会
新宿区生涯学習
指導者・支援者講習会
新宿区生涯学習
指導者・支援者講習会

無料

　区内でスポーツ・文化活動の企画運営を担う皆さんに役立つ、
実践的な講習会です。どなたでも参加できます。

日　時 内　容・講　師

２／０６（水）　１９時～２１時３０分 指導者必修　※２日間同内容　実技あり

応急救護基礎（AED講習あり）
※動きやすい服装必要、テキスト・用品代実費２００円（当日支払い）２／１７（日）　１５時１０分～１７時４０分

日本赤十字社東京都支部

２／１６（土）　１３時～１５時 ※２日間同内容
水の事故を防ぐ～水難救助の最前線から～

３／０６（木）　１９時～２１時 NPO法人日本災害救護推進協議会　代表  石津猛氏

２／１０（日）　１３時～１５時 ※２日間同内容
学習の現場で活かす法学の基礎～判例からの教訓～

２／２０（水）　１９時～２１時 実践女子短期大学教授　日野一男氏

２／０２（土）　１３時～１５時
地域における高齢者との接し方
～万一の際の対応から介護予防プログラムまで～ 協力：株式会社  日本生科学研究所

和光市新倉高齢者福祉センター長　宮脇聡氏

２／１０（日）　１５時１０分～１７時１０分
子どもと遊び～楽しいプログラムで健やかな成長を～

早稲田大学スポーツ科学学術院　吉永武史氏

日　時 内　容・講　師

２／２７（水）　１９時～２１時 指導者必修　※２日間同内容

地域における子どもとの接し方３／０１（土）　１５時１０分～１７時１０分 演劇教育指導者　かめおかゆみこ氏

２／１７（日）　１３時～１５時 指導者必修　※２日間同内容　実技あり

障がい者との関わり方講座～体験入門編～
※動きやすい服装・上履き必要２／２２（金）　１９時～２１時

東京都障害者スポーツ協会

２／２３（土）　１５時１０分～１７時１０分
思いが伝わる！イベント情報発信の秘訣

立正大学専任講師  大島英樹氏

３／０１（土）　１３時～１５時
地域組織の運営術（基礎）

NPO法人コミュニティビジネスサポートセンター　事務局長  中森まどか氏

２／２３（土）　１３時～１５時

実技あり

障がい者との関わり方講座～プログラムの創り方～
※動きやすい服装・上履き必要

東京都障害者スポーツ協会

地域スポーツ・
文化事業に
ご参加ください！

地域スポーツ・
文化事業に
ご参加ください！

地域スポーツ・
文化事業に
ご参加ください！

プラネタリウムプラネタリウム

星空コンサート
～冬の日に贈る暖かな音色～

　エレクトーンとピアノと星空と。寒い冬の日、暖かい音
色をあなたにお届けします。

【日　時】１月１９日（土）　１３時３０分開場　１４時開演
【定　員】先着１４０名
【入場料】高校生以上８００円、３歳以上中学生以下４００円

※当日１３時３０分より８階プラネタリウムで受付
開始。途中入退場不可

星空おはなし会
～緑の章～

　満天の星空の下、絵本や紙芝居、パネルシアターなどによる
日本の民話や神話の世界であなたも童心に帰ってみませんか？
【日　時】２月２日（土）　１３時３０分開場　１４時開演
【定　員】先着１２０名
【入場料】高校生以上３００円、３歳以上中学生以下１００円

※当日１３時３０分より８階プラネタリウムで受付
開始。途中入退場不可

【会　場】コズミックセンター　プラネタリウム

冬プログラム
　オリオン座、シリウス、ふたご座など、なじみ深い名前の
星や星座をたどり、その成り立ちをご紹介します。ハト座に
まつわるノアの箱舟の物語もお楽しみください。
【日　時】１月１２日（土）・２０日（日）・２６日（土）
【日　時】各日　１０時３０分・１３時３０分・１４時５０分開始
【日　時】（３０分前から受付）　※途中入退場不可
【定　員】先着１５０名
【入場料】高校生以上３００円　幼児・小中学生無料

　難聴者の方たち向けに、字幕付きの一般投影を開催します。
【開催日】３月１５日（土）　※ＦＭ補聴システムの用意あり

戸塚
（西戸山中学校区）

バケツで稲を育てよう！ビオトー
プや校庭の花を育てたり、幅広い
活動に取り組んでいます。

（Holiday西戸山、よどよん子どもルーム・コミュニティスポーツクラブ）
地域のネットワークで様々なスタッフが集まり、バラエティに富ん

だプログラムを開催しています。

【会　場】西戸山中、西戸山小、淀橋第四小
【参加できる種目】●スポーツ系　バトントワリング、野球、サッカ

ー、ソフトボール、卓球、ショートテニス、スポーツチャンバラ、ド
ッヂビー、輪投げ、ビーチボールバレー、ドッヂボール大会

　●文化系　絵本（英語絵本もあり）等の読み聞かせ、園芸体験、
花やミニ田んぼ、ビオトープの世話、書き初め大会

【当地区おすすめ！】西戸山小や淀橋第四小では、草花や稲を育てていて、一般の方も多く参
加しています。

　落合中では、どなたでも参加できるスポーツ種目を第一・第三
土曜日に実施しています。各小学校では親子スポーツ・遊び場開

放が充実。また、各校合同でのジョイントコンサートなど、地域の交流も盛んです。

【会　場】落合中、落合第一小、落合第四小
【参加できる種目】●スポーツ系　テニス、卓球、グラウンドゴルフ、ビーチボールバレー　●文化系　

夏休み図書館開放、料理教室　●イベント　もちつき大会、ジョイントコンサート、蛍の夕べ、雅楽の夕べ
【当地区おすすめ！】夏休みには落合中にて学校プール開放を実施。透明度の高いきれいなプール、新宿副都心

を望むバツグンの眺望！暑い夏も涼しく過ごせる穴場です（入場無料！）。おとめ山の蛍を鑑賞する「蛍の夕べ」も。
【協議会から】毎月熱心に活動していますが、運営スタッフが足りません。落合をより楽しい

街にするため、各活動の運営にご協力いただける方を探しています。
【その他】落合中実施のスポーツ種目は町会掲示板のポスターなどで紹介しています。

戸塚
（西戸山第二中学校区）

夏休みを利用した地域の中学生によ
る絵本の読み聞かせ

　スポーツプログラムに加え、小学校で、中学生が絵本の読みき
かせを行なうなど、中学生も一緒になった新たな企画を実施して
います。

【会　場】西戸山第二中、戸塚第三小、落合第二小
【参加できる種目】●スポーツ系　わんぱく相撲体験会、卓球、野球、サッ

カー、テニス、バレーボール（小学生向け）、輪投げ　●文化系　俳句、絵
手紙、手芸、パソコン、陶芸（どなたでも）、算数教室（小学生）

【当地区おすすめ！】３月８日には西戸山第二中でアカペラグループ
によるコンサートを実施。ぜひ聴きにきてください。

【協議会から】夏休みには、地域の中学生による絵本の読み聞かせを行っています。幼児や
小学生が静かに話を聞く姿と、しっかりプログラムを組み立て、一生懸命心をこめてお話
を伝える中学生の姿が印象的です。

大久保 　トレスポの由来は、ＴＯＬＥＳＰＯ（Ｔ＝戸塚。Ｏ＝大久保。ＬＥ＝
レッツ。ＳＰＯ＝スポーツ）です。子どもから大人まで誰でも参加で
きる事業を企画しています。

【会　場】西早稲田中、大久保小、戸山小、戸塚第一小、戸塚第二小、戸塚第三小
【参加できる種目】●スポーツ系　ミニバスケット、卓球、バドミントン、剣道、サッカー、チア

リーディング、スポーツチャンバラ　●文化系　たかに太鼓、そろばん、ビーズ工作（小学生）
●イベント　餅つき大会、緑化運動、肝だめし、寒稽古、スポーツ大会、ゴミ拾い

【当地区おすすめ】区内初のミニバスケットクラブができました（幼稚園児や初心者も参加
可能）。「たかに太鼓」等、各校で特長ある企画を開催しています！

【協議会から】学校・地域・PTAが連携して地域貢献（防犯活動、ゴミ拾い等）まで幅広く活動
しています。お互いの行事に参加しあって懇親と信頼をもてる地域にし、学校では、利用施
設としてだけでなく、避難所運営の時にも活動できるような体制づくりを目指しています。

柏木・角筈

カポエィラの素晴らしい演技

（淀橋KaTクラブ・かしわぎキッズ）
「誰でも、いつでも、スポーツを！」平均１００

人の地域住民が楽しく汗を流しています。固定ファンがついたユ
ニカールや簡単キャッチで誰でも楽しいドッヂビーも新設。子ども
から高齢者まで、体力や興味に合わせてお楽しみください。

【会　場】西新宿中、西新宿小、柏木小
【参加できる種目】●スポーツ系　カポエィラ、エアロビクス、ユニカール、バドミントン、テニス、

卓球、ドッヂボール、グラウンドゴルフ、輪投げ、合気道、バレーボール、サッカー、ビーチボール
バレー　●文化系　囲碁　●イベント　西中縁日、絵付け皿工作教室、防災スタンプラリー

【当地区おすすめ！】ビーチボールバレーは大盛況！幅広い年齢層で一緒にプレーしています。
珍しいブラジルの伝統格闘技カポエィラの指導もあり。バレーボールでは連盟による専門
的な実技指導が好評です。全種目、どなたでもＷＥＬＣＯＭＥ！です。

【協議会から】西新宿小のドッヂボールは区で唯一の公式チームですが、人数が減って公式
戦に出られません。ドッヂボール好きな子ども達大募集！みんな集まれ！

【その他】地域センターなどにチラシを設置しています。

（トレスポ）

落合第二 　落合第二中と落合第五小では、毎月１～２回、日曜日にエアロビ
クス、ヨーガやフットサルなどのスポーツ種目を実施しています。
各小学校では親子スポーツ・遊び場開放が盛んです。

【会　場】落合第二中、落合第三小、落合第五小、落合第六小
【参加できる種目】●スポーツ系　エアロビクス、ヨーガ、フットサル　●文化系　囲碁、将棋、オセロ
【当地区おすすめ！】各校吹奏楽部が出演するジョイントコンサートや、各種スポーツの体験

や縁日などが楽しめる落五まつりは、たくさんの人が集まる地域のイベントです。
【その他】出張所や地域センターに設置のチラシや、町会掲示板のポスターをご覧ください。

　子供向けプログラムや親子を対象にしたプログラムのほか、ど
なたでも参加できるプログラムもあります。たくさんの方に参加し、
楽しんでもらいたいと思います。

【会　場】新宿中（旧東戸山中）、余丁町小、富久小、東戸山小、天神小
【参加できる種目】●スポーツ系　親子スポーツ、テニス、サッカー、バレーボール、バドミント

ン、みんなの広場　●文科系　レッツエンジョイイングリッシュ、英語であそぼ、囲碁・将棋
　●イベント　天神なかよしまつり、各種スポーツ大会

【協議会から】保護者の方が熱心に活動をサポートしています。夏休みプール開放（富久小、天神
小）、コミュニティスポーツ大会、わかまつスポーツフェスタ、子ども豆まきなども実施しています。

【その他】新宿チャレンジスポーツ文化クラブによる実施種目は会費制です。詳細については、
町内掲示板、学校からのお知らせ等をご覧ください。

榎

四　　谷

　様々な年代の地域住民が楽しく参加しています。早稲田小のシ
ョートテニス大会では、児童だけでなく保護者も参加し、楽しくス
ポーツに取り組みました。鶴巻小では、駒澤大学高等学校吹奏楽

部を招いてふれあいコンサートも開催。たくさんの方が音楽に親しみました。

【会　場】牛込第二中、早稲田小、鶴巻小、榎町地域センター
【参加できる種目】●スポーツ系　ショートテニス、卓球、ビーチバレー、

ユニカール、輪投げ（どなたでも）野球、ソフトバレー（小学生）サッカ
ー（幼児～中学生）　●文化系　ハンドベル教室（年３回どなたでも）

【当地区おすすめ！】市ヶ谷のつりぼりで行うつり大会、AEDの扱い方や
応急救護について学ぶ救命救急講習、障がい者ふれあいスポーツなど

【協議会から】小学校対抗のドッジボール大会など、大きなイベントも行っています。一般参
加可の活動もありますので、お気軽にご参加ください。

【その他】種目の詳細は、榎地区地域だより「えのき」や学校等で配布のチラシでお知らせし
ています。

落合第一
若　　松

　どなたでも参加できるスポーツ
種目を定期的に実施しています。

たくさんの方のご参加をお待ちしております。

【会　場】四谷中、四谷小、四谷第六小、花園小
【参加できる種目】ユニカール、輪投げ、タグラグビー、ショー

トテニス、硬式テニス、卓球など
【協議会から】１１月３日（土）四谷子どもフェスタを四谷中で

開催。来年度も継続して、さらに盛り上げていく予定です。
【その他】スポーツ交流会では、一緒にスポーツを楽しんでくれる方、運営にご協力いただけ

る方を募集しています。

箪　　笥 　どなたでも参加できるプログ
ラムも実施中です！土曜日・日曜

日には、ぜひ一度お近くの学校をのぞいてみてください。

【会　場】牛込第一中、牛込第三中、市谷小、愛日小、江戸
川小、津久戸小、牛込仲之小

【参加できる種目】●スポーツ系　少年野球教室、卓球、
護身術教室、サッカー、バレーボール、グラウンドゴルフ、
親子でキャッチボール、ユニカール　●文化系　理科
教室、工作教室、親子クッキング＆スポーツ

【協議会から】その他多くの種目を開催しています。地域の方々の参加をお待ちしています。
【その他】スポーツ種目の一部はhttp://www.s-taishi.com/area/tansu.htmlで紹介しています。

　

鶴巻小ふれあいコンサート

四谷子どもフェスタ

楽しく親子クッキング
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