
　　　　　　　　　　　　　　　　

事 業 報 告 書

平 成 ２６ 年 度

公益財団法人　品川区スポーツ協会



Ⅰ　事業の概要

　　当協会自主事業として、加盟団体の協力を得て、子どもからお年寄りまでのライフステージに対応した教

　室や各種大会を積極的に開催し、誰もがスポーツ・レクリエーションに親しめる機会を提供しました。戸越台

　温水プールにおける水泳教室については、本年度から実績を踏まえ水泳連盟の自主事業に移行しました。

　　区からの受託事業については、区立体育館の指定管理者として、利用者に親しまれ、満足いただける施

　設運営に努めるとともに、新たな受託事業としてオリンピック・パラリンピック関連事業を円滑に実施しました。

　また、体育の日記念事業を拡充し、トップアスリートを招いて事業の魅力アップと参加者の増加を図りました。

　　その他の事業として、当協会が設立20周年を迎えたことを記念して年間を通して様々な記念事業を実施

　し、区民スポーツ・レクリエーションの更なる推進を図りました。

Ⅱ　事業の実績

　１　各種教室ならびに大会の開催（第４条第１号事業）

（１） 協会の自主事業

各16回

1

加藤農園ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ

26・10/7～27・1/27

9

各1回

24人26・5/9～5/30

4コース各8回

4回

43人

43人

26・6/28
戸越体育館

ウェルカムセンター原

26・4/1～7/29

1
14人

各1回
19人

32人

26･12/30～27・1/2

27・3/20～3/23

各5回

11人

2

3

4
60人26・11/22

スキー教室

77人

各8回

平成２６年度 事業報告書  

10人

26・6/2～8/4

26・10/6～12/8

志賀高原

　子どもからお年寄りまでの区民のライフステージに対応した各種教室や競技会を企画・実施し、スポーツ

に参加する機会と参加者同士が交流する場を提供しました。

参 加 者 数 備　　考期　日　・　期　間 会　　場

5

6

民　踊　教　室

フォークダンス初心者教室

初心者なぎなた教室

社交ダンス初心者教室

事　業　名

総合体育館

8 ゴルフ教室
26・4/29～27・3/29 馬込ゴルフガーデン
 39人 4コース8回

26・4/1～27・3/2 加藤農園ゴルフリンクス 72人 4コース8回

初級バドミントン教室 総合体育館26・10/2～10/30 34人

26・10/24～12/5

26・6/20～7/18
ボウリング教室

品川プリンスホテル
ボウリングセンター

14人

東品川文化センター

5回

26・4/4～27・2/27 14人

10 ジュニアソフトテニス教室 26・4/14～27・3/9 総合体育館 23人

ジュニアゴルフ教室

7

21回

11 ジュニアバドミントン教室 26・4/9～27・2/25 総合体育館 41人 21回

12 ジュニア卓球教室 26・4/12～27・2/28
スクエア荏原
総合体育館

61人 21回



（２） 品川区との共催事業

秋・冬の区民スポーツ大会は、当協会設立20周年記念事業として実施しました。

２　体育、スポーツおよびレクリエーションの団体への助成（第４条第２号事業）

　当協会の加盟団体が、広く区民を対象に生涯スポーツ・レクリエーションの振興を目的として各種

スポーツ事業を企画・運営し、開催するための活動に対する支援を行いました。

　

27・3/8 総合体育館

26・7/6～8/24

3

事　業　名 種目数および参加者人数

26・8/31～27・1/25

1     19種目   3,923人参加

     3種目　   638人参加

1

2

     4種目　  1,259人参加

戸越体育館 146人 1回

第６４回区民スポーツ大会（秋季）

26・3/30～8/10

第６４回区民スポーツ大会（冬季）

期　日　・　期　間

2

315人

マスターズ
（ラージボール）卓球大会

27・2/7

マスターズバドミントン大会

15

18

スポーツ団体助成事業

    24種目　 7,739人参加

4

マスターズ水泳大会

14 26・4/29

17
マスターズ
９人制バレーボール大会

第６４回区民スポーツ大会（春季）

16

27･2/11

マスターズ
ソフトバレーボール大会

26・4/29

事　業　内　容事　業　名

スポーツ振興助成金を加盟団体へ交付　　6月に26団体

27・1/18～3/22

第６４回区民スポーツ大会（夏季）

332人 1回

日野学園温水プール

1回

1回

戸越体育館 36人

1回戸越体育館 57人

13 親子ボウリング教室 26・8/9
品川プリンスホテル
ボウリングセンター

49人 1回



及・振興を図るためのテーマを設定し、スポーツ講演会を開催しました。

 

　・区民スポーツ大会・都民大会・各種事業の結果、加盟団体紹介等

②「事業のお知らせ」

　・加盟団体の年間事業を掲載した冊子を作成

③「スポーツの普及・啓発」

　区内各イベント会場への出展を通して当協会事業のPR及び2020年

東京オリンピック・パラリンピック開催の周知活動を実施

　・エコフェステバル　5/25　350人

　・区民まつり（3地区）　大井第1地域センター　7/6　400人

　　　　　　　　　　　　　　　大井第2、3地域センター　7/26　600人　

　　　　　　　　　　　　　　　荏原第5地域センター　7/20　400人

　・ブラインドサッカーフェスタ　9/15　700人

　・福祉まつり　9/20　500人

　区民スポーツの振興に、顕著な功績があった個人に対して功労表彰を行いました。

品川区スポーツ協会功労賞　　　　3名

　岡野善重(弓道連盟）、松岡建志（陸上競技協会）、岸登喜子（民踊連盟）

品川区スポーツ協会特別功労賞　　　　3名

　藤本賢（前理事長）、奥崎うめ（前理事）、市川三男（前監事）

品川区スポーツ協会設立20周年記念優良団体表彰　　　24団体

興味と関心を喚起し、スポーツを行う契機としました。

５　功労者の顕彰（第４条第５号事業）

３　体育、スポーツおよびレクリエーションの指導者の育成、研修ならびに派遣（第４条第２号）

事　業　名

指導者の育成・研修
（研修会） テーマ　　運動後のケアについて

日　時　  平成26年11月15日（土）～11月16日（日）

　・スポーツ協会事業計画・収支予算

４　調査、研究ならびに情報の収集と提供（第４条第４号事業）

参加者　　37人

3

1 広報事業

①広報誌「ライフ」４回発行

　・スポーツ協会事業報告・収支決算

1 顕彰事業

　各種スポーツ・レクリエーション事業等の情報を区民に提供し、スポーツ・レクリエーションに対する

　スポーツ・レクリエーション団体の指導者や役員など指導的立場にある区民等を対象に、スポーツの普

　また、加盟団体の事業委員等を対象とした研修会を実施しました。

生涯スポーツ推進研修
（スポーツ講演会）

事　業　内　容

講　師　　佐藤真海（北京、ロンドンパラリンピック選手）

2

講　師　　植村晃匡（日本体育協会公認アスレチックストレナー）

1

参加者　　341人

日　時    平成26年12月9日（火）

会　場　　スクエア荏原ひらつかホール

テーマ　　佐藤真海スペシャルトークショー
　　　　　　　　　　　　　―「夢を跳ぶ」パラリンピックアスリートの挑戦―

会　場　  三浦市内ホテル



・働きざかりのフィットネス

 

3

日野学園温水プール管理運営

区立小学校
34プール

2 26・4～27・3

1

夏季小学校プール指導業
務

（２） スポーツ協会としての受託事業

事　業　名

　広く区民を対象に、野外活動の指導助言、学校温水プールの運営など区から事業を受託し、実施し

ました。

軽井沢キャンプ
場

26・7/19～8/24野外活動指導等業務

4
日野学園・伊藤学園・豊葉
の杜学園小学校プール指
導業務

日野学園/伊藤
学園/豊葉の杜
学園温水プール

指導員派遣人数  延398人

5

910人
（1１0団体）

事　業　内　容会　　場期　日 ・ 期　間

一般開放利用人員　32,691人

団体貸切利用人員　40,454人

各校6回～20回
指導員派遣人数  延1,133人

8名派遣26・11/30 神奈川県山北町

26・4/10～27・3/20

日野学園
温水プール

26・7/22～8/29

丹沢湖マラソン大会派遣

3

延開催回数　 8回

６　品川区から受託する事業（第４条第６号事業）

コース型プログラム

率的に行いました。

　区立総合体育館および戸越体育館の指定管理者として、体育館の維持管理や各種事業運営を効

総合体育館

（１）指定管理者としての受託事業

体育館の運営及び維持管
理

5

26・4～27・3
総合体育館

戸越体育館

初心者スポーツ教室
・硬式テニス
・空手道

26・4～27・3

4

26・4～27・3

総合・戸越体育館

総合体育館および戸越体育館の運営・維持・管理（体育館、公園運動施設）
の受付

12
体育の日記念
スポーツイベント事業

26・10/13 総合・戸越体育館
卓球、空手、なぎな
た、スナッグゴルフ、
バウンドテニスほか

26・4～27・3

723人

延100人

総合体育館 テント　　延445張

事　業　名

2 トレーニングルーム運営

事業内容

延1,031人

26・4～27・3

1

延開催回数　48回

延1,384人

981人

延293人

延118人

延開催回数　214回

シルバー教室
・水泳
・卓球

延2,924人

親子体操教室

野外活動資材の貸し出し

7

26・4～27・3

スポーツ講習会

障害者教室 総合・戸越体育館

11

9

26・6～7
27・3

6

8

ニュースポーツ教室

種目別フリー利用10

総合・戸越体育館

26・10～27・2

総合・戸越体育館

少年少女スポーツ教室

4

26・4～27・3

オープンプログラム

フリー利用

延2,392人
延開催回数

２コース各24回
26・4～27・3

総合・戸越体育館

28,795人

戸越体育館

延開催回数　34回

延開催回数　46回

延1,396人

延開催回数 　4回

延開催回数  10回

総合・戸越体育館 50,348人 総体10種、戸越13種

延開催回数  41回

延277人



荏原文化センター


荏原平塚学園

（３） スポーツ協会としての受託事業Ⅱ～日本スポーツ界トップレベル競技観戦ツアー

　2020年東京オリンピック・パラリンピック開催周知事業を受託し、関係団体の協力を得て、区内の

小中学生を対象として、トップレベルの試合を観戦する機会を提供しました。

5

26・8/2～8/9 7回　延187人

延79人
第1回障害者水泳大会 26・9/23 日野学園プール

6
・ぜんそく児水泳教室　 26・5/10～6/28 6回　延177人

・ぜんそく健康教室

7 フリージョギング
26・7/1～
平日開館日

総合体育館 延51人

8
エントリー41人

5 バレーボール（Ｖリーグ） 27・2/8 東京体育館 参加者　28人

参加者　20人

3
ビーチバレーボール（ビー
チバレー・ジャパン・カレッ

ジ2014）
26・10/11

川崎市ビーチバ
レー場

参加者　16人

4
サッカー（Ｊリーグ・ＦＣ東京

戦）
26・12/6

味の素スタジア
ム

参加者　83人

2
バドミントン（ジュニアス
ポーツアジア交流大会）

26・8/30
駒沢オリンピック

記念公園

競技名・大会名 期　日 会　　場 参加者数（講師等含まず）

1
ホッケー（高松宮杯2014女

子ホッケー日本リーグ）
26・7/12 日光ホッケー場 参加者　12人



(1) 都民大会等への選手派遣

　

(2) 外部団体等と連携した事業

　全日本実業団選手権大会に出場したチームを招致してバスケットクリニックを開催し、一流選手から

クリニックを受け交流できる場を提供しました。

(3) 設立20周年記念事業

　スポーツ協会は平成6年3月29日に財団法人として設立され平成26年に設立20周年を迎えました。

これを記念して、加盟団体の協力のもと設立20周年記念事業実行委員会を立ち上げ、事業・記録・

記念イベントの３分科会の分かれて、区民スポーツ・レクリエーションの更なる推進と当協会の発展

を期して年間を通して記念事業を実施しました。

     卓球オリンピック選手(遊澤亮、小西杏)を迎えて模範演技、指導  　150人

(3)20周年記念講演会（区と共催）　12/9（火）　スクエア荏原

     パラリンピアン佐藤真海スペシャルトークショー 　 341人
(4)20周年記念区民マラソン大会 3/22（日）
　　アテネパラリンピックマラソン金メダリスト高橋勇市選手招待　　474人
(5)記念式典等   3/28（土）　スクエア荏原
　　13:00～　式典　　 来賓：品川区長、品川区議会議長他　　296人
　　15:00～　講演会　講師：ロサンゼルス柔道金メダリスト山下泰裕　　341人
　　17:00～　祝賀会　加盟団体及び関係者  293人
(6)優良団体表彰　　　24団体

(7)記念誌発行　     　1,000部

７　その他の事業(第4条７号）

冬季　26・3/1、2

春季26・5/5～6/21

　　品川区のスポーツ競技力の向上を図るため、都民体育大会や都民生涯スポーツ大会等へ品川

　区選手を派遣しました。

派遣大会名 期日・期間 派遣競技種目 派遣人数

1 第67回都民体育大会

夏季　25・7/21

6

グラウンド・ゴルフ、バウンドテニス、ス
ポーツ吹矢

55人

男子19種目
女子11種目

296人

3
東京都民スポレク
ふれあい大会

26・7/27～10/3１

2 都民生涯スポーツ大会 26・8/23～9/23
水泳、バスケットボール、テニス、サッ
カー、ソフトバレーボール、ソフトテニ
ス、バドミントン、弓道、剣道など14種目

211人

4.参加者　　31人

内容事業名

2.会　場　  総合体育館　地下2F競技場（アリーナ）

中学生バスケットクリニック

事業名

設立20周年記念事業

1.実施日　平成27年2月28日（土）

3.クリニック開催

全日本実業団選手権大会出場「黒田電気ブリット・スプリッツ」の
コーチ・選手による区内中学生向け指導・ミニゲーム・模範試合

内　容

(1)加盟団体冠大会　　　4月～12月　　19種目　　2,300人

(2)体育の日記念事業　10/13(祝）



Ⅲ　理事会、評議員会等に関する事項

　　1　理　事　会

(1)議事事項
　

　　・平成25年度計算書類・事業報告の承認について

　　・平成26年度定例評議員会の招集及び議案について

　　　（平成25年度計算書類の承認及び事業報告、役員の選任）

(2)報告事項

　　・代表理事及び業務執行理事の職務の執行状況の報告

(1)議事事項
　
　　


　　・平成27年度事業計画案について

　　・平成27年度収支予算案について

　　・スポーツ振興助成金について

　　・各種表彰及び表彰規程の改正について

(2)報告事項

　　・設立20周年記念事業について

　　・理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況について

　　２　評議員会

(1)議事事項

　



　　・平成25年度収支決算の承認について

    ・役員の改選について

(2)報告事項

　　・平成25年度事業報告について

7

平成26年6月5日(木）

平成27年2月18日(水)

開　催　月　日 審　　議　　事　　項

審　　議　　事　　項開　催　月　日

平成26年5月21日(水）
定時理事会

平成26年4月25日(金）
臨時理事会（書面決議）

任期満了に伴う理事及び監事の選任方法の諮問について

平成26年9月30日(火）
臨時理事会（書面決議）

・常務理事の選定について
・事務局長の任命について

平成26年12月8日(月）
臨時理事会

・書面決議事項について
・事業の実施状況について

平成26年6月12日(木）
臨時理事会

・理事長、副理事長、常務理事の選定について
・品川区武術太極拳連盟の正式加盟について

平成26年7月23日(水）
臨時理事会（書面決議）

故藤本賢氏への協会特別功労賞の贈呈について

平成26年9月1日(月）
臨時理事会（書面決議）

・常務理事の選定について
・事務局長代理の任命について



　　３　幹部会議

(1) 理事会・評議員会の日程について　

(2) 理事会の議案について

(3) 運営事項について

(1) スポーツ協会20周年記念事業について

(2) 平成26年度宿泊研修会について

(１)平成26年度第2回理事会の議案について

(2)平成27年度第65回区民スポーツ大会(春季)の開会式及び

第68回都民体育大会(春季)の結団式・開会式について

(3)平成26年度被表彰・団体について

　　３　専門委員会

(1)総務委員会

(1)品川区武術太極拳連盟の正式加盟審査について

(2)専門委員会委員の改選について

(1)平成26年度被表彰者・団体について

(2)平成27年度スポーツ振興助成金交付額（案）について

(2)事業委員会

(1)品川区武術太極拳連盟の正式加盟について

(2)専門委員会委員の改選について

(3)平成25年度スポーツ協会事業報告および収支決算報告について

(4)第64回品川区民スポーツ大会（秋季・冬季）の実施要項について

(1)平成27年度事業計画および収支予算の提出について

(2)各団体の登録団体数・登録人員・連絡先等の調査について

(3)20周年記念事業について

(1)平成27年度第65回区民スポーツ大会（春季）の開会式および

第68回都民体育大会の結団式・同開会式(春季)について

(2)平成26年度事業報告書・決算書及び

平成27年度スポーツ振興助成金交付関係書類の提出について

(3)合同委員会

(1)専門委員会（総務、事業）委員の委嘱について

(2)専門委員会の所掌業務等について

(3)各委員会の課題について

　　４　会長会（代表者会議）

(1)スポーツ協会役員の改選について

(2)新規加盟団体の入会について

(3)設立20周年事業について

(1)スポーツ協会新役員及び加盟団体新会長紹介

(2)平成25年度スポーツ協会事業・決算報告

(3)設立20周年記念事業について

開　催　月　日 主　な　議　題　

開　催　月　日 主　な　議　題　

開　催　月　日 主　な　議　題　

平成26年6月5日(木）

平成26年5月29日（木）

平成27年2月4日(水)　

平成26年9月13日(金）

平成27年2月12日(木）

平成26年6月27日（金）

平成26年12月19日（金）

平成27年3月6日（金）

開　催　月　日

8

主　な　議　題　

平成26年8月29日（金）

開　催　月　日 主　な　議　題　

平成26年7月25日（金）

平成26年5月7日（水）


