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　公益財団法人品川区スポーツ協会は、品川区における体育、スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、
誰もが気軽にスポーツを楽しめる機会を提供し、区民の心身の健全な発達と明るく豊かな地域社会の形成に寄与す
ることを目的としています。

組織［加盟 29 団体］（五十音順）
空 手 道 連 盟 キャンプ協会 弓 道 連 盟 グラウンド・ゴルフ協会
クレー射撃連盟 ゲートボール協会 剣 道 連 盟 ゴ ル フ 連 盟
サッカー協会 柔 道 会 少林寺拳法連盟 水 泳 連 盟
ス キ ー 連 盟 ソフトテニス連盟 ソフトボール連盟 卓 球 連 盟
ダンススポーツ連盟 テ ニ ス 連 盟 なぎなた連盟 軟式野球連盟
バスケットボール連盟 バドミントン協会 バレーボール連盟 フォークダンス協会
武術太極拳連盟 ボールルームダンス協会 民 踊 連 盟 ライフル射撃協会
陸上競技協会

パラリンピック啓発講演会〈平成30年2月26日〉
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　平成 29 年度第 2 回理事会を 2 月 15 日（木）に開催し、
平成 30 年度公益財団法人品川区スポーツ協会事業計画
と同予算の原案を審議し決定しました。

　当協会は、品川区における体育、スポーツ及びレクリ
エーションの普及、振興を図り、区民の心身の健全な発
達と豊かな地域社会の形成に寄与することを目的として、
様々な事業を実施しています。
　平成 30 年度は、いよいよ 2 年後に迫った夏の東京
２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、
引き続き、周知啓発事業に積極的に取り組むとともに、
ジュニア育成やシニアスポーツを一層推進する事業をは
じめとする計画と予算を編成しました。今後、事業の効
率性の観点を踏まえながら自主財源の確保を図りつつ、
より公益性の高い事業を展開していきます。

予算のあらまし

　経常収益の合計は 3 億 8,149 万 8,201 円で、対前年度
1,857 万 3,048 円の増となりました。増の主な理由は、
総合体育館の耐震工事が完了し、施設使用料等が増収す
るためです。　
　一方、経常費用の合計は 3 億 8,358 万 4,533 円で、対
前年度 1,737 万 4,131 円の増となりました。
　経常費用のうち、公益目的事業会計は 3 億 4,795 万
3,305 円で、対前年度 1,707 万 9,716 円の増となりました。
増の主な理由は、総合体育館の工事で中止していた各種
スポーツ教室等の再開に伴い、運営委託費等の予算を増
額計上したことによるものです。
　この公益目的事業会計は、各種教室・講座、スポーツ
イベント、区民スポーツ大会運営費、体育館の運営、オ
リンピック・パラリンピック周知活動等の経費で、総事
業費に占める公益事業の割合は 90.7％を占めています。

正味財産増減計算書（抄）� 単位 : 円

経常収益計 381,498,201� 経常費用計 383,584,533�

基本財産運用益 5,057,170� 公益目的事業会計 347,953,305�

特定資産運用益 514� 事業費 347,953,305�

受取会費 2,315,000� 収益事業等会計 4,669,200�

事業収益 13,741,950� 収益事業 300,200�

受託収益 52,141,278� 団体支援事業 3,893,000�

体育館事業収益 209,150,072� 指導者育成事業 396,000�

受取補助金等 73,513,317� 功労者顕彰事業 80,000�

受取負担金 24,963,900� 法人会計 30,962,028�

受取寄付金 435,000� 管理費 30,962,028�

雑収益 180,000�

当期一般正味財産増減額 △�2,086,332

事業計画概要
1．�体育、スポーツおよびレクリエーションの各種教室
ならびに大会の開催（自主事業）

（1）各種スポーツ教室の開催（スポーツの機会提供）

事業名 事業内容

①ボウリング教室 初級者対象　定員 20 人　２期（５回
/期）

②スキー教室 定員 40 人　２回

③なぎなた教室
小中学生対象　定員 10 人　２期（８
回・６回 / 期）、一般対象　定員 15
人　２期（８回・６回 /期）

④民踊教室 定員 80 人　２回 ( 各１日 )
⑤フォークダンス教室 定員 20 人　１期（３回）
⑥社交ダンス教室 定員 60 人　２期（16 回 / 期）
⑦初・中級バドミントン教室 定員 50 人　１期（５回）

⑧ゴルフ教室 初心者・初級者・中級者対象　定員
6～10人　11コース　４期（8回/期）

⑨ジュニアゴルフ教室 小中学生対象　定員 6人　４期
（８回２コース /期）

⑩親子ボウリング教室 親子対象　定員 20 組　１回

⑪かけっこ教室 ４歳児～小学４年生対象　定員 40 人
２コース　１期（４回）

⑫鉄棒教室 小学１～３年生対象　定員 20 人　
２コース　１期（４回）

（2）各種マスターズ大会の開催（自主事業）

事業名 事業内容
①マスターズバドミントン大会 年代別　参加予定者 40 人　1回
②マスターズ水泳大会 年代別　参加予定者 300 人　1回

③マスターズラージボール卓球大会 年代別　参加予定者シングルス 70
人・ダブルス 40 組　1回

④マスターズ 9人制バレーボール大会 年代別　参加予定チーム 20 チーム　
1回

⑤マスターズソフトバレーボール大会 年代別　参加予定チーム 30 チーム　
1回

（3）区民スポーツ大会の開催（品川区との共催事業）

事業名 事業内容
①第 68 回区民スポーツ大
会（春季） 19 種目　参加予定者 4,500 人

②第 68 回区民スポーツ大
会（夏季）

3種目（水泳、ソフトボール、ジュニア
テニス）参加予定者 600 人

③第 68 回区民スポーツ大
会（秋季） 25 種目　参加予定者 8,000 人

④第 68 回区民スポーツ大
会（冬季）

4種目（マラソン、スキー、中学バレー
ボール・バスケットボール）参加予定
者 1,200 人

2．�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

事業名 事業内容

生涯スポーツ推進研修 生涯スポーツを推進するための研修会・
講習会の実施

3．体育、スポーツおよびレクリエーションの活動に必
要な調査研究ならびに情報の収集と提供�

事業名 事業内容
①財団広報紙の発行 ｢スポーティフル・ライフ」の発行（年 4回）
②�事業一覧「事業のお知ら
せ」の発行

加盟団体の年間スポーツ事業を掲載し
た冊子を作成し、区民参加を促進する。

平成30年度品川区スポーツ協会の事業計画と予算�
スポーツ・レクリエーション活動を身近に
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4．品川区等から受託する事業および区立体育館の管理
運営
　（1）�指定管理者としての受託事業
　ア．施設の貸出し
　イ．スポーツ教室

事業名 事業内容

①少年少女スポーツ教室 小中学生を対象に、スナッグゴルフ・
柔道 ･空手道 ･剣道教室を開催

②初心者スポーツ教室 初心者を対象にテニス・空手道教室を
開催

③体操教室 親子、働き盛りの勤労者を対象に開催

④シルバー教室 60 歳以上の高齢者を対象に、水泳、卓
球教室を開催

⑤障害者教室 障害者を対象に、水泳（大人・子ども）
教室とスポーツ指導を実施

⑥スポーツ講習会 健康づくり等に役立つ運動の紹介・実
技指導講習

⑦ニュースポーツ教室 ラージボール卓球・バウンドテニスの
教室を開催

⑧コース型等スポーツプロ
グラム

総合体育館トレーニング室等で各種ス
ポーツ教室を開催

⑨体育の日記念イベント 体育の日に各種スポーツ教室・イベン
トを開催（無料）

　ウ．フリー利用

　（2）品川区からの受託事業
事業名 事業内容

①野外活動指導事業 初心者対象のキャンプ教室の開催

②学校温水プール管理運営 日野学園温水プール管理運営業務、プー
ル監視業務

③夏季小学校プール児童指
導

夏休み等の学校プールでの児童への水
泳指導

④区民スポーツ交流事業 神奈川県山北町での丹沢湖マラソン大
会へ選手派遣

⑤ぜん息児水泳教室 公害健康被害事業の一環としてぜん息
児に水に親しむ機会を提供

⑥障害者水泳大会 日野学園温水プールで開催

⑦�オリンピック・パラリン
ピック啓発事業

区民まつり等区内イベントへの出展を
通して、オリンピック・パラリンピッ
ク周知啓発活動を行う。

⑧競技観戦ツアー
全日本選手権レベルの各種大会を見学
し、トップアスリートの活躍を間近に
観戦（小中学生対象、７種目）

⑨ホッケー教室 初心者向け指導と経験者の競技力向上
をめざし、２クラスで実施

⑩スポーツ指導者養成事業 指導者向け講習会の開催

⑪�ジュニア向けチャレンジ
スポーツ教室等

親子対象の運動教室および小学生１～
４年生を対象に、走る・投げる・跳ぶ
等の運動教室などを開催

⑫スポーツ体験教室 小学生低学年を対象に、８種目の競技
体験ができる入門教室開催

　（3）（公財）東京都体育協会からの受託事業
　ア．ジュニア育成地域推進事業の実施

事業名 事業内容
①ジュニアソフトテニス教
室

小中学生対象　定員 30 人　1期
（18 回）

②ジュニアバドミントン教
室

小中高生対象　定員 40 人　1期
（22 回）

③ジュニア卓球教室 小中学生対象　定員 30 人　1期
（21 回）　

④少女サッカー教室 小学生女子対象　定員 200 人　1期
（8回）

⑤ジュニア弓道教室 中高生対象　定員 20 人　1期（6回）

　イ．シニアスポーツ振興事業の実施
事業名 事業内容

①�ウオーキング&ストレッ
チ教室 定員 20 人　1期（2回）

②�ノルディックウオーキン
グ教室 定員 20 人　1期（4回）

5．その他目的を達成するために必要な事業
　（1�）東京2020オリンピック・パラリンピック競技

大会に向けた周知啓発事業
①体育の日記念イベントの開催　（区からの受託

事業）〔再掲〕
② 2 年前フェスタ（仮称）の開催　（区との共催

事業）
③ホッケー教室の開催　（区からの受託事業）〔再

掲〕　
④競技観戦ツアー　（区からの受託事業）　〔再掲〕
⑤オリンピック・パラリンピック啓発事業　（区

からの受託事業）　〔再掲〕
　（2）加盟団体・企業等との連携事業
　（3�）その他スポーツ協会の目的を達成するために必

要な事業を実施し、スポーツ・レクリエーション
を推進する。　

6．施設利用者に対する付帯サービス事業
　（1）自動販売機に関する事業
　（2）東京2020公式オリジナル商品販売事業
　（3）スポーツ用品等の販売

7．�体育、スポーツおよびレクリエーション団体の活動
に対する支援

事業名 事業内容

①スポーツ団体助成事業
加盟団体が独自にスポーツ・レクリエー
ション教室や講習会、大会等を企画・
運営・実施するための活動費を助成

②�メディカルトレーナー派
遣事業

加盟団体が実施する講習会、各種教室
および大会等に専門的知識を有するト
レーナーを派遣する。

8．�体育、スポーツおよびレクリエーション指導者の育
成、研修ならびに派遣�

事業名 事業内容

①指導者養成研修 指導者の養成、資質向上を目的とした
研修の実施

②中央研修会派遣 東京都体育協会主催の研修会等への派
遣

9．�体育、スポーツおよびレクリエーションの功労者の
顕彰�

事業名 事業内容

顕彰事業 体育・スポーツの功労者・優良団体の
表彰
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イベント情報
◇�第 71回都民体育大会・第19回東京都障害者スポ
ーツ大会「合同開会式」

　東京都、公益財団法人東京都体育協会ならびに公益社
団法人東京都障害者スポーツ協会による、都民体育大会
および東京都障害者スポーツ大会の合同開会式が開催さ
れます。
 なお、本大会に向けた本協会主催の結団式は、下記の
とおりです。
① 合同開会式
5 月 6 日（日）午前 8 時 30 分集合
会場　武蔵野の森　総合スポーツプラザ
② 結団式
5 月 9 日（水）午後 6 時 30 分～
会場　きゅりあん７階イベントホール

◎日本スポーツ界トップレベル競技観戦ツアー　
東京 2020 オリンピックの開催競技を観戦しよう !
〜第1弾〜　第72回全日本体操競技選手権大会親子

観戦ツアー
日時／ 4 月 29 日（日・祝）正午～午後 4 時
会場／東京体育館　※現地集合・解散
募集人員／区内在住・在勤・在学の小・中学生と保護者

の 2 名 1 組で 20 組 40 人（抽選）

〜第2弾〜　ビーチバレーボール親子観戦ツアー
日時／ 5 月 5 日（土・祝）午前 10 時～午後 3 時
会場／お台場海浜公園　※現地集合・解散
内容／「ジャパンツアー東京大会」試合観戦、トップレ

ベル選手による体験教室　※昼食は各自用意
募集人員／小・中学生と保護者 60 人（抽選）（1 家族 4

人まで）

申込（第 1、第 2弾共通）／ 4 月 13 日（金）（必着）
までに、往復はがきで観戦ツアー名を記入し、参加者
全員の住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、学校名、
学年、電話番号をスポーツ協会へ

トピックス
◎　平成29年度　日本スポーツ界トップレベル競技
観戦ツアー
〜第8弾・ホッケー〜
　12 月 17 日（日）新装なった駒沢オリンピック公園内
の第一球技場で、区内開催競技のホッケーの、高円宮牌
ホッケー日本リーグ男子プレーオフの 3 位決定戦・優勝
決定戦の 2 試合を観戦しました。
　往路のバスの中で、ホッケーの試合の見所、ルールな
どを学習し、基礎知識を持って観戦しました。目の前で
繰り広げられる、巧みなスティックワークでディフェン
ダーをかわしての、強烈なシュート等参加者からは驚き
の声が上がっていました。また、3 位決定戦は、同点で
シュートアウト（ゴールキーパーと 1 対 1 でのシュート）
戦となり、流れの中でのプレーではない駆け引きも見る
こともできました。
　参加者総勢 20 名。陽当りは良かったが、風が冷たく
寒い中、参加者は、配付されたホッカイロでの観戦とな
りました。

◎パラリンピック啓発講演会
　1 月 26 日（金）スクエア荏原で、大前光市ダンス &
トークショー「POSSIBLE!! ～常識を超えていけ～」を
品川区と共催しました。
　当日は、抽選により当選
された 353 名が、リオデ
ジャネイロパラリンピック
閉会式で世界を魅了した義
足のダンサー大前光市氏の
トークとダンスショーを堪
能しました。
　事故にあってからプロダ
ンサーになるまでのお話と
義足のこと等をお話になり

「義足であることは個性で
あり、どんな人にも可能性
は広がっている」と、可能性への挑戦について語られま
した。
　参加者から「すごく良かった。感動しました。」、「前
向きに生きる勇気をもらえました。」等の感想が寄せら
れ、障害者への理解を深める機会となりました。
　また、平昌 2018 冬季パラリンピックに参加する区内
企業所属の 3 選手に向けた、応援メッセージの応援旗を
展示したコーナーも設けられ、多くの参加者の方がメッ
セージを記入してい
ました。
※このメッセージは
2 月 14 日に区長よ
り 3 選手の所属する
区内企業へ贈呈され
ました。
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◎少年サッカー指導者講習会
　2 月 10 日（土）ジュニア育成事業として、少年サッ
カー指導者講習会を開催しました。当日は、「児童のケ
ガ予防や成長期の相談体制を学ぶ」をテーマに、東京都
柔道整復師会品川支部から 3 名の先生をお迎えし、実演
を交えた講習会となりました。年齢により、発生しやす
い障害の特徴やその予防について、また、実演を交えた
テーピングなどの他、食事についても学校給食は栄養の
バランスが取れていて良いので参考にして工夫していく
とよい等のお話がありました。70名の参加者からは、「テ
ーピングが参考になった、すぐに生かせそう」、「ウォー
ミングアップ時のストレッチの重要性が理解できた」等
多くの感想が寄せられました。

◎ジュニアバドミントン指導者講習会
　2 月 12 日（祝）ジュニア育成事業として、ジュニア
バドミントン指導者講習会を、ジュニアのプレーヤーも
参加して中小企業センタースポーツ室で開催しました。
講師は、元全日本総合選手権ダブルスで 2 回優勝した理
学療法士の片山卓哉氏で、「ジュニアが上達する為の基
本的な体の使い方の理論と実践を学ぶ」というテーマで、
プレーヤーに実際に動いてもらって注意点や指導のポイ
ント等を具体的に解説して頂きました。
　参加者からは、「腰を使って打つ」、「新しい指導法を
学べて良かった」等講師の熱のこもった指導で好評のう
ちに終了しました。

◎品川区ソフトテニス連盟「設立70周年記念祝賀会」
　昭和 22 年 4 月、ソフトテニスを振興し、スポーツ精
神を涵養することを目的に設立したソフトテニス連盟の
設立 70 周年祝賀会が、3 月 3 日（土）、中小企業センタ
ーで開催されました。祝賀会では、ソフトテニス連盟鶴
岡会長から連盟の歩みと今後について話をされた後、当
協会梅沢理事長から「これからも区民の健康づくりにご
協力をお願いします。」と祝辞がありました。テーブル
ごと OB や若い人たちが歓談し、最後は出席者全員で記
念写真をとるなど賑やかな祝賀会となりました。
　ソフトテニス連盟は、講習会及び各種大会の開催や当
協会のジュニアソフト教室への講師派遣など、ソフトテ
ニスの普及・拡充を目指し取り組んでいます。今後のさ
らなる発展を期待しています。

◎メディカルトレーナー派遣事業
　ソフトテニス指導者向け講習会
　3 月 4 日（日）に品川区ソフトテニス連盟と共催で、
品川区民公園テニスコートにおいて、指導者向けのメデ
ィカルトレーナーによる講習会を開催しました。
　当日の講師は、森永ウィダートレーニングラボ所属の
浅井俊彰氏で、「ケガをしないためのウォームアップと
身体のコンディショニング」をテーマに、自身のけがの
予防や体調維持の方法について、実技を中心に行われま
した。
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平成30年度　第68回品川区民スポ
ーツ大会（春季・夏季）の日程

（春季）
競技名 開催日 会場

開会式 4月 1日（日） 総合体育館

軟式野球 4月 1日（日）～ 4月 30
日（日）の日曜 ･祝日

天王洲野球場
南ふ頭野球場

バスケット
ボール

4月1日（日）・7日（土）・8日（日）・
14日（土）・21日（土）・22日（日）・
28日（土）

総合体育館
戸越体育館

ソフトテニス 4月 8日（日）・22 日（日）（予
備） 区民公園

サッカー 4月8日（日）～7月15日（日）
の日曜 天王洲野球場ほか

硬式テニス
4月 8日（日）・22 日（日）
29 日（日）（予備）5月 6
日（日）

大井ふ頭中央海浜公園
ほか

空手道 4月 8日（日） 総合体育館　武道場

フォークダンス 4月 14 日（土） 戸越体育館

卓球 4月 15 日（日） 戸越体育館

バドミントン 4月 15 日（日） 総合体育館

少林寺拳法 4月 22 日（日） 戸越体育館

弓道 4月 22 日（日） 東品川弓道場

グラウンド・ゴルフ 5 月 5日（祝） 天王洲野球場

バレーボール 5月 6日（日）・13 日（日）・
20 日（日） 総合体育館ほか

ライフル射撃 5月 13 日（日） 神奈川県伊勢原射撃場

ダンススポー
ツ 5月 13 日（日） 総合体育館

ゴルフ 5月 22 日（火） 未定

柔道 5月 27 日（日） 戸越体育館

剣道 5月 27 日（日） 総合体育館

陸上 6月 3日（日） 大井ふ頭中央海浜公園
　陸上競技場

水泳 6月 3日（日） 日野学園温水プール

（夏季）
競技名 開催日 会場

ソフトボール 7月 1日（日）・8日（日）・15日（日）・
22 日（日）・29 日（日） 品川南ふ頭公園野球場

ジュニア
テニス

7月 21 日（土）・23 日（月）・
24 日（火）・25 日（水）・26 日（木） 区民公園

水泳 8月 26 日（日） 日野学園温水プール

※ 競技を観戦することができますので、各会場へお越し
ください。

第67回品川区民スポーツ大会�
（秋季・冬季）の結果

　平成 29 年度品川区民スポーツ大会（秋季・冬季）の
開催日、参加者数、並びに優勝者は次のとおりです。（敬
称略）
秋季
●サッカー大会
　9 月 10 日・24 日、10 月 8 日、11 月 12 日、12 月 3 日
・10 日・17 日（日）大井ふ頭中央海浜公園、駒沢公園、
品川学園
中学の部 =3 チーム 65 人、一般の部 =18 チーム 245 人
優勝　中学の部 = 城南 FC、一般の部 = サントス FC 　
準優勝　中学の部 = 青稜中学 A、一般の部 = 和久 FC 　
3位　一般の部 = アイズーヤ、IMPACT
●卓球大会
　11 月 23 日（祝）戸越体育館
中学男子 43 人、高校男子 21 人、一般男子 16 人、壮年
男子 45 歳以上 7 人、60 歳以上 25 人、70 歳以上 10 人・
中学女子 11 人、壮年女子 45 歳以上 5 人、60 歳以上 20
人 70 歳以上 9 人、初級男女 12 人
優勝　中学男子 = 豊原宏太、高校男子 = 森田龍太郎、
一般男子 = 松本隆、45 歳以上男子 = 下山真一、同女子
= 谷口純子、60 歳以上男子 = 増田健一、同女子 = 北島
よし子、70 歳以上男子 = 山口輝生、同女子 = 島田春子、
初級の部 = 小池史郎
●太極拳大会
　11 月 26 日（日）戸越体育館　　
一般男子 4 人・女子 13 人、壮年男子 4 人・女子 11 人　　
優勝　24 式 = 山崎智恵美、同シルバー = 高辻哲、その
他 = 広田弘、太極器械 = 藤城みえ、団体の部 = 品川太
極拳美龍会

冬季
●スキー大会
　1 月 7 日（日）長野県志賀高原サンバレースキー場
一般男子 11 人・女子 10 人
優勝　一般男子 = 幾島次雄、同女子 = 町田栄子

●中学校バレーボール大会
　１月 14 日・21 日・28 日（日）戸越台中、浜川中、
品川学園体育館
中学男子　4 チーム 34 人、同女子　13 チーム 183 人
優勝　男子＝東海中、女子＝大崎中
準優勝　男子＝戸越台中、女子＝浜川中
3位　男子＝攻玉社中、女子＝品川学園、
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レッツ・トライ

◎シニア層向けノルディックウオーキング講座
　～ウオーキング以上ジョギング未満のポールを使った

運動してみませんか～
日時／ 5 月 7 日（月）・15 日（火）・21 日（月）・28 日（月）　

午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分（全 4 回）
会場／戸越体育館
対象／ 60 歳以上の方 20 人（抽選）（60 歳未満の方も若

干名）
費用／ 100 円（保険料）
持ち物／運動できる服、上履き、タオル、飲み物（ポー

ルはお貸します）
申込／ 4 月 17 日（火）（必着）までに、往復はがきか

FAX で教室名、住所、氏名、年齢、性別、電話番号
をスポーツ協会へ
◎チャレンジスポーツ教室　〜かけっこ、マット運動・
跳び箱、鉄棒、ボール投げのコツを教えます〜
日時／ 5 月 8 日～ 6 月 26 日の火曜日（全 8 回）
　　①午後 3 時 40 分～ 4 時 30 分　
　　②午後 4 時 40 分～ 5 時 30 分
会場／総合体育館
対象／①小学1～2年生　②小学3～4年生　各30人（抽

選）
費用／ 3,200 円
申込／ 4 月 16 日（月）（必着）までに、往復はがきで住

所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、学校名、学年、
保護者氏名、電話番号をスポーツ協会へ

平成29年度　幹部会議、専門委員会を開催

　第 3 回幹部会議が 2 月 8 日、第 3 回総務委員会が 2 月
22 日、第 3 回事業委員会が 3 月 1 日、東京 2020 オリン
ピック・パラリンピック機運醸成部会（オリパラ部会）
が 3 月 8 日、それぞれ総合体育館で開催されました。
　幹部会議では、2 月 15 日開催の第 2 回理事会の議案
として、平成 30 年度事業計画案と収支予算案を提案す
ることが検討されました。
　総務委員会および事業委員会では、第 2 回理事会で決
定された、平成 30 年度事業計画および収支予算等につ
いて説明が行われ、また、オリパラ部会では、今年度の
活動実績、来年度の計画などが議題となりました。

平成29年度の顕彰〈おめでとうございます〉

〈平成29年度東京都レクリエーション協会表彰〉
　2 月 4 日（日）、ホテル JAL シティ田町・日航におい
て平成 29 年度東京都レクリエーション協会表彰式が執
り行われ、品川区ボールルームダンス協会副会長の森田
洋一氏が表彰されました。また、品川区グラウンド・ゴ
ルフ協会（会長　赤木弘）が団体表彰を受けました。

スポーツ大会成績優秀者

◎シニア健康スポーツフェスティバルＴＯＫＹＯ
　ラージボール卓球 北島よし子氏 優勝
　弓道 岡野 善重氏、粟野茂氏 ３位入賞
　東京都・（公財）東京都体育協会共催「第 22 回シニア
健康スポーツフェスティバル TOKYO」が 10 月 1 日（日）
から 11 月 23 日（木）まで、10 種目延べ 12 日間で行わ
れました。、東京都体育館で行われたラージボール卓球
大会（280 名参加）の女子シングルス 59 ～ 63 歳の部で、
北島よし子氏（卓球連盟）が見事に優勝しました。
　また、東京都武道館で行われた弓道大会（293 名参加）
の男子 80 歳以上の部で、岡野善重氏（弓道連盟）、59
～ 64 歳の部で粟野茂氏（弓道連盟）が、いずれも３位
となる好成績を収めました。

ご寄付をありがとうございました（敬称略・五十音順）�
� 〔平成 29 年 12 月～平成 30 年 2 月〕

個人
　井川久美子、池ノ谷善春、小野　真弓、高田　浩一、
　中川　和明、新田　慎治、三浦　稔子、吉野　治子
団体
　品川区サッカー協会、

スポーツ協会からのお知らせ

◎総合体育館耐震化工事完了
　平成 29 年 9 月から総合体育館において非構造部材（天
井等）の耐震化工事を行ってきましたが、3 月末日に完
了し、4 月から使用再開となりました。工事期間中は、
ご不便をおかけいたしました。ご協力ありがとうござい
ました。
　なお、戸越体育館の同様な耐震化工事は、本年 10 月
以降を予定しています。

 

◎�東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会
公式ライセンス商品販売中

　総合体育館 1 階受付にて、ピンバッジの他クリアファ
イル、メタルキーホルダー、ネックストラップの販売を
始めました。ほかに、JOC、JPC 公式ライセンス商品の
ピンバッジも販売していますので、ご利用下さい。



 

やたたま ビーチュウ シナカモン
（ブラインドサッカー） （ビーチバレーボール） （ホッケー） 

有限会社 WIN AGENT

MAIL：info@start-line.net

http://start-line.net

検索体育指導のスタートライン

TEL ：03-3788-9322
( 受付 9時～ 18 時 )

●ご予約はインターネットから！
〒142-0042
東京都品川区豊町 4-20-3 1 階

春の

スポーツフェスタ
品川区立品川区立

総合体育館総合体育館

in
世界を経験したトップアスリートによる

本格的なレッスン♪

日にち

時間

2018 年 4 月 21 日 ( 土 )
10 時～ 17 時
(※開場・受付開始時刻はレッスンによって異なります。)

予約 インターネットから
http://start-line.net

検索体育指導のスタートライン
※お電話でのご予約は承っておりません。ご了承ください。

場所 品川区立総合体育館　アリーナ内
品川区東五反田 2-11-2

レッスン ・かけっこ教室 (未就学児のみ対象 )

・生山ヒジキ先生によるなわとび教室
・鉄棒＆かけっこ教室
・キッズ体幹トレーニング教室
・永野先生によるかけっこ教室

料金 /対象 各レッスン時間、内容により異なります。
詳しくは、スタートラインのホームページをご確認ください。

問合せ 下記お電話、またはメールアドレスまで
お問合せください。
※ご予約はホームページからのみとなります。

第４回


