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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。
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第68回品川区民スポーツ大会開会式〈平成30年4月1日〉
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平成29年度事業報告・収支決算�
理事会・評議員会で承認

　平成 30 年度第 1 回公益財団法人品川区スポーツ協会
理事会が 5 月 24 日（木）、総合体育館内で開催され、当
協会の平成 29 年度事業報告と同収支決算が承認されま
した。また、6 月 8 日（金）開催の定時評議員会におい
て同議案が審議され、すべて承認されました。
　平成 29 年度は、当協会の自主事業として各ライフス
テージに対応したスポーツ教室を開催したほか、区から
の受託事業として、引き続きオリンピック・パラリンピ
ック機運醸成事業に取り組みました。また、区との共催
による区民スポーツ大会の実施や区民ニーズに対応した
各種スポーツ教室の開催など、生涯スポーツの更なる推
進に取り組むとともに、区立体育館の指定管理者として
効率的な運営に努めました。総合体育館の天井等耐震化
工事は、長期間にわたりご不便をおかけしましたが、予
定通り完了しました。
　事業の実績のうち、主なものを紹介します。

◎各種教室・大会の開催

　当協会の自主事業として、ジュニアスポーツ教室、初
心者教室、年代別に行われるマスターズ大会など、子ど
もから高齢者までの各ライフステージに対応した教室や
競技会を実施し（12 教室・5 大会）、スポーツに参加す
る機会や参加者同士が交流する場を提供しました。
 品川区と共催の区民スポーツ大会は、春季・夏季・秋
季・冬季の年 4 回、区民スポーツの祭典として、日ごろ
の練習の成果を発揮する場として、また、参加者同士の
親睦や交流を深める機会として開催しました。春季は
19 種目に 4,285 人、夏季は 3 種目に 701 人、秋季は 25
種目に 6,663 人、冬季は４種目に 995 人、合計 51 種目
に 12,644 人が参加しました。

◎品川区から受託した事業

や少年サッカーやバドミントンの指導者講習会を開催し、
指導者の資質向上を図りました。

〈観戦ツアー実施状況〉
①ビーチバレーボール　東京オープン 29. 5. 5
②バスケットボール　関東実業団リーグ戦 29. 6.10
③卓球　ジュニアスポーツアジア交流大会 29. 8.26
④ラグビー　日本対オーストラリア 29.11. 4
⑤テニス　安藤証券オープン 29.11.12
⑥ボッチャ　ジャパンパラボッチャ大会 29.11.19
⑦柔道　グランドスラム東京大会 2017 29.12. 3
⑧ホッケー　日本リーグプレーオフ 29.12.17
⑨ハンドボール　日本リーグプレーオフ 30. 3.24
⑩ブラインドサッカー　ワールドグランプリ2018 30. 3.25

◎その他の事業

　各種スポーツフェスタの開催や、加盟団体の講習会等
において専門トレーナーから指導助言を得られるメディ
カルトレーナー派遣事業を実施しました。

◎各種スポーツ大会への選手派遣

　都民体育大会へは、男子 21 種目、女子 11 種目、総
勢 334 名の選手を派遣しました。また、都民生涯スポ
ーツ大会へは、14 種目、145 名、都民スポレクふれあ
い大会へは、3 種目、55 名の選手を派遣しました。

平成29年度収支決算の状況
　平成 29 年度の正味財産増減計画書（抄）の内容は表
のとおりです。
　経常収益は 357,901,074 円で、平成 28 年度決算に比
べ 1,918,843 円（0.5％）増加しました。
　経常費用は359,397,671円で、対前年度2,808,523（0.8％）
円の増です。総合体育館の工事に伴い施設の利用を中止
しましたが、正味財産の増減は、ほぼ前年並みで推移し
ました。
　29 年度の正味財産期末残高は 356,343,999 円で、前年
度に比べ、1,566,597 円の減となり、公益法人認定法の「収
支相償」の条件は満たしております。今後とも、効率的
・効果的な財政運営に努めてまいります。

 正味財産増減計算書（抄）� 単位 : 円

経常収益計 357,901,074� 経常費用計 359,397,671�

基本財産運用益 5,055,136� 公益目的事業 330,642,415�

特定資産運用益 0� 事業費 330,642,415�

受取会費 2,096,450� 収益事業等 4,525,548�

事業収益 9,911,055� 付帯サービス 649,166�

受託収益 50,908,929� 団体支援事業 3,805,484�

体育館事業収益 197,426,084� 指導者育成事業 0�

受取補助金等 67,884,053� その他 70,898�

受取負担金 24,112,093� 法人会計 24,229,708�

受取寄附金 407,274� 管理費 24,229,708�

雑収益 100,000� 経常収益�―�経常費用 △�1,496,597

法人税、住民税及び事業税 70,000�

当期経常増減額 △�1,566,597

一般正味財産期首残高 357,910,596�

正味財産期末残高 356,343,999�

　当協会は区立体育館の指定管理者とし
て、品川区から受託し、総合体育館と戸
越体育館の維持管理や体育館での各種事
業の実施ならびに野外活動資器材の貸出
し等を行いました。フリー利用者は延べ
41,380 人で、総合体育館の工事期間中、
貸し出しを中止した影響により、昨年度
の比べ約 13,700 人減少しました。
　指定管理者としての受託事業以外に、
日野学園温水プール管理運営、夏季小学
校プール指導業務、丹沢湖マラソン大会
選手派遣、障害者水泳大会等を実施しま
した。また、小中学生の親子を対象にト
ップレベル競技観戦ツアー（10 競技・
222 人参加）の実施や、東京 2020 大会
啓発事業として、ECO フェスティバル
や区民まつり、体育の日記念イベントな
どで、区内開催競技等の PR に努めまし
た。さらに、ジュニア育成の指導者研修
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平成30年度品川区スポーツ協会の役員
　6 月 8 日（金）開催の平成 30 年度評議員会において、
次期理事・監事が選任され、その後の臨時理事会におい
て、理事長・副理事長・常務理事が決まりました。任期
は、2 年後の定時評員会終結時までとなります。　

※新理事

役　職 氏　名 所属等

理 事 長 梅沢　　豊 品川区軟式野球連盟副理事長

副理事長 佐野榮次郎 品川区キャンプ協会参与

副理事長 中川原史恵 品川区副区長

常務理事 ※中山　文子　 品川区スポーツ協会事務局長

理　　事 安藤　正純 品川区文化スポーツ振興部長

�理　　事 伊澤　公一 品川区クレー射撃連盟会長

理　　事 ※田中　喜代 品川区弓道連盟会長

理　　事 広田　貞彦 品川区スキー連盟理事

理　　事 森本　則子 品川区テニス連盟理事長

理　　事 吉野　治子 品川区バレーボール連盟副会長

監　　事 篠﨑　一郎 八潮自治会連合会元会長

監　　事 照井英里子 品川区ラジオ体操連盟会長

トピックス
◎大山加奈バレーボール教室
　女子バレーボール元日本代表でアテネオリンピックに
出場した大山加奈さんをメインに大山未希さん、高橋昌
美さん、竹田江里さんをお招きして 3 月 25 日（日）、戸
越体育館でバレーボール教室を開催しました。
　小中学生から大人まで 70 名の参加者がジュニアと一
般の 2 コートに分かれて指導を受けました。柔軟体操、
基礎的な練習の後、大山加奈さんの打つスパイクのレシ
ーブ体験など短い時間ではありましたが充実した教室と
なりました。終了後 4 名のサイン会を行い、記念写真の
撮影も気軽に丁寧に応じてくれて参加者の皆さんも喜ん
でいました。

◎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・パラリンピック開催に向け、
日本スポーツ界トップレベル競技を観戦して、本物に触
れることで興味を持ってもらい、盛り上げていこうとい
う取り組みです。ビーチバレーボール、ホッケーの区内
で開催される競技の他、区で応援しているパラリンピッ
クのブラインドサッカー等平成 30 年度は 7 競技の観戦
ツアーを予定しています。
～平成29年度　第９弾・ハンドボール～
　3 月 24 日（土）に駒沢体育館で行われたハンドボー
ル日本リーグプレーオフセミファイナルの 2 試合（男女
各 1）を観戦しました。
　試合は、リーグ戦 1 位のチームへの挑戦権を得るため

の試合で、女子・男子ともに延長戦での決着となる接戦
でした。体のぶつかり合いや、ジャンプシュート、倒れ
こみシュート等迫力あるプレーに参加者は驚いていまし
た。また、部活でプレーしている中学生からは、参考に
なった等の声も聞かれました。
　また、体育館地下にある「東京オリンピックメモリア
ルギャラリー」で、昭和 39 年の東京オリンピックの道
具やパネル展示を見学しました。

～第10弾・ブラインドサッカー～
　3 月 25 日（日）に天王洲公園で行われたブラインド
サッカー国際大会「IBSA ブラインドサッカーワールド
グランプリ 2018」の 3 位決定戦のトルコ対ロシア、優
勝決定戦のアルゼンチン対イングランドの 2 試合を観戦
しました。2 試合とも接戦でしたが、特に決勝戦は、個
人プレーではなく、パス交換による攻撃でシュートまで
もっていくプレーが多く、レベルの高さに目を見張るも
のがありました。
　参加者からは、目が見えていない中でのスピードの速
さに驚きの声が上がっていました。

～平成30年度　第1弾・体操～
　4 月 29 日（日）に東京体育館で行われた第 72 回全日
本体操個人総合選手権大会を観戦しました。
　体操はリオオリンピックで男子団体金メダル、女子団
体 4 位入賞と世界のトップレベルであり、ハイレベルな
演技が展開されました。
　TV とは違い、全種目一斉に演技が行われるため、目
当ての選手の演技を見逃さないように集中していました。
床運動の回転の高さや、ジャンプするときの音また、平
均台のバランスを取りながらの演技の緊張感など迫力に
圧倒されました。

～第2弾　ビーチバレーボール～
5 月 5 日（祝）に「お台場海浜公園」で、親子ビーチバ
レーボール観戦ツアーを品川ビーチバレーボール協会の
協力を得て実施いたしました。参加者は総勢 34 名。午
前中は、朝日健太郎、浅尾美和両元日本代表選手の指導
の下、ビーチバレーコートでパスやアタック、練習試合
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等動きづらい砂の上でいろんなプレーを楽しみました。
午後は、ジャパンビーチバレーツアー 2018 第 2 戦東京
大会の男女決勝戦を観戦しました。2 試合とも、第 3 セ
ットにもつれ込む接戦となり、体験した後なので、本物
のスピードと迫力に圧倒されました。

ビーチバレーボールは、東京 2020 オリンピック・パラリ
ンピック時に、品川区内で行われる競技のひとつで、お台
場「潮風公園」（品川区東八潮 1）が開催予定地です。

◎東京2020オリンピック・パラリンピック啓発事業
　品川区オリンピック・パラリンピック準備課と協力し、
東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会で、品川
区内開催競技のホッケーとビーチバレーボールおよび応
援競技のブラインドサッカーの体験と紹介、これに加え

「ハンドアーチェリー」も実施しました。
●しながわ運河まつり
　4 月 7 日（土）しながわ運河まつりが、東品川海上公
園で開催されました。ホッケーのミニシュート体験コー
ナーでは、オリンピアンが直接指導し、多くの方が参加
しました。
　当日は、突風が吹いたりして、展示ブースを途中で中
止してしまうコーナーもありましたが、終了時間まで工
夫して実施しました。

●しながわECOフェスティバル2018
　5 月 27 日（日）、しながわ ECO フェスティバル 2018
がしながわ中央公園で開催されました。
　区のオリンピック・パラリンピック準備課が、グラン
ドの広いスペースを使い、ホッケーとブラインドサッカ
ーの体験コーナーを運営し、スポーツ協会は、ビーチバ
レーボールの砂体験とハンドアーチェリーを行いました。
　当日は、天候に恵まれて真夏のような暑さの中、ビー
チバレーボールの砂体験では、砂自体が熱くないのに驚
きの声が上がっていました。

◎品川区民踊連盟「創立60周年記念式典・祝賀会」
　昭和 33 年 11 月に区民の皆様に民踊・舞踊を通じて
健やかなる日々をすごして頂くことが出来るよう発足し

た民踊連盟の創立 60 周年記念式典・祝賀会が 5 月 26
日（土）、きゅりあんイベントホールで開催されました。
　来賓として濱野区長をはじめスポーツ協会理事の皆様、
加盟団体代表の皆様にも多数ご参加いただきました。
　式典で岸会長より民踊の起源、連盟歴史の話があり、
加盟年数 20 年以上の表彰も行われました。
　祝賀会では民踊連盟ならではの祝い舞 9 曲をご披露い
たしまして、最後には出席者全員で「品川音頭」を踊り
ました。来賓の中には初めて踊られた方もいらっしゃい
ましたが、民踊連盟会
員リードのもと楽しん
でいただけた様子です。
女性が多く着物姿の出
席者も多数いましたの
で和やかで華やかな会
になりました。（民踊
連盟）

第67回品川区民スポーツ大会（冬季）結果
　平成 29 年度品川区民スポーツ大会の冬季大会の結果
は次のとおりです。
●中学校バスケットボール大会　　
　1 月 28 日（日）、2 月 11 日（日）、12 日（祝）、18 日（日）、
25 日（日）、日野学園、荏原第五中学校、豊葉の杜学園、
八潮学園、攻玉社中学校、中学生男子 17 チーム（190 人）、
同女子 16 チーム（155 人）
優勝　男子＝荏原第一中、女子＝豊葉の杜学園
2位　男子＝戸越台中、女子＝浜川中
3位　男子＝青稜中、荏原第六中　女子＝冨士見台中、
戸越台中
●マラソン大会　　
　3 月 18 日（日）　大井ふ頭中央海浜公園
参加者　411 人
優勝（敬称略）
ファミリー 1・2 年 2㎞＝柴田貴経・惇宏
ファミリー 3・4 年 2㎞＝岸本啓・櫂
小学 2㎞男子＝柳谷恒平、同女子＝村上瑠海
中学 3㎞男子＝國井優仁、同女子＝和知美郷
一般 5㎞男子＝山崎智裕、同女子＝若松瑠利
一般 10㎞男子＝葛西直樹、同女子＝三村美咲
壮年 5㎞男子（50 歳以上）＝赤澤常明
同（60 歳以上）＝中山武志
壮年 5㎞女子＝倉　美和 
壮年 10㎞男子＝伊藤淳、同女子＝中山江利

第68回品川区民スポーツ大会（春季）の結果
　4 月 1 日に総合体育館で合同開会式が行われた第 68
回品川区民スポーツ大会（春季）は、6 月 4 日にすべて
の種目が終了しました。各種目の開催日程、参加者数、
優勝者などは次のとおりです。（敬称略）
●クレー射撃大会　
　3 月 18 日（日）筑波射撃場　
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　一般男子 20 人
優勝　トラップの部　佐枝史一、スキートの部　石井順
平
●ソフトテニス大会
　3 月 31 日（土）、4 月 8 日（日）しながわ区民公園、
中学男子 75 人・女子 45 人、一般男子 24 人・女子 28 人、
壮年男子 14 人・女子 16 人
優勝　中学男子＝谷口太一・関口大海組、中学女子＝小
林春菜・傳奈心実組、一般男子＝岡崎弘典・林尚嵩組、
一般女子＝磯田厚子・金井祐三子組、壮年男子＝猪俣正
人・若尾哲郎組、同女子＝西野理子・三村くみ子組
●バスケットボール大会　　
　4 月 1 日（日）、7 日（土）、8 日（日）、14 日（土）、
21 日（土）、22 日（日）、28（土）総合体育館、戸越体
育館
　男子の部 62 チーム（843 人）、女子の部 13 チーム（172
人）
優勝　男子の部＝喜楽会、女子の部＝ S ☆ S
2位　男子の部＝松本一家、女子の部＝ DEES 
3 位　 男 子 の 部 ＝ Gamblers、HEADZ、 女 子 の 部 ＝
ANA、マンチカン
●硬式テニス大会
　4 月 8 日（日）、22 日（日）、29 日（日）、5 月 6 日（日）
中央海浜公園、しながわ区民公園
　一般男子 92 人・女子 58 人、壮年男子 32 人
優勝　一般男子の部＝津田裕一郎、行徳陽介組、一般女
子の部＝岡部美樹・石川野乃子組、壮年男子の部＝青木
豊・牛澤文孝組
●空手道大会　　
　4 月 8 日（日）総合体育館
　小学男子 58 人・女子 14 人、中学男子 26 人・女子 12
人、高校男子 15 人、一般男子 23 人・女子 6 人
優勝　鍛眼法競技 SS 級＝中山蔵力、同 S 級＝三島遥夏、
同 M 級＝香山武睦、同 L 級＝横澤彩文　型競技、小学
1-2 年生＝樺澤睦、同小学 3-4 年生＝加川遼、同小学 5-6
年生＝赤星巧、同中学生女子＝猪狩和奏、同中学生＝野
崎叶、同一般 1 部＝鹿野瞳、同一般 2 部＝薬師神充、同
団体型 1 部＝猪刈・野崎・赤星、同団体型 2 部＝樺澤・
鍋田・伊藤、組手競技　小学 1-2 年生＝中山蔵力、同小
学 3-4 年生＝加川遼、同小学生 5-6 年生＝瀬戸聡太、同
中学生女子＝猪狩和奏、同中学生＝古森理斗、高校生＝
金子晃樹
●フォークダンスのつどい
　4 月 14 日（土）戸越体育館
　一般男子 3 人・女子 52 人、
●卓球大会
　4 月 15 日（日）戸越体育館
　中学男子 41 人、女子 2 人、高校男子 7 人、一般男子
21 人、女子 17 人、壮年男子 36 人・女子 44 人、初級男
子 2 人、女子 5 人
優勝　中学男子＝大山隼次郎、女子＝和田瑞希、高校男
子＝万理崎倭、一般男子＝平賀聡哉、45 歳代男子＝北
澤章宏、同女子＝谷口純子、60 歳代男子＝岩田順義、
同女子＝上野美恵子、70 歳代男子＝内野國芳、同女子
＝畠田春子、初級の部＝田嶋節子

●バドミントン大会
　4 月 15 日（日）総合体育館
　中学男子 16 人、女子 72 人・高校男子 14 人、女子 20
人、一般男子 18 人・女子 16 人、壮年男子 24 人・女子
22 人
優勝　中学男子＝種田義保・益川哲組、女子＝宮﨑柚奈
・小田美穂里組、高校男子＝久野賢太・伊東俊也組、女
子＝金田椋・上村理央組、一般男子＝佐山真人・木村孝
組、女子＝都築幸奈・吉井梢組、壮年Ⅰ男子＝吉安隆司
・伴野仁郎組、同女子＝高橋千代子・庫山未希組、壮年
Ⅱ男子＝住岸伸和、斎藤隆組、女子＝田口幸子・福田か
おり組、壮年Ⅲ男子＝平野譲、新井康弘組、同女子＝三
住登喜子・服部花子組
●少林寺拳法大会　　
　4 月 22 日（日）戸越体育館
　小学男子 22 人・女子 8 人、中学男子 15 人・女子 7 人、
高校男子 16 人、一般男子 1 人、壮年男子 1 人
優勝　自由組演武（少年の部）＝海沼孟宗・宮田昊尚組、
同（段外の部）＝伊藤隆志郎・広石琉偉組、同（段の部）
＝海沼晴申・山口耀平組、単独演武（少年の部）＝海沼
西希、同（段の部）＝山口耀平、同（一般・段外の部）
＝伊藤隆志郎
●弓道大会
　4 月 22 日（日）東品川公園弓道場
　高校男子 6 人、女子 4 人、一般男子 20 人、女子 18 人、
優勝　学生の部＝小野澤翔太、一般の部＝倉坪君代　
●グラウンド・ゴルフ大会
　5 月 5 日（祝）天王洲公園野球場
　一般男子 61 人・女子 70 人
優勝　男子＝村松茂、女子＝関良子
●バレーボール大会
　5 月 6 日・13 日・20 日（日）総合体育館、戸越体育
館
　一般男子 11 チーム（188 人）、一般女子 10 チーム（147
人）、家庭婦人 33 チーム（520 人）
優勝　一般男子の部＝ぱにっく、一般女子の部＝月見台
クラブ、家庭婦人の部＝ミストレス
2位　一般男子の部＝ FAMKS、一般女子の部＝黄羅羅、
家庭婦人の部＝みなもとクラブ
3 位　一般男子の部＝荏原愛球会、WELCOME’S、一
般女子の部＝ Witch’s、S・V・G、家庭婦人の部＝御殿
山クラブ、DENEN・AKALA
●ダンススポーツ大会
　5 月 13 日（日）総合体育館
　一般男子・女子 22 組
優勝　スポーツ戦スタンダード＝小林ひろし・小林恵美
組、同ラテン＝中村孝司・小林恵美組、ベーシック戦ス
タンダード＝トーマスハンメス・オーロラシミオネスク
組、同ラテン＝小林ひろし・小林恵美組、シニア戦スタ
ンダード＝山中靖裕・中島美子組、
●ゴルフ大会
　5 月 22 日（火）冨里ゴルフクラブ
　一般男子 49 人、女子 8 人
優勝　松村昌利
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●柔道大会　　
　5 月 27 日（日）戸越体育館
優勝　小学低 29㎏級＝薄井崇介、小学低 29㎏超級＝渡
邉郁翔、小学高 37㎏級＝二本柳一希、小学高 37㎏超級
＝齋藤誉史成、中学 1 年 50㎏級＝齋藤誠史郎、中学 1
年 50㎏超級＝横川涼、中学 2 年 55㎏級＝宮川翔、中学
2 年 55㎏超級＝臼田宗太郎、中学 3 年 61 級＝滝野翔也、
中学 3 年 61㎏超級＝青沼立樹、無段者 66㎏級＝父母一成、
無段者 66㎏超級＝竹本真治、有段者 60㎏級＝鈴木祥央、
有段者 66㎏級＝齋藤竣介、有段者 73㎏級＝枠谷拓哉、
有段者 81㎏級＝木下哲郎、有段者 81㎏超級＝西勇樹、
女子無段者 51㎏級＝平山姫蘭、女子無段者 51㎏超級＝
中山由惟、シニア＝イズラエールハーロッド、区長杯＝
齋藤竣介
●剣道大会　　
　5 月 27 日（日）総合体育館
　小学男子 87 人・女子 17 人、中学男子 62 人・女子 18
人、高校男子 46 人・女子 12 人、一般男子 85 人・女子
7 人
優勝　小学 1-2 年の部＝小笠原弦矢、小学 3-4 年の部＝
黒田湊人、小学 5-6 年の部＝石尾純市、中学男子 1 年の
部＝小島志温、中学男子 2 年の部＝尾崎浩太郎、中学男
子 3 年の部＝桂周、中学女子の部＝松坂葵、一般男子初
段以下の部＝新井洋音、同二段の部＝橋爪健志郎、同三
段の部＝太田黒航、女子 3 段以下の部＝関口澪、高段者
の部＝佐藤慧
●陸上競技大会　
　6 月 3 日（日）大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
　小学男子 6 人・女子 19 人、中学男子 36 人・女子 43 人、
一般男子 8 人、壮年男子 22 人
大会新記録なし

督、選手など約 190 人が出席しました。
　式では、中川原副区長から団旗がサッカー協会の五十
畑昇選手に授与されました。続いて副区長から、「各種
目とも大会での活躍を期待しています」との激励を受け
ました。これに対し、選手団を代表して、空手道連盟の
忽那定範選手が「正々堂々と全力で健闘することを誓い
ます」と力強く決意表明を行いました。
　その後、開催された激励会では、役員や選手同士の交
流が行われ、大会での健闘を誓い合いました。

品川区選手団の結果
・春季大会　　柔道会　　　　　　　　　3 位

第71回都民体育大会
　第 71 回都民体育大会・第 19 回東京都障害者スポー
ツ大会の合同開会式が 5 月 6 日（日）、武蔵野の森総合
スポーツプラザで 23 区及び 30 市町村の選手団が参加
して行われました。
　開会式は、第一部として 10 時から東京消防庁音楽隊
による演奏に合わせ、選手団の入場となり、品川区選手
団は、団長の松坂公二（サッカー協会会長）、旗手は、
サッカー協会の日比谷譲選手を先頭に入場行進しました。
その後、開会宣言、主催者挨拶、優勝杯返還、選手宣誓
と式典が行われました。
　続く第二部は、交歓プログラムとして、パラアスリー
ト鈴木徹さんによる走り高跳びのデモンストレーション
やオリンピアン山本隆弘さんのバレーボール交流企画が
行われ、結びに、歌手水前寺清子さんが登場し、参加者
とともにヒット曲「三百六十五歩のマーチ」を熱唱して、
盛り上がり、幕をとじました。
・品川区代表選手結団式
　5 月 9 日（水）、きゅりあんイベントホールで第 71 回
都民体育大会に出場する品川区選手団の結団式が行われ
ました。結団式には、中川原史恵品川区副区長と区理事
者、当協会役員、協会加盟の各団体代表者、各種目の監

レッツ・トライ
●シルバーピンポン教室
日時／ 7 月 20 日～ 8 月 17 日の月・金曜日午前 9 時 30
分～ 11 時 30 分（全 8 回）※ 8 月 13 日（月）を除く
会場／戸越体育館
対象／ 60 歳以上の方 30 人（抽選）
費用／ 2,500 円（ボール代、保険料込）
申込方法／ 7 月 10 日（火）（必着）までに、往復はがき
で教室名、住所、氏名、年齢、電話番号、経験の有無を
戸越体育館へ。
●スナッグゴルフ教室
日時／ 7 月 30 日（月）・31 日（火）・8 月 2 日（木）・7
日（火）・9 日（木）　午後 4 時～ 5 時（全 5 回）
会場／総合体育館
定員／小学生 12 人（抽選）
費用／ 1,500 円（保険料込）
申込方法／ 7 月 17 日（火）（必着）までに、往復はがき
で教室名、住所、氏名（ふりがな）年齢、性別、電話番
号、学校名、学年をスポーツ協会へ
●ジュニア弓道教室
日時／ 7 月 31 日～ 8 月 11 日の火・木・土曜日（全 6 回）
火・土曜日：午前 9 時～ 11 時 30 分
木曜日：午後 1 時 30 分～ 4 時　
会場／東品川公園・弓道場
対象／中・高生 20 人（抽選）
費用／各 1,200 円　※弓具無料で貸し出します。
申込方法／ 7 月 13 日（金）（必着）までに往復はがきで
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教室名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号、
学校名、学年をスポーツ協会へ
●親子Deヨガ教室
日時／ 8 月 18 日（土）13 時 30 分～ 14 時 30 分
会場／総合体育館
対象／ 3 歳児～小学 1 年生と保護者ペア 20 組 40 名（抽
選）
費用／ 300 円
申込／ 7 月 25 日（水）（必着）までに、往復はがきで教
室名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、保護者氏名、
電話番号、幼稚園・保育園・学校名、学年をスポーツ協
会へ

イベント情報
◎東京2020オリンピック・パラリンピック周知活動
　当協会では、東京 2020 オリンピック・パラリンピッ
ク大会で、品川区内開催競技の「ホッケー」と「ビーチ
バレーボール」および応援競技の「ブラインドサッカー」
の周知を行っています。ホッケーのミニシュート体験や
ビーチバレーボール、ブラインドサッカーの用具の展示
と紹介と共に、「ハンドアーチェリー」も実施しています。
今年から条件の合うところでは、パラリンピック競技の
ボッチャの紹介も始めています。
　下記のまつり会場に出展を予定しています。是非皆さ
んもお近くの会場で体験してみてください。

実施日 実施時間 イベント名 会　　場

7
月

8 日（日）9:30�～�15:00 大井第 1地区
こどもカーニバル

大井第一地域セ
ンター駐車場

14 日（土）13:00�～�16:00 荏原第 1地区区民まつり
小山台小学校
体育館

21 日（土）10:00�～�12:00 荏原第 4地区区民まつり 源氏前小学校

※�雨天順延

22 日（日）
13:00�～�15:00

ふるさとまつり
（荏原第 2地区
 区民まつり）

清水台小学校

16:00�～�19:00 荏原第 5地区区民まつり 杜松ホーム体育館

28 日（土）15:00�～�17:00 大井第 2・第 3地区区民まつり 西大井広場公園

◎日本スポーツ界トップレベル競技観戦ツアー　
～第3弾　ハンドボールスペシャルイベント～
　8 月 4 日（土）に、昨年度ハンドボール日本リーグチ
ャンピオンチームの大崎電気工業株式会社（区内企業）
ハンドボール部のご協力のもと、ハンドボール体験会、
エキシビションマッチ観戦を実施します。
　ハンドボールは、平成 25 年に開催された第 68 回国
民体育大会において、ここ総合体育館で試合が行われま
した。東京 2020 オリンピックにむけて、男女共に出場
が決定しているハンドボールに親しんでもらうと共に、
トップ選手と区民との交流を通じて、機運醸成を図りま
す。
　皆さん是非ご参加ください。
場所：品川区立総合体育館
時間：13：30 ～ 16：30

内容：①体験会　②エキシビションマッチ
　　　※内容が変更になる場合があります。
申し込み方法　
　電話・FAX・はがき・電子申請
　〒 140-8715　品川区広町 2-1-36　品川区役所
　品川区オリンピック・パラリンピック準備課
　電話：03-5742-9109　FAX：03-5742-6585
～第4弾　水泳～
　8 月 12 日（日）に東京辰巳国際水泳場で開催される「パ
ンパシフィック水泳選手権大会 2018」を観戦します。
環太平洋諸国の選手が集まり競います。日本からもトッ
プ選手が出場します。本物のスピードと迫力を感じて頂
ければと思います。
～第5弾　バドミントン～
　8 月 25 日（土）に駒沢体育館で行われる「ジュニア
スポーツアジア交流大会（バドミントン）」を観戦します。
アジアの 14 都市からと東京都・岩手・宮城・福島・茨
城 4 県の代表選手が集まる大会です。次代を担うジュニ
ア世代のプレーに注目です。

顕彰〈おめでとうございます〉（敬称略）

平成29年度品川区スポーツ協会功労賞
4 月 1 日の区民スポーツ大会開会式において表彰
　村田秀雄（卓球連盟理事長・現会長）
　吉田福司（剣道連盟顧問・前会長）
　大野利幸（ゲートボール協会副会長）
平成30年度東京都体育協会表彰
5 月 7 日の都民体育大会開会式において表彰
○生涯スポーツ功労者
　地域団体推薦　白鳥義輝（品川区柔道会会長）
　競技団体推薦　渋谷桂子（品川区なぎなた連盟常任理事）
○生涯スポーツ優良団体
　地域団体推薦　品川区陸上競技協会（会長　原雅美）

ご寄付をありがとうございました（敬称略・五十音順）�
� 〔平成 30 年 3 月～平成 30 年 5 月〕

個人
　伊澤　公一、大蔵　満彦
団体

品川区クレー射撃連盟、品川区ダンススポーツ連盟、
品川区テニス連盟、品川ボウリング協会

戸越体育館耐震化工事等に伴う休館のお知らせ

1．期　　間　平成 30 年 10 月下旬～ 31 年 3 月（予定）
2．対象施設　 全館（主競技場、卓球レクリエーション室、

武道場、会議室）
　戸越体育館は、非構造部材（天井等）の耐震化工事等
のため長期間使用休止となり、全館休館となります。ご
不便をおかけしますがご理解ご協力をお願いいたします。
なお、事務室での受付業務は行います。




