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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

令和元年度の事業がスタートしました。
　①第69回品川区民スポーツ大会
　②ホッケー教室
　③デイキャンプ
　④ビーチバレーボール教室

①

③

②

④
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平成 30 年度事業報告・収支決算 
理事会・評議員会で承認

　令和元年度第 1回公益財団法人品川区スポーツ協会理
事会が 5月 23 日（木）、総合体育館内で開催され、当協
会の平成 30 年度事業報告と同収支決算が承認されまし
た。また、6月 7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 30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。また、戸越体育館の工事により
長い間ご不便をおかけしましたが、新年度から主競技場
にエアコンも設置されリニューアルオープンしました。
　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
21 種目に 4,478 人、夏季は 3種目に 646 人、秋季は 25
種目に 6,320 人、冬季は 3 種目に 639 人、合計 52 種目
に 12,083 人が参加しました。
　なお、恒例のマラソン大会は、東京 2020 大会に伴う
工事の影響で、代替会場の確保等が難しく、やむをえず
中止としました。

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、指導者の資質向上
とジュニア育成を図るため、指導者対象のAED研修や
元プロ野球選手等による講習会を開催しました。　
〈観戦ツアー実施状況〉
① 体操　全日本個人総合選手権� 30.� 4.29
② ビーチバレーボール　ツアー第 2戦東京大会� 30.� 5.� 5
③ 水泳　パンパシフィック選手権� 30.� 8.12
④ バドミントン　ジュニアスポーツアジア交流大会� 30.� 8.25
⑤ アメリカンフットボール　Xリーグセミファイナル� 30.11.25
⑥ ホッケー　日本リーグプレーオフ� 30.12.23
⑦ バレーボール　Vリーグ女子� 31.� 2.� 9
⑧ ホッケー　教室・男女日本代表試合� 31.3.16 ～ 17
⑨ ブラインドサッカー　ワールドグランプリ 2019� 31.� 3.24

◎その他の事業

　各種スポーツフェスタの開催事業として、元オリンピ
ック選手らを招き、小学 4年生以上の区民を対象とした
バレーボール教室を実施しました。

◎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 13 種目、総
勢 331 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、182 名、都民スポレクふれあ
い大会へは、4種目、49 名の選手を派遣しました。

平成 30 年度収支決算の状況
　平成 30 年度の正味財産増減計算書（抄）の内容は表
のとおりです。
　経常収益は 351,424,324 円で、平成 29 年度決算に比
べ 6,476,750 円（1.8％）減少しました。
　経常費用は351,443,293円で、対前年度7,954,378（2.2％）
円の減少です。戸越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。
　30 年度の正味財産期末残高は 356,255,030 円で、前年
度に比べ、88,969 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 351,424,324� 経常費用計 351,443,293�
基本財産運用益 5,055,136� 公益目的事業 325,866,925�
特定資産運用益 808� 事業費 325,866,925�
受取会費 2,145,100� 収益事業等 4,717,231�
事業収益 11,263,113� 付帯サービス 672,377�
受託収益 52,388,805� 団体支援事業 3,697,984�
体育館事業収益 198,258,050� 指導者育成事業 271,270�
受取補助金等 59,067,423� その他 75,600�
受取負担金 22,839,556� 法人会計 20,859,137�
受取寄付金 262,623� 管理費 20,859,137�
雑収益 143,710� 経常収益�―�経常費用 △�18,969

法人税、住民税及び事業税 70,000�
当期経常増減額 △�88,969
一般正味財産期首残高 356,343,999�
正味財産期末残高 356,255,030�

◎品川区から受託した事業

　当協会は区立体育館の指定管理者とし
て、品川区から受託され、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 45,344 人で、戸越体育館の工事期間中、
貸し出しを中止した影響により、例年に
比べ約 9,000 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（9 競技・
265 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
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令和元年度　各種会議を開催
　評議員・理事が退任し、新理事長が選任されました。
　渡辺裕一評議員が 5月 27 日付で退任し、中川原副理
事長が 6月 7日付で退任しました。
　残任期間の理事に、6月 7日開催の定時評議員会で桑
村正敏氏（品川区副区長）が選任され、6月 13 日開催
の臨時理事会で副理事長に選任されました。
　第 1回総務委員会が 6月 13 日、第 1回事業委員会が
6月 20 日、それぞれ総合体育館で開催されました。
　総務委員会および事業委員会では、第 1回理事会で決
定された、平成 30 年度事業報告および収支決算等につ
いて説明し、承認されました。

トピックス
◎脳トレ体操・ライフキネティック（3/16）
　運動と脳のトレーニングを組み合わせたドイツからや
ってきたエクササイズ、ライフキネティックを 3月 16
日に行いました。講師の先生の説明のあと、カラフルな
ボールや道具を使い、トレーニングを行いました。参加
者からは簡単なよう
だが意外と難しいと
いう感想が聞かれま
した。年齢、体力に
関わらず簡単に実践
できるトレーニング
で楽しい時間を過ご
すことができたと好
評でした。

◎平成 30 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（3/17）～

　ホッケー日本代表
の、サムライジャパ
ン（男子）、さくら
ジャパン（女子）と、
それぞれの U21 チ
ームの試合を観戦し
ました。
　さすがに代表チー

ムは、チームワークよく、巧みなスティックワーク、一
本で打開を図るロングパスや強烈なシュート等目の前で
繰り広げられるプレーの数々に参加者からはたくさんの
驚きの声が上がっていました。

　東京都ホッケー協会のご協力により、観戦しました。

～第 9 弾・ブラインドサッカー（3/24）～
　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 2019」の
3 位決定戦の日本対
スペイン、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。3位決定戦は、日本が出場したので、参加者も応援
に力が入りましたが、残念ながら 0－ 1で敗れてしまい
ました。決勝戦は、個人プレーではなく、パス交換によ
りゴール前まで持っていき、シュートもほとんどが枠の
中に飛んでいて、レベルの高さに目を見張るものがあり
ました。結果は、アルゼンチンが 2－ 0 で勝利し、2連
覇しました。
　参加者からは、
目が見えていな
い中でシュート
の正確性に驚き
の声が上がって
いました。

◎ビーチバレーボール教室（5/5）
　品川区内開催競技
のビーチバレーボー
ルを公式試合のコー
トで体験して、身近
に感じてもらい東京
2020 オリンピック
に向けて盛り上げて
いこうという企画で
す。
　大井町駅前中央通りで開催された「JBV 品川オープ
ン 2019」ビーチバレーボール大会の特設コートで、男
女の決勝戦の間の時間で教室を開催しました。
　当日受付も含めて 40 名が参加し、試合で使用してい
るコートに立って、パス・レシーブ・アタックなどを体
験しました。本大会に出場している現役選手を含めての
指導で、動きづらい砂の上で皆さん一生懸命ボールを追
っていました。
　参加者からは、「またやってみたい」、「砂の感触がよ
かった」など好評でした。
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　また、オリンピック・パラリンピックの PRブースも
出展しました。

◎ホッケー教室（5/25）
　東京 2020 オリンピックでの品川区内開催競技のホッ
ケーを盛り上げるとともに、スポーツとしての普及を図
るためホッケー教室を開催しています。
　今年度１回目は、初めて 3 歳～就学前の幼児と、60
歳以上の方を対象に、人工芝の台場小学校で開始しまし
た。
　当日は、初めてスティックを持つ方が、ほとんどであ
ることを考慮して、正式なものより軽く扱いやすいプラ
スチックのスティックを使用して行いました。午前中と
は言え、気温が 30℃になろうかという暑さの中、60 名
弱の参加者は最後はミニゲーム形式でパスやシュートを
楽しんでいました。

◎しながわ ECO フェスティバル 2019（5/26）
　しながわ ECO フ
ェスティバル 2019
がしながわ中央公園
で開催されました。
　区のオリ・パラ準
備課が、グラウンド
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、たく
さんの方がハンドアーチェリーの体験に参加しました。

第 68 回品川区民スポーツ大会（冬季）結果
　平成 30 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 27 日、2月 11・17・24 日　日野学園、総合体育館、
攻玉社中学校、豊葉の杜学園、　中学生男子 16 チーム
（250 人）、同女子 17 チーム（170 人）
優勝　男子＝豊葉の杜・日野学園混合チーム、女子＝富
士見台中学校
2 位　男子＝攻玉社中、女子＝豊葉の杜学園
3 位　男子＝鈴ヶ森中、荏原第五中　女子＝浜川中、荏
原第一中

第 69 回品川区民スポーツ大会（春季）の結果
　4月 7 日に総合体育館で合同開会式が行われた第 69
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 24 日（日）筑波射撃場　一般男子 21 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
　4月 7（日）、21 日（日）しながわ区民公園、中学男
子 58 人・女子 65 人、一般男子 42 人・女子 22 人、壮
年男子 8人・女子 14 人
優勝　中学男子＝佐藤陸斗・大原航組、中学女子＝星野
友里・八木沼千尋組、一般男子＝湊谷直人・佐藤憲組、
一般女子＝宮野里紗・佐貫未歩組、壮年男子＝根本信一

◎国道 357 号東京港トンネル開通記念イベント（6/2）
　八潮と東八潮（お台場）を海底トンネルで結ぶ無料道
路の開通記念イベントです。
　当日は、車の通る前の道路（トンネルも）を、走るイ
ベント・歩くイベントが開催され家族連れを中心に多く
の区民が参加しました。
　当協会は、ビーチバレーボールの PRを行いました。
パネル展示で、このトンネルを抜けたところが競技会場
であることと、ビーチバレーボールのボールを女子のネ
ットの高さ（224cm）位に吊るしてアタックを楽しんで
もらい、子ども用には、160cm くらいに吊るしてジャ
ンプしてもらいました。子どもは、特に触れないと何回
も挑戦していました。
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・小松勝組、壮年女子＝加藤友美・山田亜矢子組
●バスケットボール大会　　
　4月 7 日（日）、13 日（土）、14 日（日）、27 日（土）、
28 日（日）、5月 4 日（祝）、5日（祝）総合体育館、戸
越体育館　男子の部 60 チーム（800 人）、女子の部 13
チーム（130 人）
優勝　男子の部＝TEF�WORKS、女子の部＝マンチカ
ン
2 位　男子の部＝Double�O、女子の部＝ S☆ S�
3 位　男子の部＝ Team-Macy、ASY、女子の部＝
DEES、
よよぎあん
●硬式テニス大会
　4月 7 日（日）・21 日（日）・28（日）、5月 5 日（祝）
中央海浜公園、しながわ区民公園　一般男子 78 人・女
子 54 人、壮年男子 40 人
優勝　一般男子の部＝井原諒汰・小宮良亮組、一般女子
の部＝岡部美樹・小手川愛組、壮年男子の部＝浅井俊和
・大野雄治組
●空手道大会　　
　4 月 14 日（日）総合体育館　小学男子 60 人・女子
17 人、中学男子 23 人・女子 7 人、高校男子 15 人、女
子 2人、一般男子 22 人・女子 7人
優勝　鍛眼法競技 SS 級＝近藤泰志郎、同 S級＝中山蔵
力、同M級＝香山武睦、同 L級＝甲谷昴也、　型競技　
小学 1-2 年生＝近藤泰志郎、同小学 3-4 年生＝中山蔵力、
同小学 5-6 年生＝加川遼、同中学生男子＝今北陽太、同
高校生女子＝横澤彩文、同一般 1部＝鹿野瞳、同一般 2
部＝佐野月渚、同団体型＝瀬川・加川・前川、組手競技　
小学 3-4 年生＝中山蔵力、同小学生 5-6 年生＝加川遼、
同中高校生女子＝猪狩和奏、同中学生男子＝古森理斗、
高校生男子＝赤星佑
●バドミントン大会
　4 月 14 日（日）総合体育館　中学男子 22 人、女子
100 人・高校男子 10 人、女子 20 人、一般男子 34 人・
女子 18 人、壮年男子 20 人・女子 12 人
優勝　中学男子＝藤森樹・斎藤伸吉組、女子＝松尾茉凛
・城戸春菜組、高校男子＝益川哲・柴田康介組、女子＝
阿部菜々子・遠藤蘭組、一般男子＝渡部匠・杉本淳組、
女子＝井上杏莉・瓜生菜々海組、壮年男子Ⅰ部＝吉仲真
・阪野誠司組、同女子＝増田智恵・中澤由紀子組、壮年
男子Ⅲ部＝平野譲、新井康弘組、壮年女子Ⅱ部＝田口幸
子、福田かおり組
●フォークダンスのつどい
　4月20日（土）戸越体育館　一般男子 5人・女子 59人
●卓球大会
　4 月 21 日（日）戸越体育館　中学男子 63 人、女子
11 人、一般男子 28 人、女子 5人、45 歳以上男子 25 人
・女子 10 人、60 歳以上男子 27 人、女子 22 人、70 歳
以上男子 8人、女子 19 人、初級男女 12 人、
優勝　中学男子＝青木琉空、女子＝豊原祐佳、一般男子
＝中島由盛、同女子＝前川郁代、45 歳以上男子＝除川
俊裕、同女子＝奥野晴美、60 歳以上男子＝竹田和晃、
同女子＝阿部涼子、70 歳以上男子＝内野國芳、同女子
＝稲田文子、初級男女の部＝高森豊

●少林寺拳法大会　　
　4月 21 日（日）戸越体育館　小学男子 45 人・女子 6人、
中学男子 10 人・女子 7 人、高校男子 3 人、女子 3 人、
壮年男子 2人
優勝　自由組演武（少年の部）＝宮田旺征・長久保幸司
組、同（段外の部）＝海沼孟宗・上阪隼人組、単独演武
（少年の部）海沼元寅、自由組演武（段の部）＝伊藤隆
志郎・広石琉偉組、単独演武（段の部）＝広石琉偉、同
（一般・段外の部）＝海沼孟宗
●弓道大会
　4月 21 日（日）東品川公園弓道場　一般男子 20 人、
女子 17 人
優勝　一般の部＝粟野茂
●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 60 人・
女子 63 人
優勝　男子＝丸山豊、女子＝関良子
●バレーボール大会
　5月 6日（祝）・12 日・19 日（日）総合体育館、戸越
体育館　一般男子 11 チーム（187 人）、一般女子 11 チ
ーム（155 人）、家庭婦人 32 チーム（506 人）
優勝　一般男子の部＝WELCOME’S、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＝品川ユース、一般女子の部＝黄羅
羅、家庭婦人の部＝豊葉UNITE
3 位　一般男子の部＝FAMKS、トゥインクル、一般女
子の部＝寿限無、S・V・G、家庭婦人の部＝京陽クラブ、
アタッカーズ
●ダンススポーツ大会
　5月 12 日（日）総合体育館　一般男子・女子 27 組
優勝　スポーツ戦スタンダード＝矢野浩志・矢野香子組、
同ラテン＝嵐田源二・安雙里美組、ベーシック戦スタン
ダード＝トーマスハンメス・海老塚尚美組、同ラテン＝
嵐田源二・海老塚尚美組、シニア戦スタンダード＝山中
靖裕・塚本純子組、
●ゴルフ大会
　5月 18 日（土）南総カントリークラブ　一般男子 19 人、
女子 4人
優勝　恩田重義
●柔道大会　　
　5月 26 日（日）戸越体育館　小学生 137 人、中学生
34 人・一般男子 30 人・女子 17 人
優勝　小学低 29㎏級＝田﨑桜太、小学低 29㎏超級＝大
沼謙心、小学高 37㎏級＝水田結大、小学高 37㎏超級＝
二本柳一希、中学 1年 50㎏級＝齋藤誉史成、中学 1年
50㎏超級＝小川桔平、中学 2年 55㎏級＝山﨑龍、中学
2 年 55㎏超級＝菊池風雅、中学 3 年 61kg 級＝関口輝、
中学 3年 61㎏超級＝臼田宗太郎、無段者＝カシタノフ
イフゲン、有段者 60㎏級＝髙橋律樹、有段者 66㎏級＝
池松俊哉、有段者 73㎏級＝花輪龍一、有段者 81㎏級＝
井口虎太郎、有段者 90㎏超級＝石井宏和、有段者 100
㎏超級＝ロマーリヅティアゴ、女子無段者 51㎏級＝岩
堀アンジェリィナ、女子無段者 51㎏超級＝川崎未来、
女子有段者 53㎏級＝小倉悠加、女子有段者 53㎏超級＝
菱沼清か



6

第 72 回都民体育大会

　第 72 回都民
体育大会・第
20 回東京都障
害者スポーツ大
会の合同開会式
が 5月3日（祝）、
武蔵野の森総合
スポーツプラザ
で各市区町村の
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ました。品川
区選手団は、団長の松坂公二（サッカー協会会長）、旗
手の日比谷譲選手（サッカー協会）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、元新体操日本代表畠山愛理さんの司会
進行で交歓プログラムを行いました。元ラグビー日本代
表今泉清さんとウィルチェアラグビー日本代表官野一彦
さんによるデモンストレーションや参加者による体験企
画が行われて盛り上がり、幕を閉じました。

・品川区代表選手結団式
　5 月 8 日（水）、
きゅりあんイベン
トホールで第 72
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、桑村正敏
品川区副区長と区
理事者、当協会役
員、協会加盟の各

レッツトライ
●シルバーピンポン教室
日時／ 7月 19 日～ 8 月 16 日の月・金曜日午前 9時 30
分～ 11 時 30 分（全 8回）※ 8月 12 日（祝）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／ 7 月 10 日（水）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。
●ジュニア弓道教室
日時／ 7月 29 日～ 8月 9日の月・水・金曜日
月・金曜日 : 午前 9時～ 11 時 30 分
木曜日 : 午後 1時 30 分～ 4時　（全 6回）
会場／東品川公園・弓道場
対象／中・高生 20 人（抽選）
※弓具無料で貸し出します。
申込／ 7月 12 日（金）（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
●スポーツ講習会
日時／ 8月 3日（土）午前 9時 30 分～ 11 時
午前 9時より受付
会場／品川区総合体育館柔道場
対象／品川区内在勤・在住の 16 歳以上
定員／ 30 名（抽選）
講師／山下幸弘（日本ライフキネティック公認トレーナ
ー）
内容／脳トレをしながら体を動かそう
費用／ 530 円（保険料込）
申込／ 7月 25 日（木）（必着）までに、往復はがき、ま

団体代表者、各種
目の監督、選手な
ど約 180 人が出
席しました。
　式では、桑村副
区長から団旗が水
泳連盟の久保卓士
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、スキー連盟の神
谷峰男選手が「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　　クレー射撃連盟　　　　　　　　2位
　　　　　　　弓　道　連　盟　　　　　　　　4位　
　　　　　　　卓　球　女　子　　　　　　　　8位
　　　　　　　ゲートボール女子　　　　　　　　8位

●陸上競技大会　
　6月 2日（日）大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場　小
学男子 11 人・女子 10 人、中学男子 34 人・女子 42 人、
高校男子 2人・女子 2人、一般男子 7人、女子 1人、壮
年男子 27 人
大会新記録のみ掲載　小学 5、6 年 800m 男子＝岡本悠
平（2 分 35 秒 57）、同女子＝村中七菜（2 分 40 秒 46）
一般男子走幅跳＝永田遼（6m95）壮年男子 3000m60 歳
以上＝中山武志（11 分 40 秒 65）
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たは FAXに「スポーツ講習会」とし、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号をスポーツ協会へ
●親子 De ヨガ教室
日時／ 8月 3日（土）
時間／ 13 時 30 分～ 14 時 30 分
会場／総合体育館
対象／3歳児～小学生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（木）（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
●小学生・中学生夏休み、ジュニアゴルフ体験レッスン
　本物のゴルフクラブ・ボールで「ゴルフ体験」してみ
ませんか !
日時／① 8 月 20 日（火）② 8 月 21 日（水）午後 1 時
30 分～ 4時
会場／フタバゴルフ（西五反田 7-22-17TOC ビル屋上ゴ
ルフ練習場）
講師／佐藤盛春プロ（フタバゴルフ専属ティーチングプ
ロ）
対象／小・中学生　各 7人（抽選）
費用／ 1,000 円（保険料込、貸しクラブ、ボール打ち放題）
主催／品川区ゴルフ連盟
申込／ 7月 31 日（水）（必着）までに、往復はがきで「ジ
ュニアゴルフ」とし、希望日、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、学校名、学年、電話番号をスポーツ協会へ

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。
スペースが確保できれば、パラリンピック競技のボッチ
ャの体験も始めています。
　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

7 日（日）10:00�～�15:00 大井第一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（日）13:00�～�17:00 品川第一地区区民まつり 品川学園

27 日（土）15:00�～�19:00 大井第三地区区民まつり
ウエルカム
センター原

8
月

3 日（土） 未　定 大崎第一地区
区民まつり 日野学園

24 日（土）15:30�～�19:00 小山洗足町会納涼まつり
旗の台 6丁目
路上

25 日（日）※雨天順延

◎ OZ　～ Olympic Zeal（オリンピックの熱意）～
　7月 28 日（日）に総合体育館で東京 2020 オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会の 1年前になることを記念
して、スポーツフェスタOZ（オズ）を開催します。
　当日は、オリンピック・パラリンピック区内開催・応
援 3競技の体験やゲストによるトークショー等、様々な
催しが予定されています。また、館外では、縁日コーナ
ーや品川区と交流のある自治体による『おいしいもの
市』なども予定されています。
　あわせて、本協会では、アテネオリンピック男子水泳
200m個人メドレー 6位入賞の森隆弘氏による水泳教室
を開催するとともに、プールの午後の時間帯の一部を無
料開放します。
　体験・観戦は無料です。みなさまのご来場をお待ちし
ております。

◎令和元年度日本スポーツ界トップレベル競技観戦ツアー
～第２弾　ビーチバレーボール～
　7月 25 日（木）に都立潮風公園で開催される「FIVB
ビーチバレーボールワールドツアー 2019　４-star 東京
大会」を観戦します。予選２日目の日本選手を応援しま
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 3 弾　卓球～
　8月 31 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（卓球）」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（各参加予定）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 30 年度品川区スポーツ協会功労賞
4 月 7 日の区民スポーツ大会開会式において表彰
　塚本康二（バスケットボール連盟理事長）
　吉野賢一（サッカー協会理事）
　渋谷桂子（なぎなた連盟常任理事）
2019 年度東京都体育協会表彰
5 月 3 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　竹内正光
　（品川区バスケットボール連盟会長）
○生涯スポーツ優良団体
　地域団体推薦　品川区弓道連盟（会長　田中喜代）

ご寄付をありがとうございました（敬称略・五十音順） 
 〔平成 31 年 3 月～令和元年 5月〕

個人
　伊澤　公一、大蔵　満彦
団体
品川区クレー射撃連盟、品川区サッカー協会、品川区
ダンススポーツ連盟、品川フェンシングクラブ、品川
区ボウリング協会



※※


