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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28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	 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

ブラインドサッカー　体験会・講習会〈平成28年2月6日〉
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トピックス
◎品川区フォークダンス協会「創立65周年記念大会」
　昭和 25 年 12 月に、当時区内にお住まいでおられま
した三笠宮殿下御夫妻の御台臨を頂き、産声を上げた品
川区フォークダンス協会の 65 周年を祝う会が、昨年 12
月 20 日、きゅりあんの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、関連団体の代表者、
諸先輩、そして、長年交流を続けている長野県松川村の

「正調安曇節」保存会の皆様など、大変多くの方々が列
席し、和やかな中にも思い出に残る盛大な会となりまし
た。
　高須理事長は、「スポーツ協会発足以来、一加盟団体
として、これまで大変お世話になりました。これからも
一層、会員一同心を一つに
して 70 周年に向かってが
んばる所存でおりまので、
今後とも、御指導、御鞭撻
の程よろしくお願い申し上
げます」と語っておられま
した。

◎品川区ボールルームダンス協会
� 「創立30周年記念パーティー」
　昭和 59 年 9 月、ボールルームダンスの普及推進を通
じて、品川区民の健康維持、そして生涯スポーツの振興
を図るために発足した品川区ボールルームダンス協会の
創立 30 周年記念パーティーが、昨年 12 月 20 日、品川
健康センターで開催されました。
　森田副会長は、「この間、皆様のご協力により、春・
秋の初心者教室も回数を重ね、これまで 57 回開催し、
修了者も延べ 3,000 人近くなってきています。最近は、
上手くきれいに踊りたいという目的以外に、同じ趣味を
持つお友達を作りたい。夫婦共通の趣味にしたい。クル
ーズ船のダンスパーティーで踊りたい。息子・娘の結婚
式で新郎・新婦と踊りたい。等々、ダンスを始める動機
や目的も 10 年、20 年前に比べて多岐にわたり、皆さん
熱心に取り組んでいます。年に 1 度は、初心者教室の同
窓会を開催し、OB、OG の方々に多数参加していただ
いています。今後も“感謝・感動を未来に！”を合言葉
に、このコミュニテ
ィーを大事にして
いきます。」と力強
く語ってくれまし
た。

◎指導者講習会の開催
　2020 年東京オリンピック・パラリンピックを見据え
て、ジュニアの育成を一層推進するために、品川区と本
協会が指導者講習会を開催しました。
少年野球
　1 月 30 日（土）、品川区軟式野球連盟および品川区少
年野球連盟の協力を得て「少年野球指導者講習会」を品
川区役所第三庁舎講堂で開催し、少年野球の監督、コー
チなどの指導者、計 176 人が参加しました。

　冒頭に、濱野区長が、「日
頃から熱心に少年少女のご
指導をされてることに感謝
申し上げます。今後、東京
オリンピック・パラリンピ
ックの開催に向け、一層ス
ポーツ推進に力を入れてまいります。」とあいさつしま
した。
　講師には、昭和大学江東豊洲病院整形外科診療科長の
富田一誠准教授と同病院リハビリテーション室理学療法
士の高橋裕司氏を招き、“野球で起こりやすい野球肘の
現状や予防策”と題し、子供たちが楽しく長く野球を続
けられるための講習会が行われました。野球肘のメカニ
ズムや症状も含め詳しく紹介されると、熱心にメモを取
っていました。参加者からは「野球肘の本質を理解でき
大変参考になった」など感想が寄せられました。
少年サッカー
　3 月 5 日（土）、品川区
サッカー協会および品川区
少年サッカー連盟の協力を
得て「少年サッカー指導者
講習会」を品川区中小企業
センターで開催し、少年サッカーの監督、コーチなどの
指導者、計 85 人が参加しました。
　講師には、FC 東京地域コミュニティ部長の久保田淳
氏を招き、「地域スポーツによる社会教育」「学校との連
携」と題し、FC 東京による品川区での活動内容や子ど
もたちが笑顔でサッカーで取り組む環境づくりなどにつ
いて講習会が行われました。参加者からは「子どもたち
が笑顔でのびのび練習する環境を作りたい」などの感想
が寄せられました。

◎ブラインドサッカー講演会・体験会
　2 月 6 日（土）、元サッカー日本代表の北澤豪氏を招
き「ブラインドサッカー講演会・体験会」がスクエア荏
原で行われました。ブラインドサッカーが、2020 年東
京パラリンピックにおいて、品川区内開催競技であるこ
とを多くの方に知ってもらうこと、そして、障害者スポ
ーツへの理解を深めることを目的に、品川区と本協会で
主催し開催しました。
　体験会には、小学 3 年生から 70 代までの約 50 人が参
加。講師には、ブラインドサッカー日本代表（強化指定
選手）の落合選手（FP）、加藤選手（FP）、佐藤選手（GK）、
藤井ガイドを招き、さらに北澤氏も加わり、トップアス
リートからブラインドサッカーの基本を学びました。
　講演会では、濱野区長から「パラリンピックの認知度
を広げ、支援者を増やし、障害者スポーツへのサポート
を大切にしたい」とあいさつ。北澤氏は、サッカーと巡
り合ったことやブラインドサッカーと出会ったことでス
ポーツに対する捉え方が変わったことなどを語りました。
　続いて行われた体験会講師によるトークセッションで
は、ブラインドサッカーを始めたきっかけや、体験談の
ほか、スポーツの持つ力について意見が交わされました。
参加者は、障害者と健常者が共にできるブラインドサッ
カーに魅了されたようでした。〈写真＝表紙〉
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イベント情報

◇東品川公園　新弓道場竣工記念式典
　東品川公園整備工事の竣工により、新弓道場が 4 月か
ら再開されます。これに伴い、品川区弓道連盟では 4 月
16 日（土）午前 10 時から古式に則り「巻藁射礼」「矢渡」

「三々九手挟み式」による記念式典を行います。
　
◇第69回都民体育大会・第17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並びに公益社団
法人東京都障害者スポーツ協会の三者の主催による、都
民体育大会及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 8 日（日）午前 8 時 30 分集合
会場　東京体育館
② 結団式
5 月 11 日（水）午後 6 時 30 分～
会場　きゅりあん 7 階イベントホール

◇家族のためのビギナーズキャンプ�
　　～1泊2日の初心者向けキャンプ
日時／ 5 月 14 日（土）午前 9 時～ 15 日（日）午後 3
時
場所／みなとが丘ふ頭公園品川区キャンプ場（八潮 3-1）
対象／ 6 組（2 ～ 5 人／組）（抽選）
費用／ 3,000 円、3 歳以上～中学生 1,500 円（食事代、
保険料込み）
申込方法／ 4 月 25 日（月）までに、往復はがきか FAX
で、参加者全員の住所、氏名、年齢、電話番号をスポー
ツ協会へ

レッツ・トライ

● 新規事業　春のかけっこマスター教室
　春の運動会に向けて走り方の基本を学びます。
日時／ 4 月 21 日～ 5 月 19 日の木曜日（全 4 回）（除
5/5）① 15 時 30 分～ 16 時 20 分　② 16 時 30 分～ 17
時 20 分
会場／総合体育館
対象／①幼児クラス（4 ～ 6 歳）40 人　②小学生クラス

（小 1 ～小 4）40 人（いずれも抽選）
費用／ 2,500 円
申込／ 4 月 13 日（水）（必着）までに、往復はがきで住
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
●中級弓道教室
日時／①火曜コース＝ 5 月 10 日～ 7 月 26 日、午後 6
時 30 分～ 8 時 30 分（全 12 回）②木曜コース＝ 5 月 12
日～ 7 月 28 日、午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分（全 12 回）
③土曜コース＝ 5 月 7 日～ 7 月 30 日、午前 9 時 30 分
～ 11 時 30 分（全 11 回）（除く 7/2、7/16）
費用／①②　3,600 円、③ 3,300 円
会場／東品川弓道場（東品川 3-14-9）
対象／弓道経験者（初段取得者以上、高校生以上）各
30 人（抽選）
主催／品川区弓道連盟
申込方法／ 4 月 15 日（金）までに、往復はがきで教室名、
コース（第 2 希望まで）、住所、氏名、既取得段位をス
ポーツ協会へ

●第1期親子体操教室
日程／ 5 月 12 日～ 6 月 30 日の木曜日（各全８回）
会場／戸越体育館
コース・対象・時間／①パンダ（平成 23 年 4 月 2 日～
25 年 4 月 1 日生まれ）午前 9 時 15 分～ 10 時 15 分
②コアラ（平成 25 年 4 月 2 日～ 26 年 4 月 1 日生まれ）
午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
内容／マット､ トランポリン、ボール､ リトミック 他
定員／各 50 組（抽選）
費用／ 3,680 円（保険料込）
申込方法／ 4 月 19 日（火）（必着）までに、往復はがき
で教室名、コース、住所、電話番号、親子の氏名（ふり
がな）、お子さんの生年月日・性別を戸越体育館へ
●ＪＦＡなでしこひろば品川区少女サッカー教室　ジュ
ニア育成地域推進事業
日時／ 5 月 28 日（土）～ 11 月 12 日（土）の第 2・4
土曜のうち 10 回　低学年：午前 9 時～ 10 時　高学年：
午前 10 時 30 分～正午
会場／しながわ中央公園他
対象／小学生女子　低学年 100 人　高学年 100 人（先着）
費用／ 3,000 円　主管／品川区サッカー協会
申込方法／ 4 月 11 日（月）～ 4 月 25 日（月）までに、
はがきで「サッカー講座」とし、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、学校名、学年、電話番号、メールアドレス、保護
者氏名をスポーツ協会へ。または、品川区少年サッカー
連盟ホームページ（http://shinagawa-ss.jp/）からも登
録・申込できます。
お問い合わせ／品川区スポーツ協会へ

（イメージ） （イメージ）
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　平成 27 年度第 2 回理事会が 2 月 18 日（木）に開催
され、平成 28 年度公益財団法人品川区スポーツ協会事
業計画（案）及び同予算（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に、平
成 6 年 3 月 29 日に、それまで活動していた品川区体育
協会と品川区レクリエーション協会に所属する団体が手
を携え、品川区の支援のもと財団法人として設立しまし
た。そして、平成 24 年 4 月 1 日に公益財団法人へ移行
しました。
　さて、今年は、オリンピック・パラリンピックイヤー
となりました。そして、リオ大会終了後は、2020 年の
東京開催に向けて、気運を高めていくことが必要です。
そこで、28 年度は、昨年度に引き続き、オリンピック
・パラリンピック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。あわせて、
事業の効率性の観点を踏まえつつ、自主財源の一層の確
保を図り、より公益性の高い事業を展開する内容といた
しました。

予算のあらまし

　経常収益の合計は 3 億 7,210 万 9,792 円で、対前年度
2 万 6,656 円の減（0.0% 減）となりました。減の主なも
のは、体育館の受託収益等で、運営維持管理費の見直し
によるものです。一方、増の主なものは、受取補助金等
のうちの受取負担金で、ジュニア育成の一層の推進を図
ります。
　経常費用の合計は 3 億 7,502 万 2,973 円で、対前年度
56 万 7,454 円の減（0.2% 減）となりました。
　経常費用のうち、公益目的事業会計は 3 億 3,835 万
2,208 円で、対前年度 34 万 7,061 円の減（0.1% 減）と
なりました。減の主なものは、野外活動の実施形態の変
更によるものなどです。
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 90.2% 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 372,109,792� 経常費用計 375,022,973�

基本財産運用益 5,074,735� 事業費 342,796,208�

特定資産運用益 838� 公益事業 338,352,208�

受取会費 2,308,000� 収益事業 88,000�

事業収益 12,605,850� 団体支援事業 3,800,000�

受託収益 42,033,171� 指導者育成事業 396,000�

体育館事業収益 213,731,986� 功労者顕彰事業 160,000�

受取補助金等 94,705,212� 管理費 32,226,765�

受取寄附金 450,000� 法人会計 32,226,765�

雑収益 1,200,000� 当期一般正味財産増減額 △�2,913,181

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

（1）各種スポーツ教室の開催（自主事業）
　子どもからお年寄りまで、区民のライフステージに
応じた各種スポーツ・レクリエーション教室を開催し、
気軽に参加できる機会を提供します。

事業名 事業内容

①ボウリング教室 初心者・初級者を対象に定員 20 人で
2期（5回 / 期）

②スキー教室 定員 40 人で 2回

③なぎなた教室 小中学生を対象に定員10人で2期（8回/期）
一般を対象に定員15人で 2期（8回 / 期）

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

⑧ゴルフ教室 初心者・初級者・中級者を対象に定員
6人～10人で 9コース4期（8回 /期）

⑨ジュニアゴルフ教室 小中学生を対象に定員 6人で 4期（8
回 2コース /期）

⑩親子ボウリング教室 親子を対象に定員20組で1回（休日）

⑪かけっこ教室 4歳児～小学4年生を対象に定員 40人で
1期（4回）

⑫鉄棒教室 小学1～4年生を対象に定員20人で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）
　年代別に誰でもスポーツを楽しむことができ、参加
者同士が交流できる各種マスターズ大会を行います。

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 人で 1回
②マスターズ水泳大会 年代別参加予定者 300 人で 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）
　春夏秋冬の各時季に広く区民を対象として各種スポ
ーツの競技会、発表会、集いを開催し、区民スポーツ
を振興するとともに、区民相互の交流・親睦の促進を
図ります。

事業名 事業内容
①第 66 回区民スポーツ大
会（春季） 19 種目　参加予定者 4,600 人

②第 66 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 66 回区民スポーツ大
会（秋季） 25 種目　参加予定者 8,200 人

④第 66 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

（4）�ジュニア育成地域推進事業の実施�
（公益財団法人東京都体育協会との共催事業）

　ジュニア層を対象に教室を実施し、スポーツの普及
・振興、選手の発掘・育成をめざします。

平成28年度品川区スポーツ協会の予算と事業計画�
スポーツ・レクリエーション活動を身近に
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事業名 事業内容
①ジュニアソフトテニス教
室

小中学生を対象に定員30人で月2回（通
年）

②ジュニアバドミントン教
室

小中高生を対象に定員40人で月2回（通
年）

③ジュニア卓球教室 小中学生を対象に定員30人で月2回（通
年）

④少女サッカー教室 小学生女子を対象に定員 200 人で 1 期
（10 回）

⑤ジュニア弓道教室 中高生を対象に定員 20 人で 1期（7回）

（5）�シニアスポーツ振興事業の実施�
（公益財団法人東京都体育協会との共催事業）

　シニア層（60 歳以上の方）を対象に講座を実施し、
高齢者の健康維持・増進およびスポーツを通じた生き
がいづくりに向けた支援を図ります。

事業名 事業内容
①�ウォーキング&ストレッ
チ講座

シニア層を対象に定員 50 人で 1期
（1回）

②�ノルディックウォーキン
グ講座

シニア層を対象に定員 20 人で 1期
（4回）

2．�体育、スポーツ及びレクリエーション団体への助成
（自主事業）

　協会加盟団体が広く区民を対象に、生涯スポーツの
振興を目的として各種スポーツ・レクリエーション事
業を企画・運営、開催するための活動を支援します。

事業名 事業内容

スポーツ団体助成事業 加盟団体のスポーツ・レクレーション
振興活動に対する支援・助成

3．体育、スポーツ及びレクリエーションの指導者の育
成、研修並びに派遣（自主事業）
　スポーツの指導者・役員など指導的立場にある区民
を対象に、スポーツ普及推進のためのテーマを設定し、
講演会や研修会を開催します。また、各種スポーツの
研究大会や全国集会等に各種指導的立場にある者を派
遣し、スポーツについての見識を深め、区民のスポー
ツ推進に役立てます。

事業名 事業内容

①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

②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

③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

4．体育、スポーツ及びレクリエーションの活動に必要
な調査、研究並びに情報の収集と提供（自主事業）
　区民に各種スポーツ事業等の情報を提供し、スポー
ツに対する興味と関心を培い、スポーツを行う契機と
します。また、スポーツに関する調査、研究や普及活
動を行い、区民スポーツの推進に役立てます。

事業名 事業内容
①協会誌（広報誌）の発行 ｢スポーティフル・ライフ」の発行（年 4回）
②スポーツ協会「事業のお
知らせ」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。

5．体育、スポーツおよびレクリエーションの功労者の
顕彰�（自主事業）
　区民スポーツの振興に顕著な功績があった者および
団体に対して功労表彰を行います。

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

6．品川区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�

（総合・戸越体育館の維持管理および運営）
　区立総合・戸越両体育館の指定管理者として、体育
館の効率的・効果的な維持管理及び運営に努めます。

事業名 事業内容
①施設の貸し出し スポーツ活動の場の提供

②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

③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
④体操教室 親子、働き盛りの勤労者を対象に開催

⑤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

⑥障害者教室 障害者を対象に、水泳（おとな・こども）・
スポーツ教室を開催

⑦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

⑧ニュースポーツ教室 定員 30 人（ラージボール卓球・バウン
ドテニス）で開催

⑨種目別フリー利用 民踊・卓球・バドミントン・柔道・剣
道など 14 種目（通年）

⑩トレーニングルーム運営 総合体育館のトレーニング室等で各種
スポーツ教室を開催

⑪体育の日記念事業 体育の日を記念し各種目の無料公開
⑫野外活動資材貸出 野外活動用テントの貸し出し

⑬フリージョギング
総合体育館の更衣室を仕事帰り等のジョガー
に提供し、気軽に施設付近や目黒川沿いなど
をジョギングできるよう支援

（2）品川区からの受託事業（指定管理者業務を除く）　
　野外活動の指導、プールの運営業務や水泳教室等を
受託するほか、2020 年東京オリンピック・パラリン
ピック関連事業を受託し、青少年に夢と希望を与え、
区民の関心を高めます。さらにジュニア育成の為の指
導者育成の取り組みを行います。

事業名 事業内容
①野外活動指導業務 キャンプ場利用者への指導 ･助言
②日野学園温水プール管理
運営

温水プール管理運営業務、プール監視
業務

③夏季小学校プール指導 夏休み期間中の学校プールでの児童へ
の水泳指導

④丹沢湖マラソン大会 大会への選手派遣、山北町との交流

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（2事業受託）

⑥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、5種目）

⑦障害者水泳大会 日野学園温水プールで開催（9月予定）

⑧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。

⑨スポーツ指導者・ジュニ
ア育成

指導者講習会への参加、先進都市視察、
育成計画の策定
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7．2020年東京オリンピック・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　（区助成事業）
〔公益財団法人品川区国際友好協会・公益財団法人品川
文化振興事業団・一般社団法人しながわ観光協会との共
催事業〕

　2020 年東京大会に向けて、区民の機運醸成を図る
ことを目的に、地元町会、商店街、大使館・領事館、
企業等の協力を得て、PR コーナー・模擬店等を含め
た国際色のあるスポーツイベントを開催します。

（2）ホッケー教室の開催（区との共催事業）
　区内開催競技であるホッケーについて、競技の基本
や魅力を広く周知するため、ホッケー教室を開催しま
す。

（3）ビーチバレーボールフェスタの開催
� （区との共催事業）

　区内開催競技であるビーチバレーボールについて、
開催時に多くの区民が応援し楽しむことができるよう、
イベントを開催します。

（4）競技観戦ツアー（区からの受託事業）　〔再掲〕
　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したり、体験教室を実施
します。（小中学生対象、区内開催競技のホッケー、

ビーチバレーボール、ブラインドサッカーを含めた 5
種目）

（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〕

　区民まつり・エコフェスティバル・福祉まつり等、
区内イベントへの出展を通して、周知啓発活動を行い
ます。

8. その他目的を達成するために必要な事業　　
（1）バスケットボールクリニックの開催
� （自主事業 - 加盟団体・外部団体との連携事業）

　バスケットボール関東実業団リーグ所属チームを総
合体育館へ招致し、中学生を中心にクリニック（体験
指導教室）を実施し、青少年の育成を図ります。

（2）メディカルトレーナー派遣事業（自主事業）
　スポーツする人々が、運動に必要な筋肉の動き等の
身体の知識を学び、ウォームアップやクールダウンを
正しく行い、体調維持やけがの未然防止を図ることを
目的として、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します。

（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、品川区のスポーツを推進します。
� （自主事業）

平成27年度　幹部会議、事業委員会を開催
　第 3 回幹部会議を 2 月 10 日、第 3 回事業委員会を 3
月 3 日、それぞれ総合体育館で開催しました。
　幹部会議では、2 月 18 日開催の第 2 回理事会の議案
として、平成 28 年度事業計画案、収支予算案、役員・
評議員の改選、品川区ゴルフ連盟の加盟審査結果などを
提案することが検討されました。
　事業委員会では、第 2 回理事会での決定事項として、
平成 28 年度事業計画および予算、第 66 回区民スポー
ツ大会開会式、（仮称）東京オリンピック・パラリンピ
ック機運醸成部会の設置等について詳細な説明のほか、
品川区ゴルフ連盟の準加盟が認められたことなどが報告
されました。

平成27年度の顕彰〈おめでとうございます〉
〈東京都スポーツ功労賞〉
　平成 28 年 2 月 6 日、平成 27 年度東京都レクリエー
ション協会新春の集いにおいて、品川区グラウンド・ゴ
ルフ協会副理事長赤城弘氏が永年に亘るグラウンド・ゴ
ルフの普及振興の功績が称えられ、表彰されました。
〈（公財）日本体育協会表彰〉
　平成 27 年 12 月 12 日、品川区バドミントン協会会長
殿川宣勝氏が平成 27 年度日本体育協会公認スポーツ指
導者等表彰を受賞されました。
　これは、公認スポーツ指導者とし
て、永年にわたりスポーツの指導者
育成及び組織化等に尽力した顕著な
功績が認められたもので、都内で 7
名、全国で 240 名が受賞されました。

卓球全日本選手権マスターズ　優勝
長澤　征代　氏　（品川区卓球連盟）
　平成 27 年 10 月 23 日（金）、山口
県キリンビバレッジ周南総合スポー
ツセンターで行われた「全日本卓球
選手権大会マスターズの部　女子 70
歳以上」で、卓球連盟登録チーム光
クラブの長澤征代氏が優勝しました。
同氏は、同大会 24・25 年度も優勝しているほか、世界
ベテラン大会 2010 中国大会でも優勝しており、今年 5
月の同スペイン大会にも出場されます。

ご寄付をありがとうございました（敬称略・五十音順）
� 〔平成 28 年 2 月末現在〕

個人
　小野真弓、鎌田千代子、岸登喜子、栗﨑喜代美、近野
みや子、島田悦子、鈴木町子、寿々波和扇、高須みちよ、
髙瀬すみ子、中川和明、三浦稔子、宮下智子、保田静江、
安田博史、吉野治子、
団体
　品川区ソフトテニス連盟、品川区水泳連盟

スポーツ協会からのお知らせ
○日野学園温水プールを 3月 1日より再開
　平成 27 年 12 月 1 日から休場して非構造部材の耐震化工事を行
っていましたが、2月末で完了しました。この工事に併せて、プー
ル内の清掃、水の入れ替えも行い、更衣室内も刷新しました。
○総合体育館受付コーナーを拡張
　受付コーナーを拡張し、カウンターや案内掲示等を一新しました。
日頃より適切な窓口対応に努めております。お気づきの点がありま
したらお寄せください。
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平成28年度　第66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 3日（日） 総合体育館

軟式野球 4月 3日（日）～ 4月 29
日（祝）の日曜 ･祝日 天王洲野球場

バスッケト
ボール

4月 3日（日）・9日（土）・
10 日（日）・16 日（土）・
17 日（日）・23 日（土）

総合体育館 ･
戸越体育館

サッカー 4月 10 日（日）～ 6月 19
日（日）の日曜・祝日 大井海浜公園ほか

硬式テニス 4月 10 日（日）・24 日（日）
5月 5日（祝）（予備）・8日（日）

大井ふ頭中央海浜公園
ほか

空手道 4月 10 日（日） 総合体育館　武道場

ソフトテニス 4月 17 日（日）・24 日（日）
（予備）

有明テニスコート・
しながわ区民公園

卓球 4月 17 日（日） 戸越体育館

バドミントン 4月 24 日（日） 総合体育館

少林寺拳法 4月 24 日（日） 戸越体育館　武道場

ライフル射撃 5月 1日（日） 神奈川県伊勢原射撃場

水泳 5月 5日（祝） 日野学園温水プール

グラウンド・ゴルフ 5 月 5日（祝） 天王洲野球場

競技名 開催日 会場

バレーボール 5月 8日（日）・15 日（日）・
22 日（日） 総合体育館ほか

ダンススポーツ 5月 15 日（日） 総合体育館

弓道 5月 22 日（日）・29 日（日）東品川弓道場

柔道 5月 29 日（日） 戸越体育館

剣道 5月 29 日（日） 総合体育館

陸上競技 6月 5日（日） 大井ふ頭中央海浜公園
陸上競技場

（夏季）
競技名 開催日 会場

ソフトボール 7月 3日（日）・10 日（日）・17
日（日）・24 日（日）・31 日（日） 品川南ふ頭公園野球場

ジュニア
テニス

7月 21 日（木）・22 日（金）・
25 日（月）・26 日（火） しながわ区民公園

水泳 8月 28 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65回品川区民スポーツ大会（秋季・冬季）の結果
　平成 27 年度品川区民スポーツ大会（秋・冬季）の開
催日、参加者数、優勝者などは次のとおりです。（敬称略）
（秋季）
●軟式野球
８月 30 日（日）、９月６日（日）、13 日（日）、20 日（日）
21 日（祝）、23 日（祝）、27 日（日）、10 月４日（日）、
18 日（日）、25 日（日）、11 月１日（日）、３日（祝）、
15 日（日）、22 日（日）、23 日（祝）　天王洲公園、大
井ふ頭中央海浜公園
小学男子 129 人・女子 1 人、一般男子 2,490 人
優勝　学童の部＝相生イーグルス、一般の部＝東亜ファ
イティング、準優勝　学童の部＝品川レインボーズ、一
般の部＝ユキムハイエンドボーイズ、３位　学童の部＝
全日野、立会キングス、一般の部＝サウス、品川 OB ク
ラブ
●サッカー大会
９月 13 日・27 日、10 月 11 日・18 日、1 ２月６日・13 日、
1 月 24 日（日）大井ふ頭中央海浜公園・天王洲公園
中学の部＝５チーム 76 人、一般の部＝ 22 チーム 309
人
優勝　中学の部＝ＴＳＵＢＡＳＡ　ＦＣ、一般の部＝品
川ＣＣ　準優勝　中学の部＝青稜中学Ａ、一般の部＝八
潮ＦＣ　３位　中学の部＝伊藤学園、青稜中学Ｂ、一般
の部＝ＴＳＵＢＡＳＡ　ＦＣ、ＦＣ　Ｒａｆｌｅ
●グランドゴルフ大会
11 月 22 日（日）しながわ中央公園
一般男子 46 人・女子 50 人
優勝　一般男子の部＝内田徹治、同女子の部＝廿日岩洋
子

●卓球大会
10 月 11 日（日）総合体育館
小学男子１人、中学男子 51 人・女子 15 人、高校男子 6
人、一般男子 15 人・女子４人、壮年男子 36 人・女子
39 人
優勝　中学男子の部＝奈良間悠也、同女子の部＝小貫満
里奈、一般男子の部＝大原幸弘、同女子の部＝池田希、
壮年Ａ男子の部＝増田健一、同女子の部＝渡辺厚子、壮
年Ｂ男子の部＝内野國芳、同女子の部＝川田美保子、70
代男子の部＝山口耀生、同女子の部＝岩島洋子、初級男
女の部＝吉田晴彦
●ディキャンプ
10 月 25 日（日）しながわ区民公園
幼児男子 18 人・女子 12 人、一般男子 15 人・女子 14
人
●ゲートボール大会
12 月 13 日（日）西大井広場公園
一般男子 38 人・女子 34 人　
優勝　南大井クラブ　準優勝　戸越クラブ　３位　旗の
台 KB、豊六長寿会 B
（冬季）
●スキー大会
1 月 23 日（土）長野県志賀高原サンバレースキー場
一般男子 15 人・女子 5 人
優勝　一般男子＝秋元嘉幸、同女子＝近藤真奈美



ジョガーを応援しています
総合体育館の更衣室・シャワー室が利用できます。詳しくは、当協会のホームページ・総合体育館で下記をクリックしてください。

推奨コース
ジョガーを応援します 検 索検 索 目黒川沿いの桜並木


