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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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平成27年度事業報告・収支決算�
理事会・評議員会で承認

　平成 28 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 27 日（金）、総合体育館で開催され、当協
会の平成 27 年度事業報告と同収支決算が承認されまし
た。その後、役員の改選、次期評議員候補者の推薦等の
議案を審議し、6月 13 日（月）開催の定時評議員会に
おいてすべての議案が決定・承認されました。
　平成 27 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
ック開催周知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。
　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（14 事業）、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 4,178 人、夏季は 3種目に 613 人、秋季は 25
種目に 7,111 人、冬季は 4 種目に 1,004 人、合計 51 種
目に 12,906 人が参加しました。
◎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

〈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� 27.� 5.� 5
② バスケットボール　関東実業団リーグ� 27.� 7.12
③ 卓球　ジュニアアジア交流大会� 27.� 8.29
④ ブラインドサッカー　アジア選手権� 27.� 9.� 5
⑤ テニス　安藤証券オープン東京 2015� 27.11.22
⑥ サッカー　Jリーグ・FC東京戦� 27.11.22
⑦ ホッケー　法政大学ホッケー部模範試合� 28.� 3.� 26
◎都民体育大会への選手派遣
　男子 21 種目、女子 11 種目、総勢 324 名の選手を派
遣しました。
◎ �2020 東京オリンピック・パラリンピック周知
活動

　ECOフェスティバル、区民まつり（4地区）、福祉ま
つり等のイベントにブースを出展し、2020 年東京オリ
ンピック・パラリンピックで区内開催されるホッケー、
ビーチバレーボール、ブラインドサッカー競技や障害者
スポーツであるハンドアーチェリーのミニ体験教室なら
びにパネル展示を通して周知活動を行いました。

平成27年度収支決算の状況
　平成 27 年度の正味財産増減計算書（抄）の内容は表
1のとおりです。
　経常収益は 333,461,920 円で、平成 26 年度決算に比
べ 9,100,099 円（▲ 2.7%）減少しました。
　経常費用は337,446,151円で、対前年度15,837,711円（▲
4.5%）の減です。減の主な要因は、日野学園温水プール
工事（11 月～ 2月）により、4か月プールの使用を中止
したことによるものです。
　27 年度の正味財産期末残高は 358,517,513 円となり、
前年度に比べ、3,984,231 円（▲ 1.1%）の減となりまし
たが、公益法人認定法の「収入超過にしない」という条
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。

 表 1　正味財産増減計算書（抄）� 単位 : 円

経常収益計 333,461,920� 経常費用計 337,446,151�
基本財産運用益 5,074,735� 公益目的事業 312,853,496�
特定資産運用益 840� 事業費 312,853,496�
受取会費 2,273,850� 収益事業等 3,857,708�
事業収益 214,414,753� 自動販売機事業 82,208�
受託収益 36,074,674� 団体支援事業 3,716,000�
体育館事業収益 2,940,380� 指導者育成事業 10,900�
受取補助金等 70,212,404� その他 48,600�
受取寄付金 407,525� 法人会計 20,734,947�
雑収益 2,062,759� 管理費 20,734,947�

経常収益�―�経常費用 △�3,984,231
評価損益等計 0�
当期経常増減額 △�3,984,231
一般正味財産期首残高 362,501,744�
正味財産期末残高 358,517,513�

（テント延べ 483 張）を行いました。
体育館のフリー利用者は延べ 54,434
人で、毎年利用率は増加しております。
　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、ぜんそく児の水泳教室
・健康教室等を実施しました。また、
日本スポーツ界トップレベル競技観戦
ツアー（7 競技・283 人参加）、ジョ
ガーを応援するため体育館更衣室を開
放するフリージョギング、障害者水泳
大会等を区から受託し、実施しました。
さらに、体育の日記念イベントでは、
これまでの規模を拡充し区内大使館や
多く団体からの参加、協力を得て開催
し、参加者が 3,000 人を超える盛況と
なりました。
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トピックス
◎しながわ運河まつり
　4月 9 日（土）、しながわ運河まつりが東品川海上公
園と天王洲公園野球場で開催されました。当日は、晴天
に恵まれて多くの人が来場しました。品川区オリンピッ
ク・パラリンピック準備課と協力し、2020 年東京オリ
ンピック・パラリンピックで区内において開催が予定さ
れている 3競技の「ホッケー」（ミニホッケー体験）「ビ

ーチバレーボール」（ボ
ール、砂の展示）「ブラ
インドサッカー」（ホー
ル、アイマスクの展示）
並びに「ハンドアーチ
ェリー」の紹介と体験
を実施いたしました。

◎�東品川公園新弓道場竣工祝射会　開催される
　東品川公園リニューアル工事に伴い、新装された弓道
場において、品川区弓道連盟による道場開きの儀式、竣
工祝射会が４月 16 日午前に弓道連盟会員、関係者等、
約 90 名の参加により開かれました。
　当日は、「巻藁射礼」ほか、「矢渡」「三々九手挟み式」
と、古式に則った内容で厳かに執り行われました。

◎新規事業「かけっこ教室」好評
　平成 28 年度の新規事業として、かけっこ教室が春の
運動会シーズンに合わせて、4月 21 日から、計 4回（木
曜日）行われました。４歳以上学齢前の幼児対象と小学
1～4年生の児童対象の各40名の定員に対し、幼児17人、
児童 39 人の応募がありました。
　参加者は、腕の振り方、脚の上げ方など、講師から
走り方の基礎を教えて貰い、楽しく学んでいました。

◎�平成 28年度　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。
　第 1弾として、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 42 名。午前中は、本大会にも出場している田中姿子
・藤井桜子両選手の指導の下、ビーチバレーコートで体
験教室を楽しみました。午後は、ジャパンビーチバレー
ツアー 2016 第 1 戦東京大会の男女決勝戦（オリンピッ
ク予選出場中の選手含む）を観戦しました。体験教室後
だったので、本物のスピードと迫力に圧倒されました。

平成28年度品川区スポーツ協会の評議員及び役員
　6月 3日開催の評議員選定委員会において、次期評議
員が選任されました。任期は、平成 32 年の定時評議員
会終結時まで。
※新評議員� 五十音順
NO. 氏　名 所　属　等

1 ※飴本　公子 品川区スポーツ推進委員会会長

2 ※上野　正巳 品川区民健康づくり推進協議会会長

3 ※近藤　慶武 品川区少林寺拳法連盟会長

4 　髙須みちよ 品川区フォークダンス協会理事長

5 ※武田　一郎 品川区水泳連盟会長

6 　殿川　宣勝 品川区バドミントン協会会長

7 ※中塚　　亮 品川区議会議員

8 ※藤原　正則 品川区議会議員

9 　柳沢　和雄 筑波大学大学院教授

10 ※山本　耕三 東京税理士会荏原支部支部長

11 ※吉田　　進 品川区ソフトテニス連盟会長

12 　渡辺　裕一 品川区議会議員

　6月 13 日開催の平成 28 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、
平成 30 年の定時評議員会終結時まで。　　　　
※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副会長

　副理事長 中川原史恵 品川区副区長

　常務理事 志村　勇一 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 ※広田　貞彦 品川区スキー連盟理事長

　理　　事 藤本　貞治 品川区空手道連盟会長

　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理事長

　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

ビーチバレーボールは、2020 東京オリンピック・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す。お台場「潮風公園」（品
川区東八潮 1）が開催予定地です。
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◎しながわECOフェスティバル2016
　5月 22 日（日）、しながわ ECOフェスティバル 2016
がしながわ中央公園で開催されました。品川区オリンピ
ック・パラリンピック準備課と協力し、2020 年東京オ
リンピック・パラリンピックの時、区内で開催を予定し
ている 3競技「ホッケー」「ビーチバレーボール」「ブラ
インドサッカー」並びに「ハンドアーチェリー」の紹介
と体験を実施いたしました。真夏のような暑さの中ビー
チバレーボールコート用の砂に触れた子どもたちは、そ
の白さに大変驚いていました。

第65回品川区民スポーツ大会（冬季）
の結果

　平成 27 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。
●中学校バレーボール大会
　1 月 24 日・31 日（日）　冨士見台中学校、荏原第五
中学校、品川学園
　中学生男子 2チーム（24 人）、同女子 14 チーム（160
人）
優勝　男子＝戸越台中、女子＝品川学園
準優勝　男子＝攻玉社中、女子＝戸越台中
3位　女子＝大崎中、荏原一中
●マラソン大会
　3月 20 日（日）　大井ふ頭中央海浜公園
　参加者　448 人
優勝（敬称略）
ファミリー 1・2年 2㎞＝原大煌・壮太
ファミリー 3・4年 2㎞＝徳永淳士・翔大（大会新）
小学 2㎞男子＝井上天祐（大会新）
同女子＝杉原優菜（大会新）
中学 3㎞男子＝青山元基　同女子＝和知美郷
一般 5㎞男子＝高木優麿　同女子＝水谷富由香
一般 10㎞男子＝小川基樹　同女子＝三村美咲
壮年 5㎞男子（50 歳以上）＝原川静男
同（60 歳以上）＝田中文男
壮年 5㎞女子＝倉　美和
壮年 10㎞男子＝鹿嶋田浩二　同女子＝鹿嶋田真理子

第66回品川区民スポーツ大会（春季）
の結果

　4月 3 日に総合体育館で開会式が行われた第 66 回品
川区民スポーツ大会（春季）は、6月 5日にすべての種
目が終了しました。各種目の開催日程や参加者数、優勝
者などは次のとおりです。（敬称は省略させていただき
ました。）

●クレー射撃大会
　3月 20 日（日）筑波射撃場　
　一般男子　18 人
優勝　トラップの部　恩田重義
　　　スキートの部　伊澤公一
●ソフトテニス大会
　3月 27 日・4月 17 日・24 日（日）　しながわ区民公園、
有明テニスの森公園
　中学男子 48 人・女子 49 人、一般男子 58 人・女子 50
人、
優勝　中学男子＝藤枝貴大・安倍弘樹組、中学女子＝家
弓恵良・本田杏組、一般男子＝本多英夫・斉藤秀太郎組、
一般女子＝大城なつ恵・佐原美穂組、壮年男子＝岩瀬尚
・今井克宏組、壮年女子＝磯田厚子・金井祐三子組
●バスケットボール大会
　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
　男子の部 60 チーム（840 人）、女子の部 17 チーム（238
人）
優勝　男子の部＝Double�O、女子の部＝DEES
準優勝　男子の部＝喜楽会、女子の部＝NO-PLAN
3位　男子の部＝North�Tnmulus、Gamblers、女子の
部＝よよぎあん、FUBER�101
●硬式テニス大会
　4 月 10 日・24 日（日）・5 月 5 日（祝）・8 日（日）
大井ふ頭中央海浜公園、しながわ区民公園
　一般男子 60 人・女子 56 人、壮年男子 28 人
優勝　一般男子の部＝神山泰成・村田聡一郎組、一般女
子の部＝佐藤千枝・岡部美樹組、壮年男子の部＝青木豊
・牛澤文孝組
●空手道大会
　4月 10 日（日）　総合体育館
　小学男子 55 人・女子 27 人、中学男子 22 人・女子 5人、
高校男子 15 人、一般男子 28 人・女子 6人
優勝　鍛眼法競技 S級＝加川遼、同M級＝赤星巧、同
L級＝佐々木太一、型競技少年 1部＝冨樫佑太、同少年
2部＝佐々木太一、同少年 3部＝薬師神菜乃、同少年 4
部＝伊藤慎悟、同小学生女子＝栃尾和美、同小中学生女
子＝猪狩和奏、同中学生＝赤星佑、同一般 1部＝鹿野瞳、
同一般 2部＝小野司、団体型＝強化C（野崎・今北・赤
星）、組手競技　小学 1-2 年年生＝加川遼、同小学 3-4 年
生＝赤星巧、同小学生 5-6 年生＝栃尾幸利、同小学生女
子＝山崎深央、同中学生＝金子晃樹、同高校生＝安澤龍
佑、同一般＝鈴木久善
●卓球大会
　4月 17 日（日）　戸越体育館
　中学女子 3人、高校男子 7人、一般男子 16 人、壮年
男子 42 人・女子 42 人、
優勝　中学女子＝中馬里菜、高校男子＝河合勇貴、一般
男子＝中川正博、45 歳代男子＝除川俊裕、同女子＝吉
田京子、60 歳代男子＝岩田順義、同女子＝寺田員子、
70 歳代男子＝山口耀生、同女子＝市村朱實、初級の部
＝鈴木正隆
●バドミントン大会
　4月 24 日（日）総合体育館
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　中学女子 6人、高校男子 2人・女子 16 人、一般男子
26 人・女子 20 人、壮年男子 34 人・女子 30 人
優勝　中学女子＝安元萌生・生方詩乃組、高校男子＝諸
田恭己・吉永大飛組、高校女子＝高橋舞・川上沙蘭組、
一般男子＝佐山真人・木村孝組、一般女子＝山浦沙織・
都築幸奈組、壮年Ⅰ男子＝大権博之・上村俊道組、同女
子＝石山真由美・木崎千晴組、壮年Ⅱ男子＝吉仲真・奥
野裕史組、同女子＝今井都也代・蜂須賀由美子組、壮年
Ⅲ男子＝渡来文男・平野譲組、同女子＝池崎麻祐美・田
口幸子組
●少林寺拳法大会
　4月 24 日（日）　戸越体育館
　小学男子 42 人・女子 5人、中学男子 16 人・女子 7人、
高校男子 17 人、一般女子 5人、壮年男子 4人
優勝　自由組演武（少年の部）＝海沼西希・広石琉緯組、
同（段外の部）＝吉田瑠奈・海沼西希組、同（段の部）
＝小石悠記子・藤原千晶組、単独演武（少年の部）＝海
沼西希、同（段の部）＝藤原千晶、同（一般・段外の部）
＝坂玲央奈
●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 71 人
優勝　男子＝岡部好伸、女子＝髙山ミネ子
●水泳大会
　5月 5日（祝）日野学園温水プール
　小学男子 40 人・女子 34 人、中学男子 7人・女子 7人、
高校男子 3人・女子 2人、一般男子 5人・女子 6人、壮
年男子 12 人
優勝　〈自由形〉小学 1・2 年 25m 男子＝矢後英俊、同
女子＝宇野光咲、小学 3・4年 50m男子＝白浜亮、同女
子＝宮川悠、小学 5・6年 50m男子＝吉田健悟、同女子
＝井上七海、中学 100m男子＝芳賀蓮、同女子＝林南歩、
高校 100m男子＝佐々木将馬、同女子＝大貫嶺音（大会
新）、一般 50m男子＝佐々木勇太、同女子＝米山尚美（大
会新）、壮年 50m男子＝高島一輔、〈平泳〉小学 1・2年
25m男子＝遠藤息吹、小学 3・4年 50m男子＝藤井脩斗、
同女子＝村中七菜、小学 5・6年 50m男子＝佐藤洋輔（大
会新）、同女子＝小島ゆり、中学 100m男子＝佐藤雄太（大
会新）、同女子＝飯島杏、高校 100m 男子＝菅原祐嗣、
同女子＝大貫嶺音、一般 100m男子＝岩崎弾（大会新）、
同女子＝米山尚美（大会新）、壮年 100m男子＝高島一輔、
〈背泳〉小学 1・2 年 25m男子＝高田由樹紀、同女子＝
高島梨莉菜、小学 3・4年 50m男子＝清原陸那、同女子
＝村上瑠海、小学 5・6年 50m男子＝加藤光、同女子＝
藤井美樹、中学 100m男子＝荒井強吾、同女子＝萩原愛
茉、高校 100m女子＝平野真菜、一般 50m男子＝岩崎弾、
同女子＝金原美恵、壮年 50m男子＝片寄雅之、〈バタフ
ライ〉小学 1・2年 25m男子＝遠藤息吹、同女子＝宇野
光咲、小学 3・4年 50m男子＝白浜亮、同女子＝宮川悠
（大会新）、小学 5・6年 50m男子＝佐藤洋輔（大会新）、
武井優太（2 位大会新）、同女子＝原里央、中学 100m
男子＝佐藤勇太、同女子＝萩原愛茉、高校 100m男子＝
佐々木将馬、一般 50m男子＝舩木健、同女子＝生熊佳枝、
壮年 50m男子＝沼田謙太郎、中学 200m リレー男子＝
品川水連選手育成、同女子＝品川水連選手育成、

チャレンジレース大会新　〈自由形〉小学 5・6 年 50m
男子＝武井律巳・佐藤洋輔、中学 100m男子＝佐藤勇太、
一般 50m男子＝岩崎弾、〈平泳〉小学 3・4年 25m女子
＝宮川悠、同 50m女子＝宮川悠、〈背泳〉高校 100m女
子＝大貫嶺音、〈バタフライ〉一般 50m男子＝佐々木勇
太
●バレーボール大会
　5月 8日（日）・15 日（日）・22 日（日）総合体育館、
戸越体育館
　一般男子 13 チーム（189 人）、一般女子 10 チーム（115
人）、家庭婦人 35 チーム（469 人）
優勝　一般男子の部＝荏原ファイターズ、一般女子の部
＝月見台クラブ、家庭婦人の部＝杜松クラブ
準優勝　一般男子の部＝ FAMKS、一般女子の部＝
FAMKS、家庭婦人の部＝みなもとクラブ
3 位　一般男子の部＝WELCOME’S、ぱにっく、一
般女子の部＝黄羅羅、荏原愛球会、家庭婦人の部＝ミス
トレス、京陽クラブ
●ダンススポーツ大会
　5月 15 日（日）総合体育館
　一般男子・女子 38 組
優勝　スポーツ戦スタンダード＝飯島二三夫・三沢育子
組、同ラテン＝幸尻伸喜・小林千登勢組、ベーシック戦
スタンダード＝本道英彦・松田栄子組、同ラテン＝大岡
民雄・大出康子組、シニアスター戦スタンダード＝山中
靖裕・山中和美組
●陸上競技大会
　6月 5日（日）大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
　小学男子 25 人・女子 15 人、中学男子 26 人・女子 21
人、一般男子 13 人・女子 1人、壮年男子 16 人
大会新記録のみ掲載　小学 3、4年 80m男子＝槙野遥哉
（11 秒 53）、同女子＝髙栁菜乃葉（12 秒 58）、中学女子
800m＝和知美郷（2分 37 秒 46）、小学女子走幅跳＝西
塚結衣（3m64）

第69回都民体育大会

品川区－男子 35位・女子 16位

　第 69 回都民体育大会・第 17 回東京都障害者スポー
ツ大会の合同開会式が 5月 8 日（日）、東京都体育館で
54 区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、選手団入場となり、品川区選手団
は、松坂公二当協会評議員（旗手バレーボールの山田章
雄選手）を先頭に入場行進しました。その後、開会宣言、
主催者挨拶が行われ、続いて優勝杯返還、選手宣誓と進
み、式典は終了いたしました。
　第二部は、交歓プログラムとして、卓球パラリンピア
ン岡紀彦氏と選手との交流試合が行われ、結びに、歌手
西城秀樹氏が登場し、参加者とともにヒット曲「YMCA」
を歌って、盛り上がりました。
　品川区はこの大会に、22 種目 320 人の選手団（梅沢
豊団長）を派遣し、総合成績は男子 35 位、女子 16 位
となりました。
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レッツ・トライ

●総合体育館トレーニング室　特別プログラム

①夏の特別プログラム週間　
対象／ 16 歳以上の方　各 20 人（先着）
費用／ 1種目 400 円　
申込方法／当日、運動できる服装で、タオル・飲み物・（★
は上履き必要）を持って同館へ　※バレエはバレエシュ
ーズ、または汚れてもいい靴下をご用意して下さい

日程 時間 種目

7／ 11（月）

9：30 ～ 10：30 ヨーガ &骨盤調整コンディショニング

10：45 ～ 11：45 脂肪燃焼 &筋トレ★

12：00 ～ 13：00 ボディバランス

7／ 16（土）
9：25 ～ 10：25 バレエエクササイズ &ストレッチ

10：30 ～ 11：30 少し慣れたバレエ

7／ 17（日） 15：30 ～ 16：30 日曜午後の運動不足解消★

7／ 20（水）

12：50 ～ 13：50 ピラティス入門

14：00 ～ 15：00 ヨーガ入門

19：00 ～ 20：00 ボディバランス

20：15 ～ 21：15 ジャズダンス入門★

7／ 21（木） 11：00 ～ 12：00 ヨーガ入門

7／ 22（金） 9：30 ～ 10：30 やさしいヨーガ

7／ 23（土）
9：25 ～ 10：25 バレエエクササイズ &ストレッチ

10：30 ～ 11：30 少し慣れたバレエ

7／ 25（月）

9：30 ～ 10：30 ヨーガ &骨盤調整コンディショニング

10：45 ～ 11：45 脂肪燃焼 &筋トレ★

12：00 ～ 13：00 ボディバランス

7／ 26（火）
11：00 ～ 12：00 代謝を上げて脂肪を落とそう! ★

19：00 ～ 20：00 フラメンコ入門★

7／ 28（木） 11：00 ～ 12：00 ヨーガ入門

7／ 29（金） 9：30 ～ 10：30 やさしいヨーガ

7／ 30（土）
9：25 ～ 10：25 バレエエクササイズ &ストレッチ

10：30 ～ 11：30 少し慣れたバレエ

※トレーニング室フリー利用・オープンプログラムは通常通り

②海の日特別プログラム
月日／ 7月 18 日（祝）
対象／ 16 歳以上の方　各 20 人（先着）費用／各 400
円
申込方法／当日、運動のできる服装・タオル・飲み物・（★
は上履き必要）を持って同館へ

時　　間 種　　　　目

�9：45 ～ 10：45 やさしいヨーガ

11：00 ～ 12：00 脂肪燃焼ステップ &筋トレ★

13：00 ～ 14：00 ボデイバランス

14：15 ～ 15：15 フラメンコ入門★

◎品川区代表選手結団式
　5 月 11 日（水）、きゅりあんイベントホールで第 69
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、濱野健品川区長と区理事者、当
協会役員、協会加盟の各団体代表者、各種目の監督、選
手など約 180 人が出席しました。
　式では、濱野区長から団旗が空手道の忽那定範選手に
授与されました。続いて区長から、「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、バドミントンの伴野仁郎選
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（ベスト 8以上）
・夏季大会　　水泳女子　　　　　　　　8位
　　　　　　　ゴルフ男子　　　　　　　7位
・春季大会　　柔道男子　　　　　　　ベスト 8
　　　　　　　卓球女子　　　　　　　ベスト 8
　　　　　　　ボウリング女子　　　　　6位
　　　　　　　ゲートボール女子　　　　7位

イベント情報

●６人制クラス別バレーボール大会

日時／ 8月 7日（日）午前 9時から
会場／総合体育館、日野学園
種目／男子、女子
試合方法／クラス別トーナメント戦、　※敗者戦あり
費用／ 1チーム 12,000 円（連盟登録チーム 6,000 円）
主催／品川区バレーボール連盟
申込／ 7 月 11 日（月）～ 27 日（水）までに、費用を
持ってスポーツ協会へ（7月 19 日（火）を除く）
※主将会議を 8月 3日（水）午後 7時から総合体育館

●藤本杯バドミントン大会

日時／ 8月 21 日（日）午前 9時から
会場／総合体育館
内容／ 2トリプルス 1ダブルス戦（クラス別団体リーグ
戦）
費用／ 1チーム 8,000 円（6人以上 10 人まで）
※協会未登録者は別途１人 700 円
主催／品川区バドミントン協会
申込／ 7月 11 日（月）～ 8月 3 日（水）までに、費用
を持ってスポーツ協会へ（7月 19 日 ( 火 ) を除く）
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2020年東京オリンピック・パラリンピック周知活動
　当協会では、2020 年東京オリンピック・パラリンピ
ックの開催に向け、機運醸成のため、品川区内で開催を
予定している3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」の周知活動を行っています。
　「ホッケー」はシュート体験、「ビーチバレーボール」
「ブラインドサッカー」は、用具を展示紹介をしており
ます。同時に、「ハンドアーチェリー」の紹介と体験も
実施しています。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 16 日（土）15 時～ 17 時 八潮地区区民ま
つり 八潮多目的広場

24 日（日）12 時～ 17 時 荏原第 2 地区区
民まつり 清水台小学校

30 日（土）15 時～ 17 時 荏原第 3 地区区
民まつり 宮前小学校

31 日（日）16 時～ 18 時 荏原第 5 地区区
民まつり 旧荏原 4中

8月 7日（日）11 時～ 15 時 大崎第 2 地区区
民まつり 三木小学校

21 日（日）13 時～ 17 時 品川第 1 地区区
民まつり 品川学園

9月 17 日（土）未定 福祉まつり 中小企業センター
しながわ中央公園

18 日（日）未定 ビ ー チ バ レ ー
ボールフェスタ 大井町駅前

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。
　区内で開催予定の「ビーチバレーボール」「ホッケー」
「ブラインドサッカー」だけでなく、他に 4競技（合計
7競技）の観戦ツアーを予定しています。ビーチバレー
ボールは、実施済みですが、決まり次第随時ご案内いた
します。

実施日 競技名 大会名等 会　　場

5月 5日（祝） ビーチバレー
ボール

ジャパンビーチバ
レーツアー 2016
第 1 戦東京大会

お台場海浜公園

8月 27 日（土） バドミントン ジュニアスポーツ
アジア交流大会 駒沢公園体育館

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 3 月～ 5月〕

個人
伊崎　公男、伊澤　公一、大蔵　満彦、尾谷　謙一、
勝山　誠一、公文　幾夫、那須　信義、西山　紀和、
日比谷　譲、福田　貴仁、前田　光洋、松坂　公二、
吉野　賢一、和田　満
団体
品川区クレー射撃連盟、品川区剣道連盟、品川区サッ
カー協会、品川区ダンススポーツ連盟、品川区テニス
連盟、品川区ボウリング協会

●夏休みの一日、親子で楽しく遊びましょう !

①親子カンフー教室
日時／ 8月 6日（土）午前 10 時～ 11 時 30 分
会場／五反田文化センター
人数／小学生と保護者（祖父母可）の 10 組程度（抽選）
費用／ 1人 500 円（大人・子供同じ）
※子供は 1人追加ごとに、100 円増し
主催／品川区武術太極拳連盟
申込／ 7 月 20 日（水）（消印有効）までに、はがきか
FAXで教室名、住所、参加者全員の氏名（ふりがな）、
年齢、性別、連絡先（電話番号、Eメールアドレスか
FAX番号）をスポーツ協会へ
②親子ボウリング教室
日時／ 8月 11 日（祝）午前 10 時 30 分～ 12 時
場所／品川プリンスホテル（港区高輪 4-10-30）
講師／上原正雄　氏（プロボウラー）
人数／ 20 組（抽選）
※小学生 3年～中学生と親（祖父母可）1組 3人まで
費用／ 1人 1,000 円（ゲーム代・靴代含む）
申込／ 7月 20 日（水）（必着）までに、往復はがきで教
室名、保護者の住所、氏名（ふりがな）、電話番号およ
びお子さんの氏名（ふりがな）、学校名、学年をスポー
ツ協会へ

平成28年度の顕彰〈おめでとうございます〉（敬称略）

品川区スポーツ協会功労賞
4 月 3 日の区民スポーツ大会開会式において表彰
　吉田勉（クレー射撃連盟副会長）
　田村新三郎（空手道連盟副会長）
　久津見千枝子（ボールルームダンス協会理事）
東京都体育協会表彰
5 月 8 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
　村上謙司（品川区ゲートボール協会会長）
○生涯スポーツ優良団体
　品川区バレーボール連盟（会長　相山正己）

卓球世界ベテラン大会、ダブルス優勝

長澤　征代　氏（品川区卓球連盟）
　前号で世界ベテラン大会出場をお知らせしていた、卓
球連盟登録チーム光クラブの長澤征代氏が、5月 23 日
から 29 日まで、スペインで行われた同大会において、
女子ダブルス 70 歳以上の部で見事に優勝しました。ま
た、シングルス 70 歳以上の部でも、第 3位に入る好成
績を収めました。



申込・問い合わせ先：品川区オリンピック・パラリンピック準備課　TEL 03-5742-9109


