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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

ビーチバレーボール教室〈平成31年2月24日〉
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　平成 30 年度第 2 回理事会を 2 月 14 日（木）に開催し、
平成 31 年度公益財団法人品川区スポーツ協会予算（案）
および同事業計画（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 31 年度は、来年に迫った東京 2020 大会の機運
醸成を図りながら、区内開催競技を中心に一層盛り上げ
る必要があります。このため、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 4 億 1,240 万 1,523 円で、対前年度
3,090 万 3,322 円の増となります。増の主な理由は、戸
越体育館の工事に伴う閉館が終了し、施設使用料等が増
収するためです。　
　経常費用の合計は4億1,390万112円で、対前年度3,031
万 5,579 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 7,886 万
5,587 円で、対前年度 3,091 万 2,282 円の増となりました。
増の主な理由は、戸越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、運営委託費等を予算計上
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 91.5% 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 412,401,523� 経常費用計 413,900,112�

基本財産運用益 5,057,170� 公益目的事業会計 378,865,587�

特定資産運用益 360� 公益事業 378,865,587�

受取会費 2,315,000� 収益事業等会計 4,974,008�

事業収益 13,265,370� 収益事業 811,008�

受託収益 52,365,481� 団体支援事業 3,913,000�

体育館事業収益 234,185,388� 指導者育成事業 170,000�

受取補助金等 104,597,754� 功労者顕彰事業 80,000�

受取寄附金 435,000� 法人会計 30,060,517�

雑収益 180,000� 管理費 30,060,517�

当期一般正味財産増減額 �△�1,498,589

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 初級者を対象に定員 20 人で２期（５
回 /期）

②スキー教室 定員 30 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
（６回 /期）
一般を対象に定員15人で２期（６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～ 10 人で 11 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

⑪かけっこ教室 ４歳児～小学４年生を対象に定員 40
人で２コースで１期（４回）

⑫鉄棒教室 小学１～３年生を対象に定員 20 人で
２コースで１期（４回）

⑬バウンドテニス教室 定員 35 人で１期（6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 69 回区民スポーツ大
会 ( 春季 ) 21 種目　参加予定者 4,500 人

②第 69 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 69 回区民スポーツ大
会 ( 秋季 ) 25 種目　参加予定者 8,000 人

④第 69 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31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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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・イベント

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、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

⑩戸越体育館 60 周年記念
イベント 開館 60 周年を記念して体験教室を開催

　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
オリンピック時、区内開催競技ホッケー
の普及・啓発のため、初心者から経験
者までを対象に開催

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 1 ～ 4 年生を対象に、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 小中学生を対象に定員 30 人で１期
（17 回）

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１期
（22 回）

③ジュニア卓球教室 小中学生を対象に定員 30 人で１期
（21 回）　

④ジュニア弓道教室 中高生を対象に定員 20 人で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ウォーキング＆ストレッ
チ教室 定員 40 人で１期（4回）

②バウンドテニス講習会
　（大会） 参加予定者 50 人、1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スポーツフェスタ（1 年前）イベントの開催（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等販売事業
　（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

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 72回都民体育大会・第20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 3 日（祝）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 8 日（水）午後 6 時 30 分～
　会場　きゅりあん 7 階イベントホール

◇ビーチバレーボール教室
　東京 2020 大会で品川区内開催競技になるビーチバレ
ーボールを公式試合のコートで体験しませんか。
　当日ビーチバレーボール大会の男女決勝戦が行われま
す。（観戦無料）
日　　時：5 月 5 日（日）正午～午後 1 時 30 分
場　　所：大井町駅前中央通り
　　　　　特設ビーチバレーボールコート
募集人員：小学生 20 人、中学生以上 20 人（抽選）
参 加 費：無料
申込方法 / 問い合わせ：4 月 18 日（木）必着までに、

往復はがき（1 通 5 人まで）に、ビーチバレー教室と
記入し、参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・年齢
電話番号・小学生は保護者指名して、スポーツ協会へ

トピックス
◎　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6弾・ホッケー～
　12 月 23 日（日）、駒沢オリンピック公園総合運動場で、
ホッケー日本リーグ決勝を観戦しました。あいにくの小
雨の中、ビニール合羽と観戦クッション、ホッカイロで
の観戦となりました。席は自由席でしたが、東京都ホッ
ケー協会で予め確保して頂いていた見やすい席で、楽し
く観戦できました。女子の決勝、男子の決勝の順に観戦
しましたが、巧みなスティックワークと強烈なシュート
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
多くの驚きの声が上がっていました。
　また、東京都ホッケー協会の計らいで、ハーフタイム
にコートに入れてもらったり、女子優勝チームの選手と
握手会があり好評でした。

～第7弾・バレーボール～
　2 月 9 日（土）、とどろきアリーナ（川崎市）で、バ
レーボール V リーグ女子の NEC レッドロケッツ対日立
リヴァーレの試合を観戦しました。小雪がちらつく中、
バスで会場に向かいました。バスの中では、同行いただ
いた元オリンピアンから、本日の見どころや自身が出場
したオリンピックの選手村でのエピソードなどの話に、
参加者は興味深く聞き入っていました。会場での席は、
アリーナで、コートにも近くて見やすい席でした。
　オープンスパイク、移動攻撃、バックアタック等迫力
満点で、レシーブも観客席の前までスライディングして
きたりと、レベルの高さを身近に感じていました。また、
チャレンジシステムが採用されており、判定により会場
の雰囲気が変わったりするのを実感できました。参加者
からは、レシーブからのつなぎ方や迫力満点のスパイク
に感動したとの感想が寄せられました。
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◎パラリンピックスペシャルデー
　2 月 2 日（土）、スクエア荏原で、2018 平昌パラリン
ピック金メダリスト成田緑

ぐ り む

夢氏のトークショーと「品川
2020 スポーツ大使」大前光市氏のダンス & トークショ
ーが行われました。
　（公財）品川区スポーツ協会は、ボッチャの体験コー
ナーとビーチュウ、シナカモン、やたたまの 3 キャラク
ターのぬいぐるみの販売を行いました。
　ボッチャ体験では、対戦形式で友達同士、親子対決等
盛り上がっていました。競技紹介のチラシも配布し身近
に感じてもらえるように努めました。

◎AED講習会（ジュニア指導者養成事業）
　2 月 16 日（土）、ジュニア
指導者養成事業として、緊急
時対応の AED の講習を実施
しました。大井消防署救急係
長より、AED の使用法の説
明を受け、その後全員で体験
をしました。
　参加者は、声掛け、救急車
の要請、AED を取ってくる
よう依頼等 AED 操作の前段のところでも、考えながら
体験していました。AED の操作に入ると、パッドを貼
る位置や濡れた体のときの注意点を尋ねる等積極的に取
り組んでいました。AED の指示が 2 分間隔なので、そ
の間ずっと心臓マッサージを続けるのは大変との声も聞
かれました。最後に事故がないのが一番であることを確
認して終了しました。

◎少年野球指導者講習会（ジュニア指導者養成事業）
　2 月 23 日（土）、少年野球指導者講演会を開催しました。
当日は、「永

な

久
が

く野球を続けていくために」～指導者と
指摘者は違う～というテーマで元日本ハムファイターズ
の広瀬哲朗氏に講演頂きました。
　当日は、95 名の参加者があり、ゴロの取り方の教え
方には、腰を低くかまえていると硬くなり動きづらくな
るので、無理に低くかまえなくても良いなど、他にも出
され、質問にも丁寧に答えていました。
　選手として、また、指導者としての豊富な経験をもと
に、子どもへの接し方や、強制することのないように指

導のポイントについて解説、今と昔の指導方法の違いな
ど参考になる点が多かったとの感想が寄せられました。

◎ビーチバレーボール教室
　2 月 24 日（日）、天候に恵まれて少し暖かさを感じる
なか大森東水辺スポーツ広場（大田区）で開催しました。
品川区内開催競技のビーチバレーボールを公式のコート
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。
　ビーチバレーボールの現役選手の指導で、ダッシュを
したりして砂の感触に慣れることから始めました。砂の
上のレシーブでは、動きづらく遅れがちになりますが、
飛び込んでも痛くないので笑顔も見られました。サーブ
練習では、体育館の中と違い、風の影響で打ったボール
が流れたりするのも楽しんでいました。さすがにアタッ
クは、ジャンプしづらく苦労していました。
　参加者からは、また、「ぜひまた参加したい」との声
や「サーブが打てるようになった」など好評でした。

◎メンタルトレーニング講習会（ジュニア指導者養成事業）
　3 月 9 日（土）、メンタルトレーニングについてのジ
ュニア指導者講習会を開催しました。「本番で 120% の
力を発揮するための指導方法 !!」をテーマに、日本メン
タルトレーナー協会公認メンタルトレーナー田中誠

のぶ

忠
ただ

氏
にお話を頂きました。
　当日は、少年野球の指導者を中心に会場いっぱいの
48 名の参加者があり、「メンタルが強い」とはどういう
事か ?「緊張とプレッシャーの違いは何か」等、参加者
と対話しながら講習が進みました。そして、指導者とし
て、考えさせる事や繰り返しで身に着けていくなどのお
話がありました。また、実際のスポーツ選手への指導経
験からのお話もあり充実した 90 分でした。
　参加者からは、「早速取り入れてみよう」との感想が
寄せられました。
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平成31年度　第69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 7日（日） 総合体育館

軟式野球 3月 3日（日）～ 4月 29
日（祝）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7日（日）・13日（土）・14
日（日）・27日（土）・28日（日）・
5月4日（土）・5日（日）

総合体育館 ･
戸越体育館

ソフトテニス 4月 7日（日）・21 日（日）
5月 26 日（予備日） 区民公園

硬式テニス
4月7日（日）・21日（日）
28日（日）（予備）5月5日
（日）

大井ふ頭中央海浜公園
ほか

空手道 4月 14 日（日） 総合体育館

バドミントン 4月 14 日（日） 総合体育館

サッカー 4月 14 日（日）～ 7月 14
日（日）の日曜・祝日 天王洲野球場ほか

フォークダンス 4月 20 日（土） 戸越体育館

卓球 4月 21 日（日） 戸越体育館

少林寺拳法 4月 21 日（日） 戸越体育館

弓道 4月 21 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（祝）・12 日（日）・
19 日（日） 総合体育館ほか

ライフル射撃 5月 12 日（日） 神奈川県伊勢原射撃場

ダンススポーツ 5月 12 日（日） 総合体育館

ゴルフ 未定 未定

柔道 5月 26 日（日） 戸越体育館

剣道 6月 2日（日） 総合体育館

陸上 6月 2日（日） 大井ふ頭中央海浜公園
陸上競技場

水泳 6月 2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 7日（日）・14 日（日）・21
日（日）・28 日（日） 品川南ふ頭公園野球場

ジュニア
テニス

7月 22 日（月）・23 日（火）・
25 日（木）・26 日（金）・27 日（土） 区民公園・八潮北公園

水泳 8月 25 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68回品川区民スポーツ大会�
（秋季・冬季）の結果

　平成 30 年度品川区民スポーツ大会（秋季・冬季）の
開催日、参加者数、なら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 9 日・23 日・30 日、11 月 4 日・25 日、12 月 9
日・16 日（日）天王洲グラウンド・品川学園・産業技
術高等専門学校　中学の部＝ 3 チーム 54 人、一般の部
＝ 19 チーム 271 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 ＝
SUPERIOR 戸越�　3位　中学の部＝青稜中学 B、一般
の部＝ FC�Rafale、IMPACT

冬季
●中学生バレーボール大会
　1 月 13 日・20 日・27 日（日）大崎中学校、浜川中学校、
品川学園　男子の部＝ 4 チーム 33 人、女子の部＝ 11
チーム 171 人　優勝　男子の部＝東海中学校、女子の
部＝大崎中学校�準優勝　男子の部＝攻玉社中学校、女
子の部＝品川学園　3位　女子の部＝荏原第一中学校、
戸越台中学校
●スキー大会
　1 月 13 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 4 人
優勝　一般男子＝吉川秀文、同女子＝藤井南颯

レッツ・トライ

◎第1期親子体操教室
日程／ 5 月 9 日～ 6 月 27 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 26 年 4 月 2 日～ 28 年 4 月 1 日生まれ）

午前 9 時 15 分～ 10 時 15 分
②コアラ（平成 28 年 4 月 2 日～ 29 年 4 月 1 日生まれ）
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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 18 日 ( 木 )（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

◎フォークダンス初心者向け講習会
世界各国の民踊（フォークダンス）を踊ってみませんか。
日時／ 5 月 8 日～ 5 月 29 日の水曜日
　　　午前 9 時 20 分～ 11 時 20 分（全 4 回）
費用／ 2,000 円（保険料込）
参加方法／初日の 8 日（水）に、動きやすい服装で、上

靴と費用を持って直接戸越体育館へ
問い合わせ／スポーツ協会

平成30年度　専門委員会を開催

　第 4 回総務委員会が 2 月 21 日、第 4 回事業委員会が
2 月 28 日、第 2 回オリンピック・パラリンピック機運
醸成部会が 3 月 7 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 2 回理事会で決
定された、平成 31 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30年度の顕彰〈おめでとうございます〉

〈平成30年度東京都レクリエーション協会表彰〉
　2 月 4 日（日）、ベイサイドホテルアジュール竹芝に
おいて平成 30 年度東京都レクリエーション協会表彰式
が執り行われ、品川区グラウンド・ゴルフ協会理事長の
鈴木昭男氏が表彰されました。

毎日レディース剣道大会　準優勝
　12 月 6 日、日野市市民
の森ふれあいホールで行
われた第 18 回毎日レディ
ース剣道大会藤の部にお
いて、品川区選手団が準
優勝しました。この大会
は年代別団体戦で行われ、
品川区剣道連盟から先鋒
今井美智枝氏、中堅石川
久恵氏、大将井上まゆみ
氏の 3 選手が、１回戦か
ら順当に勝ち進み、準優
勝と健闘しました。

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、
　田中　博子、中川　和明、新田　慎治、三浦　稔子、
　吉野　治子
団体
　品川区少林寺拳法連盟

スポーツ協会からのお知らせ

◎戸越体育館耐震化工事が完了
　平成30年10月から戸越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 月末に完了
し、4 月から使用再開となりました。期間中は、ご不便
をおかけいたしました。耐震化工事に合わせて、アリー
ナに冷暖房設備を設置・玄関自動ドア取替・エレベータ
装置も更新しました。ご協力ありがとうございました。

�

◎�東京2020大会公式練習会場に決定
　総合体育館が、東京 2020 オリンピック・パラリンピ
ック競技大会における「ハンドボール」「シッティング
バレーボール」の公式練習会場として使用されることが
決定しました。
　期間中は、総合体育館の利用および入場が制限されま
すので、利用者の皆様にはたいへんご迷惑をおかけしま
すが、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いします。
◆期間（詳しくは決定次第お知らせいたします）
　2020 年 7 月上旬～ 9 月上旬
◆利用制限エリア（予定）

1 階（選手入替え時間）
入口からのロビーの一部、
エレベーター

地下 2階
主競技場、更衣室、シャワー室、
柔道・剣道場等フロアー全体

◆公式練習会場とは
　出場チームが大会期間中練習のために使用する会場の
ことです。
※��ハンドボールの試合会場は国立代々木競技場（渋谷

区）、シッティングバレーボールの試合会場は千葉市
の幕張メッセ A ホールです。



 

         

                                     

                                     

                                     

・ぬいぐるみ（大） 

1,800円 

・ぬいぐるみ（小）     

キーチェーン付 

600円 

  

 

 

【東京 2020公式ライセンス商品も販売しています】 

・キーホルダー・ピンバッジ・ネックストラップ・クリアファイル 

ビーチュウ 

（ビーチバレーボール） 

やたたま  

（ブラインドサッカー） 

シナカモン 

（ホッケー）   

【お問い合わせ先】　
しな助事務局（株式会社セレスポ内）　TEL:03-6903-6460


