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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。

8 種目体験教室（サッカー・柔道・剣道）

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



2

10月 14日　体育の日　～来てみて体育館へ 楽しいこといっぱい～
　「体育の日」に今年も、体育館の無料開放に加えて、
地元町会、大使館・領事館等の協力を得て、国際色のあ
る、より魅力的な特別イベントを実施します。
日　　時　10 月 14 日（祝・月）
　　　　　午前 9時 30 分～午後 4時
会　　場　総合体育館（主会場）・戸越体育館
参加無料（一部の種目は申込制）

■総合体育館での主なイベント

①オリンピック競技体験コーナー
・ホッケー体験コーナー
　区内開催競技であるホッケーの体験コーナーです。ド
リブルやシュートができます。
・クレー射撃体験コーナー
　普段目にすること、手にすることのできない、クレー
射撃の体験をしてみませんか。本物と同じように、ずっ
しりと重い電子銃で射撃にチャレンジしてみてください。
・ボルダリング体験コーナー
　新たにオリンピック競技に採用されたボルダリングを
体験できます。チャレンジしてみてください。

②�品川区内の大使館、領事館等によるお国自慢や郷土料
理の紹介・販売

（出店予定、五十音順：北マケドニア、コロンビア、ザ
ンビア、スイス、ブルネイ ダルサラーム、マリ）

③地元町会による模擬店
（出店予定：五反田一丁目町会、東五反田みづほ町会）

④特設会場（ロビー）
〇品川区スポーツ協会加盟団体による競技説明や演武
○大道芸

⑤体験コーナー
〇新体操を体験しよう！（教室）
○�からだのコンディションを知ろう！（血管年齢、体組
成（筋肉量、水分量、体脂肪率など）、骨密度測定）・
体力測定（握力、長座体前屈、反復横跳び、立ち幅跳
び）など、親子で楽しめるイベントが盛りだくさん !!

［注］イベント内容は、都合により、変更や中止する場
合があります。

総合体育館 戸越体育館

午前 午後 午前 午後

競
技
場

オリンピアン小椋久美子バドミ
ントン教室●★（事前申込）
（9:30 ～ 11:30）

障害者スポーツ★
バウンドテニス★
（13:00 ～ 15:00）

ソフトバレーボール★
卓球★（9:30 ～ 12:00）　

バスケットボール★
（13:30 ～ 16:00）

卓
球

レ
ク
室

民踊■★
（10:00 ～ 12:00）

社交ダンス★
（13:30 ～ 15:30）

親子（孫）で遊ぼう★
（4歳以上の未就学児先着 15 組）
（10:00 ～ 11:30）

ストレッチ・ヨガ★
（13:30 ～ 15:00）

武
道
場

剣
道
場

空手道■
（10:00 ～ 12:00）

なぎなた■
（13:30 ～ 15:30）

剣道（小・中学生）
（9:30 ～ 10:30）
剣道（一般）
（10:40 ～ 11:40）

太極拳とストレッチ（初心者）★
（13:30 ～ 16:00）

柔
道
場

親子運動教室●
　「親子でストレッチ＆ヨガ」
（5歳～小 3）10:30 ～ 11:20

新体操教室●
（年中～年長）13:00 ～ 14:00
（年長～小４）14:30 ～ 15:30

温
水
プ
ー
ル

一般開放（無料）
（9:30 ～ 11:30）

一般開放
（13:00 ～ 15:00）
水中エアロビクス教室
（ヌードル使用）
（15:00 ～ 16:00）

※障害者スポーツ体験は、ボッチャ・ハンドアーチェリー他
※■指導員によるデモンストレーションがあります。
※�夜間の時間帯は、プールは一般公開（有料）、その他会場などは
団体貸出です。
※●がついている時間帯は、事前申し込みが必要です。
　　（当日、9:30 ～ B2 ホール）
※★がついている時間帯は、上履きが必要です。
※ロビーでのイベントは、15 分の間隔で実施します。

会 議 室 体力測定　（10:00 ～ 15:30）

ロ ビ ー 特設コーナー（スポーツ協会加盟団体による競技紹介、模範演技他）
（概ね 15 分間隔で実施）（９:30 ～ 15:15）

１ 階 通 路 ・ボルダリング体験コーナー（11:00 ～ 15:30）※ 4歳以上

地 下 1 階 ・血管年齢、体脂肪測定など（10:00 ～ 15:30）

地 下 2 階 ・クレー射撃体験コーナー（11:00 ～ 15:30）※ 4歳以上
・ホッケー体験コーナー（13:00 ～ 15:30）

総 合 体 育 館
外 周 イ ベ ン ト
（10:30 ～ 15:00）

◆大使館、領事館等によるお国自慢料理、民芸品の展示、即売会　◆地元商店街、町会、企業等による模擬店
◆観光協会・福祉法人等の紹介および即売会　◆お休みコーナー
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スポーツ講演会（品川区スポーツ協会主催）
日　　時　11 月 22 日（金）
　　　　　午後 6時 30 分～ 8時　
会　　場　きゅりあん小ホール
　　　　　（大井町駅前）
講　　師　三屋　裕子氏
　　　　　�日本バスケットボール協会

会長
内　　容　�「人生のデザイナー～新た

な挑戦に向けて～」
募集人員　180 人（抽選）
参 加 費　無料
申込方法　�「広報しながわ 10 月 1 日号」でお知らせしま

す。

イベント情報
◎日本スポーツ界トップレベル競技観戦ツアー
～第 4弾・水球～
　10 月 6 日（日）に東京辰巳国際水泳場で開催される「日
本選手権水泳競技大会　水球競技」、最終日の 3位決定
戦と決勝戦を観戦します。水中での迫力を感じて頂けれ
ばと思います。
～第 5弾・ホッケー～
　10 月 20 日（日）に大井ホッケー競技場で行われる「高
円宮牌 2019 男子ホッケー日本リーグ」トップクラスの
決勝戦を観戦します。オリンピック会場の迫力を感じて
頂ければと思います。
～第 6弾・テニス～
　11 月 17 日（日）に有明テニスの森公園で 2年ぶりに
開催される「安藤証券オープン東京 2019」シングルス
決勝戦を観戦します。本物のスピードと迫力を感じて頂
ければと思います。
～第 7弾・パラバドミントン～
　11 月 17 日（日）に国立代々木競技場で行われる
「JAPANパラバドミントン国際大会 2019」の最終日を
観戦します。障がいの程度により区分されたクラスごと
にメダルを争います。

◎選手権バレーボール大会
日　　時　10 月 27 日（日）9人制家庭婦人
　　　　　11 月 4 日（休・月）6人制男子・女子　
　　　　　※時間は午前 9時から
会　　場　総合体育館、戸越体育館　他
試合方法　ブロック別トーナメント戦（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
申込方法　�10 月 16 日（水）までに、費用を持ってスポ

ーツ協会へ
※主将会議は、10 月 23 日（水）午後 7時から総合体育
館

◎第60回連盟杯争奪ダブルス卓球大会
日　　時　11 月 10 日（日）午前 9時 30 分から
会　　場　総合体育館
種　　目　�混合種目：一般混合、シニア混合、初級混合

（女子ダブルス可）
男女別種目：一般男子・女子、セミシニア男
子・女子、シニア男子・女子、ベテラン男子
・女子

※�セミシニアは合計 110 歳以上、シニアは合計 120 歳
以上、ベテランは合計 130 歳以上（年齢：2年 4 月 1
日現在）
※混合と男女別の重複のみ 1人 2種目出場可
費　　用　1組 2000 円、連盟登録者 1600 円
主　　催　品川区卓球連盟
申込方法　�10 月 15 日（火）までに、費用を持ってスポ

ーツ協会へ

◎硬式テニス・シードチャレンジ大会（男子）
日　　時　11 月 10 日（日）午前 9時から
　　　　　準決勝・決勝は 11 月 17 日（日）
会　　場　しながわ区民公園（勝島 3-2）
　　　　　準決勝・決勝は八潮北公園（八潮 1-3）
試合方法　ダブルストーナメント戦
対　　象　区内在住・在勤、連盟登録者

※区民大会・選手権大会で過去 3年 8位以内
に入っていない方 48 組（先着）

費　　用　1組 3,000 円、連盟登録者 2,500 円
主　　催　品川区テニス連盟
申込方法　�10 月 22 日（祝・火）までに、費用を持って

スポーツ協会へ（10 月 21 日（月）を除く）

レッツ・トライ
◎なぎなた初心者教室
日　　時　11 月 7 日～ 11 月 28 日の木曜日
　　　　　午前 10 時～ 11 時 30 分（全 4回）
会　　場　南大井文化センター（南大井 1-12-6）
対　　象　区内在住・在勤の方 15 名（抽選）
　　　　　※男性も可
費　　用　3,000 円　※なぎなたは無料で貸し出し
主　　催　品川区なぎなた連盟
申込方法　�10 月 11 日（金）（必着）までに、往復はが

きかFAXで教室名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号をスポーツ協会へ

◎バウンドテニス教室
日　　時　10 月 29 日～ 11 月 26 日の火曜日
　　　　　午前 9時 30 分～ 11 時 30 分（全 5回）
会　　場　戸越体育館（豊町 2-1-17）
定　　員　16 歳以上の方 30 人（抽選）
費　　用　2,500 円（保険料込）
申込方法　�10 月 17 日（木）（必着）までに、往復はが

きで、教室名、住所、氏名、電話番号を戸越
体育館へ
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トピックス
◎ホッケー教室（第2回）
　東京 2020 オリンピックで品川区内開催競技であるホ
ッケーを盛り上げるとともに、スポーツとしての普及を
目指して始めたこの教室も 5年目になります。
　本年度第 2回目として、6月 16 日（日）に小野学園
女子中学高等学校で開催しました。
　定員 80 名の 2倍近い応募があり、抽選となりました。
　当日は、猛暑が予想されたので、会場の小野学園様の
計らいで、空調のきいた体育館での実施となりました。
大人数での体育館内でしたが、工夫して基礎練習や模範
演技などが行われました。
　暑さをあまり気にせずプレーに集中できて、充実した
教室となりました。　
　まだ、11 月 2 日と 23 日の 2回の開催がありますので、
お申し込みお待ちしております。

◎品川区水泳連盟「創立50周年記念式典及び祝賀会」

　品川区水泳連盟は、創立 50 周年を記念して、6月 22
日（土）にきゅりあん７階大ホールにて記念式典及び祝
賀会を開催いたしました。当日は、濱野区長をはじめ、
区議会、スポーツ協会、学校関係者からのご来賓のほか、
教室参加者にも多数の方にご出席いただき、連盟指導員
含めて総勢170人以上の大変活気のある会となりました。
　式典は、創立から 50 年経った「今」の連盟を表現し
たムービーで始まり、会長武田一郎からの挨拶、来賓の
皆様からのご祝辞と続きました。小学校校長会勝進会長
による乾杯の後は、歓談をはさみ、ライブや景品抽選会
で大いに盛り上がりました。あっという間に終宴を迎え
た感じでしたが、当連盟のこれまでの活動と今を知って
頂けた素晴らしい機会となりました。
　当連盟は今後も次の 100 周年に向け、区民の皆様や
広く地域社会の期待に応えられるよう、人間力と組織力
の更なる向上にチャレンジし、区民水泳、生涯水泳を目
指して参ります。（水泳連盟）

◎ジュニアスポーツ指導者講演会
　6月 29 日（土）ジュニア指導者養成事業として、

「ジュニアアスリート育成のためのケガへの対応や予防
法を学ぶ」というテーマで、日本女子体育大学健康管理
センターの板倉尚子先生に講演をしていただきました。
板倉先生は、鍼灸師や理学療法士の資格をもち、オリン
ピックにも随行した経験があり、スポーツ選手のリハビ
リも手掛けている先生です。
　当日は、53 名の参加者がありました。成長期に起こ
りやすいけがの話の他、捻挫した後に完治していない状
況など実技も交えて説明があり、みんな熱心に話を聞い
ていました。

◎東京2020オリンピック・パラリンピック啓発活動
～イオン deパラスポ（障害者スポーツイベント）～
　6月 29 日（土）イオンスタイル品川シーサイド店で
パラリンピック関連の体験や PRが行われました。ステ
ージでは、品川区に事前キャンプで訪れている、コロン
ビアのパラパワーリフティング代表選手も出演し、体験
を交えながら競技紹介を行っていました。当協会も、ハ
ンドアーチェリーの障害者用発射台の紹介などを行いま
した。

～区民まつり～
　東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に
向けて機運醸成と区内実施競技周知のため、次の地区の
区民まつり会場で啓発活動を行いました。大井第一地区
子どもカーニバル（7月 7日）、大井第三地区（7月 27 日）、
大崎第一地区（8月 3 日）、小山洗足町会（荏原第二地
区 8月 24 日）の 4会場。品川第一地区（7月 14 日）は、
雨天で中止となりましたが、各会場では、区内開催予定
競技のホッケー、ビーチバレーボール、応援競技のブラ
インドサッカーならびにパラリンピック競技の「ボッチ
ャ」及び障害者スポーツであるハンドアーチェリーの紹
介を行いました。各地区ともに猛暑の中でしたが、延
1,450 人余の区民の皆さまに体験していただきました。

◎�バウンドテニス教室　開講
　フリー教室でも人気のあるバウンドテニスの初心者教
室を 7月 11 日から全 5回で開催しました。経験者の参
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加もありましたが、指導員の先生からはラケットの持ち
方から、ボールの打ち方などの説明を受けて始まりまし
た。教室の終了後には参加者から楽しかった、引き続き
バウンドテニスを楽しんでいきたいとの声も聞かれ、大
変好評の教室となりました。

◎親子ボウリング教室
　7月 20 日（土）品川プリンスホテルボウリングセン
ターで実施しました。この教室は毎年夏休みに実施して
いて大変好評な教室となっています。今回も定員を超え
る応募があり、26 組 60 人が参加しました。講師は、当
ボウリングセンター所属のプロボウラー上原正雄氏に依
頼。ボウリングの基礎知識や基本動作を学びました。初
めは、ガーターも多くピンがあまり倒れませんでしたが、
講師の指導によりピンが倒れるようになると歓声が多く
聞こえるようになりました。真夏の午前、親子で楽しく
ボウリングを楽しむことができました。
　また、秋には大人向けの初心者ボウリング教室も実施
を予定しています。

◎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の競技観戦ツアーを予定して
います。
～第 1弾・ハンドボール～
　6 月 22 日（土）にアリ
ーナ立川立飛で行われた
「JAPANCUP2019（MEN）」
を観戦しました。
　日本代表と世界ランキン
グ 2位のスウェーデン代表
との戦いは、パス回しの速
さ・正確さ、シュートを打つときのジャンプの高さはも
ちろん、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が展開されました。
　また、部活でプレーしている高校生からは、参考にな
った等の声も聞かれました。
～第 2弾・ビーチバレーボール～
　7月 25 日（木）に潮風公園で行われた「ワールドツ

アー 2019　4-star 東京大会」の 2 日目の 4 試合を観戦
しました。
　入場料が必要な第一コートでは、日本人選手が多く出
場したので、暑い中、みんなで力強い応援を送りました。
　ナイスレシーブや強烈なアタックを決めると、観客が
拍手喝采をしました。DJ も音楽やパフォーマンスで、
試合を盛り上げました。
　背の高い外国人選手を相手に奮闘しましたが、力及ば
ず負けてしまいました。

～第 3弾・卓球～
　8月 31 日（土）に「駒沢オリンピック公園総合運動
場屋内球技場」で行われた「2019 ジュニアスポーツア
ジア交流大会（卓球）」を、品川区卓球連盟の協力を得
て観戦ツアーを実施しました。総勢 28 名で午前 10 時
半に総合体育館を貸し切りバスで出発しました。その後、
アジア 12 都市と日本 5 都県男・女各 3 人 1 チームで、
シングルス 2、ダブルス 2、混合ダブルス 1の団体戦を
観戦しました。
　中学生世代の大会でしたが、スピードとテクニックは、
目を見張るものがあり、参加者も真剣に見入っていまし
た。パラ卓球もあり、健常者と変わらないスピードで、
ラリー展開しているのも感動的でした。

◎スポーツフェスタOZ（オリンピックの熱意）

　東京オリンピック・パラリンピック 1年前を記念した
イベントとして、7月 28 日（日）に、総合体育館で開
催されました。
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◎「脳トレ体操」ライフキネティック
　「脳トレ体操」ライフキネティックを 8 月 3 日（土）
に行いました。ライフキネティックとは運動と脳トレを
組み合わせた、ドイツ発祥のエクササイズです。数字や
色、ボールを使い児童から高齢者までが楽しめる運動で
す。先生の数字の掛け声と色の組み合わせで体を前後左
右に動かしたり、瞬時に動きを変更するなど、脳をフル
回転させ運動をしました。参加者からはとても楽しかっ
た、脳をもっと使わないといけないと感じた、いい運動
ができたと大変好評でした。

第69回品川区民スポーツ大会（春季）結果
●ミニバスケットボール
　5月 19 日（日）豊葉の杜学園アリーナ
小学男子 78 人・女子 64 人
優勝　男子=UPSTART鈴ヶ森、女子=大原MBC
2位　男子 =伊藤ヴィガース、女子 =小山台スピリッ
ツ　3位　男子 =浅間台スパイダー、小山台スプリッ
ツ　女子=伊藤ヴィガース、UPSTART
●剣道大会　　
　6月 2日（日）　総合体育館
小学男子 94 人・女子 15 人、中学男子 39 人・女子 15 人、
高校男子 34 人・女子 13 人、一般男子 71 人・女子 13
人
優勝　小学 1-2 年の部 =奥野美都、小学 3-4 年の部 =黒
田湊人、小学 5-6 年の部 =小高遥、中学男子 1年の部 =
英保央真、中学男子 2 年の部 =松戸志朗、中学男子 3
年の部 =尾崎浩太郎、中学女子の部 =奥野優名、一般
男子初段以下の部 =金子雅俊、同二段の部 =服部翔、
同三段の部=千葉広大、女子 3段以下の部 =根岸美月、
高段者の部=佐藤慧
●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 18 人、一般女
子 1人、壮年男子 16 人
大会新記録のみ掲載　小学 5、6 年 800m 女子 =村中七
菜（2分 40 秒 46）、小学 5、6年 800m男子 =岡本悠平（2
分 35 秒 57）、一般男子走幅跳 =永田遼（6m95）、壮年
男子 3,000m=中山武志（11 分 40 秒 65）

第69回品川区民スポーツ大会（夏季）結果
　令和元年度第 69 回品川区民スポーツ大会（夏季）の、
参加者数、優勝者は次のとおりです。（敬称略）
●ジュニアテニス大会　
　7月 22 日（月）・23 日（火）・25 日（木）・26 日（金）
しながわ区民公園
　小学男子 9人・女子 3人、中学男子 105 人・女子 46
人　
優勝　シングルス戦　小学男女＝鈴木瑛太、中学男子＝
吉川遥人、中学女子＝大嶋こはる、ダブルス戦　中学男
子＝鈴木瑛太・川井小太郎組、中学女子＝根本美咲・大
嶋こはる組

　品川区関連 3競技の体験とノーリミッツチャレンジコ
ーナーでパラリンピック関連の体験が行われました。ま
た、メインステージでは、3競技のエキシビションマッ
チや、「しながわ 2020 スポーツ大使」の伊藤華英氏と、
大前光市氏と落語家柳家三之助師匠のトークショー等盛
りだくさんの企画に、多くの方が楽しい時間を過ごしま
した。
　体育館外周では、縁日コーナーや品川区との姉妹都市
ブースでは「おいしいもの市」が開催されにぎわいを見
せていました。
　あわせて、プールでは、スポーツ協会が主催してオリ
ンピアンの森隆弘氏による水泳教室を開催し、午後は、
無料開放でともに盛り上げました。

◎オリンピアンによる水泳教室
　7月 28 日（日）日野学園温水プールにてスポーツ協
会が主催する水泳教室が開催されました。アテネオリン
ピック、メドレーリレーに出場した森隆弘さんを講師と
してお招きしました。教室は大人気となり募集人数の倍
を超える応募があり、抽選となりました。森隆弘さんの
丁寧な指導に参加した子供たちからは「とても楽しかっ
た」「分かりやすかった」などの声をたくさん聞き大好
評の教室となりました。

◎ファミリーキャンプ開催
　みんなで楽しむ、家族で楽しむというキャンプのコン
セプトのもとにファミリーキャンプ「初心者のためのキ
ャンプ教室＆野外体験」を実施しました。
　8月 2 日から 2泊 3 日で、品川区と交流のある神奈川
県山北町ひだまりの里キャンプ場で行いました。
　参加者 9家族 29 人は、品川区キャンプ協会の指導員
から、まずテント・タープの張り方を学び、マキや炭を
使ったキャンプ料理の作り方も覚えました。2日目は、
午前はダムまでハイキング、昼からは川遊び、夜はキャ
ンプファイヤーと、豊かな自然の中で、野外活動の楽し
さを存分に満喫しました。
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●水泳大会　
　8月 25 日（日）日野学園温水プール　
大会新記録のみ掲載　小学 1・2年 25m女子平泳ぎ＝蝶
野なな美（31 秒 16）、小学 1・2年 25m男子背泳ぎ＝栗
原幹太（20 秒 43）、中学女子 50m背泳ぎ＝中島真緒（30
秒 76）、小学 1・2 年男子バタフライ＝栗原幹太（18 秒
92）壮年 50m女子自由形＝前畑章子（33 秒 22）　壮年
女子 50mバタフライ＝塚田めぐみ（56 秒 84）男子中学
200mリレー＝戸越台中学校B　

第69回品川区民スポーツ大会（秋季）開会
全25種目開催

　第 69 回品川区民スポーツ大会秋季大会（品川区・品
川区スポーツ協会共催）の開会式が 9月 1日（日）午前
9時から、天王洲公園野球場で開会しました。当日は台
風 21 号の影響による雨が降る悪天候の中、品川区立東
海中学校ブラスバンド部の演奏で、選手団の入場行進が
始まりました。今後の日程は下記のとおりです。

競　技　名 開　催　日 会　　　場

軟式野球 8月 25 日（日）～ 11
月 24 日（日）の日 ･祝

天王洲野球場�
大井ふ頭中央海浜公園
野球場

サッカー 9月 8日（日）～ 12 月
15 日（日）の日・祝 天王洲野球場ほか

バスケットボール 10 月 5日（土）・6
日（日）・12 日（土）

総合体育館
戸越体育館

ボールルームダンス 10 月 5日（土） 総合体育館
なぎなた 10 月 6日（日） 南大井文化センター
クレー射撃 10 月 6日（日） 千葉県成田射撃場
卓球 10 月 13 日（日） 戸越体育館
少林寺拳法 10 月 13 日（日） 戸越体育館

民踊 10 月 13 日（日） きゅりあん大ホール ･
イベントホール

弓道 10 月 14 日（祝・月）東品川公園弓道場
柔道 10 月 20 日（日） 戸越体育館
剣道 10 月 20 日（日） 総合体育館
デイキャンプ 10 月 20 日（日） みなとが丘ふ頭公園

陸上競技 10 月 20 日（日） 大井ふ頭中央海浜公園
陸上競技場

硬式テニス 10 月 27 日（日） 大井ふ頭中央海浜公園
ほか

バドミントン 10 月 27 日（日） 総合体育館
ライフル射撃 10 月 27 日（日） 神奈川県伊勢原射撃場
グラウンド ･ゴルフ 11 月 4日（休・月） 中央公園
ソフトテニス 11 月 17 日（日） 区民公園
ゴルフ 11 月 19 日（火） 木更津ゴルフ倶楽部
ダンススポーツ 12 月 1日（日） 品川健康センター
武術太極拳 12 月 1日（日） 総合体育館

令和元年度の顕彰�
� 〈おめでとうございます〉� （敬称略）
〈東京都功労者表彰〉
　10 月１日（火）、都議会議事堂 1階都民ホールにおいて、
令和元年度東京都功労者表彰式が執り行われ、スポーツ
振興功労表彰として、スポーツ協会副理事長　佐野榮次
郎氏（キャンプ協会）がスポ―ツ振興に尽力したことに
より都知事から賞状・記念品を授与されました。

〈品川区功労者表彰（教育文化功労）〉
　スポーツ、芸術等を通じて、品川区の社会文化の振興
発展に多年にわたり尽力された方　（敬称略・五十音順）
10 月 1 日、きゅりあんイベントホールにおいて表彰
・特別表彰（7名）
石井順平（クレー射撃連盟）　恩田重義（クレー射撃連盟）　
川島佳津子（水泳連盟）　北島よし子（卓球連盟）　武田
一郎（水泳連盟）　千葉道子（なぎなた連盟）　吉田勉（ク
レー射撃連盟）
・普通表彰（14名）
大野利幸（ゲートボール協会）　小渡勉（水泳連盟）　齋
藤美津枝（卓球連盟）　塩野伸子（水泳連盟）　田口幸子
（バドミントン協会）　竹田和晃（卓球連盟）　田中義明
（フォークダンス協会）　千品洋一（柔道会）　平賀慎二
郎（柔道会）　保坂敦子（水泳連盟）　細川万寿夫（空手
道連盟）　松下咲代（ゲートボール協会）　森田洋一（ボ
ールルームダンス協会）　山本久之（剣道連盟）

ご寄付をありがとうございました（敬称略）�
� 〔令和元年 6～ 8月〕

個人　梅沢　豊
団体　品川区弓道連盟

総合体育館トレーニング室工事のお知らせ

　床張り替え工事等を行いますので、下記の期間、トレ
ーニング室は使用できません。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。
期間　令和元年 10 月～ 11 月



東急池上線蓮沼駅前徒歩0分
南向きのスタジオ
パッテインググリーン場
開放感の4打席

無料体験あり・スクール生募集中

1階2階全22打席
南向き約40ヤード
▶150㎡パッティンググリーン場
▶全天候型バンカー練習場
駐車場完備

インドアゴルフスクール

〒144-0054大田区新蒲田3-12-2
℡03(3738)8476

見学OK
無料体験あり・スクール会員募集中

〒144-0054大田区西蒲田6-29-6
ホシケンビル2F

ゴルフをはじめるなんて、こんなに簡単。 Webはコチラ▶

農園キッチン
加藤農園ゴルフリンクスとなり。
練習場が一望できる緑に囲まれて開放感たっぷりの
カフェ＆レストラン。テラス席はドッグ同伴 です！

〒144-0054
大田区新蒲田3-12-11

℡03(6428)6092

どちらもスクール会員になると
16,000円(税別)でレッスン受け放題‼


