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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

少年少女バレーボール指導者講習会〈令和2年2月24日〉
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　令和元年度第 2回理事会を 2月 13 日（木）に開催し、
令和 2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として、
様々な事業を実施しています。
　令和 2年度は、東京 2020 大会の開催年にふさわしく、
パラリンピックスポーツイベントやオリンピアンスポー
ツ教室などの新規事業を通じて、一層の機運醸成を図っ
てまいります。また、引き続き、ジュニア育成やシニア
スポーツを推進するための事業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 1,034 万 3,799 円で、対前年度
205 万 7,724 円の減となります。減の主な理由は、総合
体育館が、東京 2020 大会の公式練習会場となるため、
期間中、使用料収入が見込めないことによるものです。
　経常費用の合計は 4億 1,144 万 2,026 円で、対前年度
245 万 8,086 円の減となります。
　経常費用のうち、公益目的事業会計は 3 億 7,319 万
8,112 円で、対前年度 566 万 7,475 円の減となります。
減の主な理由としては、東京 2020 大会の開催年という
ことで、周知活動にかかる委託経費や消耗品代をこれま
でに比べマイナス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 90.7% 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 410,343,799� 経常費用計 411,442,026�

基本財産運用益 5,101,370� 公益目的事業会計 373,198,112�

特定資産運用益 373� 公益事業 373,198,112�

受取会費 2,210,000� 収益事業等会計 5,052,968�

事業収益 11,742,008� 収益事業 727,968�

受託収益 48,419,706� 団体支援事業 3,919,000�

体育館事業収益 231,983,159� 指導者育成事業 326,000�

受取補助金等 87,148,693� 功労者顕彰事業 80,000�

受取負担金 23,318,490� 法人会計 33,190,946�

受取寄附金 260,000� 管理費 33,190,946�

雑収益 160,000� 当期計上増減額
当期計上外増減額（事業税）
当期一般正味財産増減額

△�1,098,227
70,000

△�1,168,227

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親子ボウリング教室 親子を対象に定員 20 組で１回

⑩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）

⑪初級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 70 回区民スポーツ大
会（春季） 21 種目　参加予定者 4,500 人

②第 70 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 70 回区民スポーツ大
会（秋季） 25 種目　参加予定者 8,000 人

④第 70 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�）オリンピック・パラリンピックに向けたイベント
の開催

事業名 事業内容
①パラリンピックスポーツ
イベント 体験イベント　参加予定者 700 人

②オリンピアンスポーツ教室 オリンピアンによる小学生を対象とし
た教室参加予定者 50 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

令和2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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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。

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スポーツイベント事業 体育館を無料開放・イベントを開催

　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

エコフェスティバル等区内イベントへ
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、6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

　（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 2期
（14 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 2期
（16 回）

③ジュニア卓球教室 小中学生を対象に定員 30 人で 2期
（16 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バウンドテニス競技会
　（大会） 参加予定者 60 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競技観戦ツアー（区からの受託事業）〔再掲〕
③ホッケー教室の開催（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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ビーチバレーボール
会場：潮風公園

7月

25（土）
26（日）
27（月）
28（火）

男子または女子�予選ラウンド
� 9：00 ～ 12：50（4試合）
15：00 ～ 17：50（3試合）
20：00 ～ 22：50（3試合）

29（水）
30（木）
31（金）

男子または女子�予選ラウンド
� 9：00 ～ 11：50（3試合）
15：00 ～ 17：50（3試合）
20：00 ～ 22：50（3試合）

8月

1（土）

男子または女子�予選ラウンド
� 9：00 ～ 11：50（3試合）
男子または女子�予選ラウンド2試合
男子または女子�敗者復活戦1試合
15：00 ～ 17：50
男子または女子�敗者復活戦
20：00 ～ 22：50（3試合）

2（日）
3（月）

男子または女子決勝トーナメント
� 9：00 ～ 10：50（2試合）
13：00 ～ 14：50（2試合）
17：00 ～ 18：50（2試合）
21：00 ～ 22：50（2試合）

4（火）
女子準々決勝
� 9：00 ～ 10：50（2試合）
21：00 ～ 22：50（2試合）

5（水）
男子準々決勝
� 9：00 ～ 10：50（2試合）
21：00 ～ 22：50（2試合）

8月

6（木）
男女準決勝2試合
� 9：00 ～ 10：50（2試合）
21：00 ～ 22：50（2試合）

7（金）
女子3位決定戦・決勝戦
10：00 ～ 12：50（2試合）

8（土）
男子3位決定戦・決勝戦
10：00 ～ 12：50（2試合）

1．日本からは、男女各 1ペアが出場（開催国枠）
2．5/23・24 に決定戦が行われて出場ペアが決まります。
3．男女各 24 ペアが出場

5人制サッカー（ブラインドサッカー）
会場：青海アーバンスポーツパーク

8/�30�（日）
� 31�（月）
9/� 1�（火）

男子予選リーグ
� 9：00 ～ 13：00
16：30 ～ 18：00
19：30 ～ 21：00

9/� 3�（木）
� 9：00 ～ 13：00　5-8 位決定戦
16：30 ～ 18：00
19：30 ～ 21：00

9/� 5�（土）

3位決定戦
11：30 ～ 13：00
決勝戦
17：30 ～ 19：35

※日本の世界ランキングは、13 位です。（開催国枠で出場）

�￨準決勝戦�

東京2020オリンピック・パラリンピック�
応援 3競技日程

ホッケー　日本戦スケジュール�
男　子（世界ランキング15位）グループ�A 7月 女　子（世界ランキング14位）グループB

� 9：30　オーストラリア　1位
ノースピッチ 25（土）

11：45　B　オランダ�VS��ベルギー

19：00　アルゼンチン　4位
サウスピッチ 26（日）ノースピッチ

� 9：30　A　イギリス VS ドイツ

11：45　中華人民共和国　10位20：45　B　南アフリカ共和国 VS オランダ

27（月）ノースピッチ
18：30　A　南アフリカ共和国 VS イギリス
20：45　ニュージーランド　6位

� 9：30　A　アルゼンチンVSオーストラリア
ノースピッチ 28（火）

11：45　ニュージーランド　9位

ノースピッチ 29（水）ノースピッチ
18：30　オーストラリア　2位

20：45　スペイン　8位

30（木）ノースピッチ
18：30　B　スペイン VS 中華人民共和国
20：45　アルゼンチン　3位

18：30　インド　5位
ノースピッチ 31（金）

20：45　B　ドイツ VS オランダ

8/1（土）サウスピッチ
10：00　スペイン　7位
12：15　A　インド VS 南アフリカ共和国

会場は「大井ホッケー競技場」　ノースピッチは品川区側
1．試合は、午前（10：00 ～ 13：15　2試合）・夜間（18：30 ～ 22：15　2試合）
2．7/25~8/1 に、AB グループ各６チームによるリーグ戦
3．8/2 ～ 8/7 に、グループ上位 4チームによるトーナメント戦（8/6：男子 3位決定戦・決勝戦、8/7：女子 3位決定戦・決勝戦）
4．男女とも開催国枠で出場（男子：52 年ぶり出場、女子：5大会連続出場）
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イベント情報
◇�第 73回都民体育大会・第21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 10 日（日）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 14 日（木）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（5/6）
　品川区内開催競技（潮風公園）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る「JBV 品川オープ
ン 2020」ビーチバレーボール大会の大会で使用してい
る特設コートで、教室を開催します。
　砂の公式コートに立つことはめったにできないので、
この機会に砂の感触をお楽しみ下さい。

◇観戦ツアー・ビーチバレーボール（5/23）
～�オリンピック女子代表ペア決定大会の観戦�～
　東京オリンピックの女子日本代表１ペアを決定する大
会です。２日間の大会の１日目の観戦です。多くの選手
を見ることができ、その中からオリンピック出場ペアが
決まって来るので、オリンピック本番でも親近感を持っ
て応援できると思います。
　場所は、３月１４日に開業した山手線高輪ゲートウェ
イ駅の前広場です。
※男子は、大阪市で同日程で１ペアを決定します。

防災訓練を実施しました
　3月 16 日（月）、総合体育館の休館日にスポーツ協会
事務局職員と受付等を担当するコナミスポーツ株式会社
の職員が合同で防災訓練を実施しました。
　第 1部は、心肺蘇生法とAEDの講習会です。実技を
行いながらの講
師の説明のあと
は、レサシアン
を用いて実習を
しました。
　第 2部は、避
難口、消火器や
消火栓の確認を
行いました。

トピックス
◎パラリンピック200日前記念イベント
　2 月 8 日（土）、きゅりあん 6 ～ 8 階で、パラリンピ
ック開会 200 日前イベントが、行われました。
　（公財）品川区スポーツ協会は、7階のイベントホー
ルで、ボッチャの体験コーナーとビーチュー、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、区が新たに購入した簡易コートを
使って対戦形式で友達同士、親子対決等盛り上がりまし
た。競技紹介のチラシで、ルールについても興味深く読
み込んでいる方も見受けられたり、また、勝ち負けがあ
るので悔しくて、再度列に並ぶ方など終了時間まで盛り
上がりました。

◎少年少女バレーボール指導者講習会
　2月 24 日（休）、ジュニア育成事業として、少年少女
バレーボール指導者講習会を、モデルチームも参加して
総合体育館競技場で開催しました。講師は、日本スポー
ツ協会公認コーチ４の資格を持ち、北海道バレーボール
協会指導者養成部副部長などを務める札幌市立あやめ野
中学校教諭の杉山哲平氏です。
　「練習方法や指導方法を一緒に考えましょう！」と銘
打ち、午前中は「ビギナーズファースト」のバレーボー
ル練習、～子供も指導者もビギナーからできること～、
午後は、「今ある問題点・これから求められてくるバレ
ーボールの練習」～旧来のバレーボール練習の落とし穴
に気を付けながら～を子供たちにプレーをしてもらい、

解説をいただきました。
参加した子供たちは、楽
しかったと言っていまし
た。指導者も、問題点が
わかった、できていない
こともわかり良かったと
好評でした。
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令和2年度　第70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

軟式野球 3月 1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5日（日）・11日（土）・12
日（日）・18日（土）・19日（日）・
25日（土）・5月2日（土）

総合体育館 ･戸越体育
館

フォークダンス 4月 11 日（土） 戸越体育館

ソフトテニス 4月12日（日）・26日（予
備日） 区民公園・八潮北公園

バドミントン 4月 12 日（日） 総合体育館

サッカー 4月 12 日（日）～ 7月 5
日（日）の日曜・祝日 天王洲野球場ほか

少林寺拳法 4月 19 日（日） 戸越体育館　

硬式テニス
4月 19 日（日）・26 日（日）・
5月 3日（日）10 日（日）
7月 5日（予備）

大井ふ頭中央海浜公園
ほか

卓球 4月 26 日（日） 戸越体育館

弓道 4月 26 日（日） 東品川弓道場

ライフル射撃 4月 26 日（日） 神奈川県伊勢原射撃場

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 17 日（日）・24 日（日）・
6月７日（日） 総合体育館ほか

ダンススポーツ 5月 17 日（日） 総合体育館

ゴルフ 5月 20 日（水） きみさらずゴルフリンクス

柔道 5月 24 日（日） 戸越体育館

剣道 5月 31 日（日） 総合体育館

陸上 未定 大井ふ頭中央海浜公園
陸上競技場使用不可

水泳 6月 7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
6月 28 日（日）・7月 5日（日）・
12 日（日）・19 日（日）・26 日（予
備日）

品川南ふ頭公園野球場

ジュニア
テニス

7月 21 日（火）・22 日（水）・
23 日（祝） 区民公園

※�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69回品川区民スポーツ大会�
（秋季・冬季）の結果

　令和元年度品川区民スポーツ大会（秋季・冬季）の開
催日、参加者数、並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 16 日・22 日・11 月 4 日・12 月 1 日・8 日・15
日　天王洲グラウンド　中学の部 =3 チーム 54 人、一
般の部=18 チーム 268 人
優勝　中学の部 =青稜中サッカー部A、一般の部 =FC.
セニョール�　準優勝　中学の部 =城南 FC、一般の部
=FC.Mattu　3 位　中学の部 = 青稜中サッカー部 B、
一般の部=CTTS サッカー部、城南信用金庫
●太極拳大会
　12 月 1 日（日）　総合体育館　一般男子 5 人・女子
13 人、壮年男子　2 人・女子　5 人　優勝　24 式 = 新
井泉、シルバー 24 式 =千葉かずえ、総合 42 式 =鈴木剛、
機械=藤城みえ、集団=太極拳花鳥風月

冬季
●中学生バレーボール大会
　1月 12 日（日）・13 日（祝）・26 日（日）大崎中学校、
浜川中学校、品川学園　男子の部 =2 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 12 日（日）長野県志賀高原サンバレースキー場
　一般男子 16 人・女子 6人　優勝　スラローム　一般
男子=幾島次雄、同女子=一倉麻衣子

レッツ・トライ

◎初心者硬式テニス教室
日時／ 5月 7日～ 6月 25 日の木曜日
　　　午後 7時～ 9時（全 8回）
会場／総合体育館
対象／学生を除く 16 歳以上の方 30 人（抽選）
費用／ 5,000 円（ボール代・保険料込）
申込方法／ 4月 15 日（水）（必着）までに、往復はがき
で教室名、住所、氏名、年齢、電話番号をスポーツ協
会へ

◎フォークダンス初心者向け講習会
世界各国のフォークダンスを楽しく踊ってみませんか。
日時／ 5月 8日～ 5月 29 日の金曜日
　　　午前 9時 20 分～ 11 時 20 分（全 4回）
会場／戸越体育館
費用／ 3,000 円（保険料込）
参加方法／当日、動きやすい服装で、費用と上靴を持っ
て会場へ
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◎第1期親子体操教室
日程／ 5月 7日～ 6月 25 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 27 年 4 月 2 日～ 29 年 4 月 1 日生まれ）
午前 9時 15 分～ 10 時 15 分
②コアラ（平成 29 年 4 月 2 日～ 30 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／各 3,680 円（保険料込）
申込方法／ 4月 15 日（水）（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
◎中級者硬式テニス教室
日時／ 5月 11 日～ 6月 11 日の月・木曜日（全 9回）
　午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分　※ 5 月 18 日の休館日
を除く。
会場／総合体育館
対象／学生を除く 16 歳以上の初級から中級を目指しよ
り実践的なラリーを目指す方 30 人（抽選）
費用／ 7,000 円（ボール代・保険料込）
申込方法／ 4月 15 日（水）（必着）までに、往復はがき
で教室名、住所、氏名、年齢、電話番号、をスポーツ
協会へ
◎チャレンジスポーツ教室
～走り方、ボール運動、跳び箱、なわとび、マット運動
のコツを習得します～
日時／ 5月 12 日～ 6月 30 日の火曜日（全 8回）
① 15時 40 分～ 16時 30 分　② 16時 40 分～ 17時 30 分
会場／総合体育館
対象／①小1～2年生　②小3～4年生　各30人（抽選）
費用／各 3,200 円
申込／ 4月 21 日（火）（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、学校名、新学年をスポーツ協会へ
◎シルバーピンポン＆初心者卓球教室
日時／ 5月 13 日～ 6月 24 日の水曜日
　　　午後 0時 30 分～ 2時 30 分（全 7回）
会場／総合体育館
対象・定員／①シルバーピンポン＝ 60 歳以上の方
②初心者卓球教室＝ 59 歳以下の初心者、各 40 人（抽選）
費用／① 2,200 円② 3,500 円（ボール代、保険料込）
申込方法／ 4月 22 日（水）（必着）までに、往復はがき
で教室名、番号、住所、氏名、年齢、電話番号、経験
の有無をスポーツ協会へ
◎初心者バウンドテニス教室
日時／ 5月 14 日～ 6月 11 日の木曜日（全 5回）
　　　午前 9時～ 11 時 30 分
会場／総合体育館
対象／ 16 歳以上の方 35 人（抽選）
費用／ 1,500 円
申込／ 4月 22 日（水）（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
号をスポーツ協会へ

◎初級ボウリング教室
日時／ 5月 15 日～ 6月 12 日の金曜日
　　　午前 11 時～ 12 時 30 分（全 5回）、20 人（抽選）
場所／品川プリンスホテル（港区高輪 4-10-30）
講師／上原正雄（プロボウラー）
費用／ 6,500 円（ゲーム代・靴代込）
申込／ 4月 21 日（火）（必着）までに、往復はがきで「ボ
ウリング教室」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
◎初心者キャンプ（デイキャンプ）�
日時／① 5 月 24 日（日）② 5 月 31 日（日）午前 9 時
～午後 3時　日帰りで開催
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／区内在住・在勤・在学のキャンプ初心者 30人（抽選）
費用／ 1,300 円、3歳～中学生 800 円 3 歳未満 500 円（食
事代、保険料込み）
申込方法／ 4月 27 日（月）（必着）までに、往復はがき
に、「デイキャンプ」とし、希望日、参加者全員の氏名、
年齢、代表者の住所、電話番号、Eメールアドレスを
スポーツ協会へ

令和元年度　幹部会議、専門委員会を開催

　第 3回幹部会議が 2月 6日、第 3回総務委員会が 2月
20 日、第 3回事業委員会が 2月 27 日、それぞれ総合体
育館で開催されました。
　幹部会議では、2月 13 日開催の第 2回理事会の議案
として、令和 2年度事業計画案と収支予算案を提案する
ことが検討されました。
　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、令和 2年度事業計画および収支予算等につい
て説明が行われました。
　なお、3月 5日に予定されていた第 2回オリンピック
・パラリンピック機運醸成部会は、新型コロナウィルス
感染症感染拡大防止のため、延期になりました。

ご寄付をありがとうございました（敬称略・五十音順）�
� 〔令和元年 9月～令和 2年 2月〕

個人
　大原　信夫、小口　久美、小太刀恵子、鈴木　茂子、
　春宮友美子、益田　絹子、森田　洋一
団体
　品川区ゲートボール協会、品川区サッカー協会、
　品川区なぎなた連盟

　前号 78 号 6 頁左側、『◎ホッケー教室（11 ／ 2）小学生
以上：大人の方も……女子日本代表の「なでしこジャパン」
の選手にご指導いただきました。』とありましたが、
　『◎ホッケー教室（11 ／ 2）小学生以上：大人の方も……
女子日本代表の「さくらジャパン」の選手にご指導いただ
きました。』です。
　お詫びして、訂正いたします。
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推奨基本コースご案内25 

「総合体育館」～「天王洲公園」間の往復 ｍの26 
コースです。コースには、交通の激しい道路や道路面も27 
段差がある個所もありますので、十分注意してください。28 
推奨基本コースを参考にご自身に適したコースをお考え29 

ください。交通ルールを遵守し、無理せず、ジョギングを30 
お楽しみください。31 
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②御成橋公園 Ⓐ御成橋 浄化水の放水 Ⓑ目黒川の桜37 
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③居木橋交差点 Ⓒ近代硝子工業発祥の地 Ⓒ東海寺大山墓地 Ⓓ東品川海上公園43 
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―大崎地区―
目黒川の側道は整備されており、四季おり

おり素敵な風景が観られます。また、大規

模な再開発が行われており、素晴らしい近

代的風景が広がっています。 

 

―品川地区―
東海道五十三次第一の宿場町である品川宿

として、東海寺をはじめ歴史ある社寺が点在

し、江戸時代の名残を感じさせる地域です。 

また、目黒川、品川浦、天王洲運河など、水

辺といった自然環境が残された希少な地域で

もあります。 

品川区立総合体育館周辺図 
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●東品川海上公園
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