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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

ホッケー教室（令和３年６月 12 日）
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　令和 3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 20 日（木）、総合体育館内で開催され、当協

会の令和 2年度事業報告と同収支決算が承認されました。

また、6月 4日（金）開催の定時評議員会において同議

案が審議され、すべて承認されました。

　令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う

国の緊急事態宣言および東京都からの休業要請を踏まえ

た体育館等の利用休止があり、また、事業の一部につい

ても、参加者の感染防止を考え、各競技団体の役員・指

導者と十分に協議をした上で、やむなく中止したなど、

大きな影響がありました。そのような状況の中でも、区

民のスポーツ・レクリエーション活動のために、感染防

止対策を講じた上で、当協会の自主事業として各種スポ

ーツ教室を開催したほか、区からの受託事業として、オ

リンピック・パラリンピック機運醸成に向けた「競技観

戦ツアー」などを実施しました。また、区立体育館の指

定管理者として効率的な運営に努めるとともに、スポー

ツ指導者講習会を開催し、指導者の育成を図りました。

　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、初心者教室や年代別に行わ

れるマスターズ大会など、子どもから高齢者までのライ

フステージに対応した教室や競技会（11 教室・5大会）

を計画しましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大に

伴い 5教室の実施に留まりました。

　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回を予定しましたが、春季に実施した 1

種目（クレー射撃）を除き全て中止しました。

◎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、総合・戸越

両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等を行っております。緊急事

態宣言期間中の利用休止などの影響により、利用者は例

令和２年度事業報告・収支決算　理事会・評議員会で承認

年より大幅に少なくなっておりますが、トレーニングル

ームや種目別フリー利用など延べ 24,019 人に利用いた

だきました。

　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、ホッケー教室、ジュニア向けチャレンジ

スポーツ教室などを実施しました。温水プールでは延

18,356 人に利用いただき、ホッケー教室では、新型コ

ロナウイルス感染症対策として、初めてオンラインで開

催し、2回で延 154 人が参加しました。

　そのほかに、東京 2020 大会開催周知のため、小中学

生を対象にした競技観戦ツアーを企画し、ブラインドサ

ッカーなど 4競技のトップレベルの試合を延 130 人が

観戦しました。

　さらに、指導者の資質向上とジュニア育成を図るため、

ジュニア指導者講習会「コロナ禍での指導者の役割～メ

ンタルトレーニング活用法を学ぶ～」を開催し、コロナ

禍でのメンタルケアの重要性を啓発しました。

　また、東京都体育協会からの支援を受けてジュニア育

成のための各種教室を開催しました。

〈観戦ツアー実施状況〉

① ブラインドサッカー� 令和 2年 11 月 14 日

　 アクサ×KPMGブラインドサッカー 2020 カップ

② ビーチバレーボール　JBV品川オープン 2020

� 令和 2年 11 月 15 日

③ ハンドボール　日本ハンドボールリーグプレーオフ

� 令和 3年 � 3 月 14 日

④ バレーボール　Vリーグ女子ファイナル

� 令和 3年 � 3 月 27 日

◎各種スポーツ大会への選手派遣

　都民体育大会（72 回春、73 回夏・冬）および都民ス

ポレクふれあい大会は中止となりましたが、都民生涯ス

ポーツ大会では、テニス、ソフトテニス、ボウリング、

ゲートボール、ラージボール卓球に 63 名の選手を派遣

しました。
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正味財産増減計算書（抄）� 単位 : 円

経常収益計 301,868,216� 経常費用計 296,042,356�

基本財産運用益 5,055,158� 公益目的事業会計 262,971,682�

特定資産運用益 378� 事業費 262,971,682�

受取会費 1,318,600� 収益事業等 3,282,730�

事業収益 1,970,935� 付帯サービス 657,963�

受託収益 22,912,351� 団体支援事業 2,523,187�

体育館事業収益 192,794,992� 指導者育成事業 0�

受取補助金等 69,648,928� その他 101,580�

受取負担金 7,243,018� 法人会計 29,787,944�

寄付金 165,846� 管理費 29,787,944�

雑収益 758,010� 当期経常増減額 5,825,860

法人税、住民税及び事業税 70,000�

一般正味財産期末残高 357,459,478�

指定正味財産期末残高 6,200,000�

正味財産期末残高 363,659,478�

令和 2 年度収支決算の状況

　令和 2年度の正味財産増減計算書（抄）の内容は表の

とおりです。

　経常収益は 301,868,216 円で、前年度決算に比べ

67,591,256 円（18.3%）減少しました。

　経常費用は 296,042,356 円で、対前年度 71,698,528

（19.5%）円の減少です。

　2年度の正味財産期末残高は 363,659,478 円で、前年

度に比べ、5,755,860 円増加しておりますが、2年度にリ

ースを開始した窓口発券機を公益目的事業会計に資産計

上することにより、公益法人認定法の「収支相償」の条

件は満たしております。

　なお、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は、

令和 3年度においても、まん延防止等重点措置および緊

急事態宣言に伴う休業要請などにより、体育館の利用制

限や区民大会の中止等の状況が続いております。このた

め、3年度の収支決算の状況は、2年度と同様、事業実

施報告とともに例年とは大幅に相違することが予想され

ます。

専門委員会等の開催 
（総務・事業・オリパラ）

　昨年度、新型コロナウイルス感染症の影響により開催

できなかった専門委員会（総務・事業）を 6月に開催し、

令和 2年度の事業報告、収支決算などを報告しました。

また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック機運醸

成部会を 6月 18 日に開催し、オリンピック・パラリン

ピックに向けた区の取り組みや協会の啓発事業等につい

て報告しました。

新規団体の紹介（準加盟団体）
　5月 20 日の理事会にて、品川区エアロビック連
盟と品川区バウンドテニス協会が準加盟団体として
承認されました。今後、協会事業の実施運営に協力
していただきますので、よろしくお願いします。
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令和 3 年度　第 71 回　 品川区民スポーツ大会（秋季・冬季大会）日程表
（秋季）

競技名 開催日 会場

軟式野球 8月 29 日（日）～ 11 月 28 日（日）の日曜・祝日 天王洲野球場・
大井ふ頭中央海浜野球場

バスケットボール 9月 18 日（土）・20 日（祝）・23 日（祝）・26 日（日）
10 月 2日（土）3日（日）9日（土） 総合体育館 ･戸越体育館

ソフトテニス 9月 5日（日）・11 月 28 日（日）・予備日 9月 26 日（日） 区民公園

硬式テニス 9月 5日（日）・12 日（日）・19 日（日）・10 月 10 日（日）
（予備）9月 26 日（日） 区民公園・八潮北公園コート

空手道 9月 5日（日） 戸越体育館アリーナ

サッカー 10 月 3日（日）～ 12 月 19 日（日）の日曜・祝日 天王洲野球場ほか

バレーボール 9月 12 日（日）・19 日（日）・26 日（日） 総合体育館 ･戸越体育館

クレー射撃 9月 11 日（土） 千葉県成田射撃場

ゲートボール 9月 26 日（日）・予備日 10 月 10 日（日） 西大井広場

ボールルームダンス 10 月 3日（日） 総合体育館卓レク室

なぎなた 10 月 3日（日） 南大井文化センター

卓球 10 月 10 日（日） 総合体育館

少林寺拳法 10 月 10 日（日） 戸越体育館アリーナ

柔道 10 月 24 日（日） 戸越体育館

剣道 10 月 24 日（日） 総合体育館アリーナ

弓道 10 月 24 日（日） 東品川公園弓道場

デイキャンプ 10 月 31 日（日） みなとが丘ふ頭公園

バドミントン 10 月 31 日（日） 総合体育館

民踊 10 月 31 日（日） きゅりあん大ホール、イベントホール

ライフル射撃 10 月 31 日（日） 神奈川県伊勢原射撃場

グラウンド・ゴルフ 11 月 7日（日）・予備日 11 月 21 日（日） 中央公園

ゴルフ 11 月 10 日（水） 未定

陸上競技 11 月 14 日（日） 夢の島陸上競技場

ダンススポーツ 12 月 5日（日） 品川区健康センター

武術太極拳 12 月 5日（日） 総合体育館

（冬季）

競技名 開催日 会場

スキー 令和 4年 1月 9日（日） 長野県志賀高原サンバレースキー場

中学バレーボール 未定 　

中学バスケットボール 未定 　

マラソン 未定 　
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オリンピック・パラリンピック関係
◎令和 3 年度　第 1 回「ホッケー教室」
　6月 12 日（土）しながわ中央公園多目的広場で「ホッケー教室」を開催しました。
　定員 70 名のところ、小学生親子から 300 名を超える応募がありました。
　今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため消毒など十二分に対応し開催しました。
　参加者はフリークス東京、東京ヴェルディの強豪チームに直接指導いただき、保護者や学年などにより 4クラスに
分かれて基礎技術の習得をしました。さらに両チームの模範試合を見学し参加者もミニゲームを行い、大いに盛り上
がりました。

◎東京 2020 オリンピック・パラリンピック観戦ツアー
　トップレベルの競技を観戦して、本物に触れることで興味を持ってもらい、大会を盛り上げていこうという区とス
ポーツ協会の取り組みです。
　区内開催競技であるホッケー、ビーチバレーボールの他、区で応援している 5人制サッカー（ブラインドサッカー）
およびパラリンピック競技のパワーリフティングの観戦ツアーを予定しています。

◎総合体育館が東京 2020 大会「ハンドボール」「シッティングバレーボール」公式練習会場で使用されます
　東京 2020 大会における「ハンドボール」、「シッティングバレーボール」の公式練習会場で使用するため、7月～
9月にかけて、総合体育館の利用が一部制限されます。制限される日時・場所等については、協会ホームページでお
知らせいたしますので、ご確認をお願いします。利用者の皆様には大変ご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力の
ほどよろしくお願いいたします。

◎東京 2020 大会聖火リレートーチ展示
　東京 2020 大会の聖火トーチが 6月 23日一日限りで総合体育館に展示されました。
　オリンピック用とパラリンピック用の 2本が展示され、見学に来た小学生たちは
係員に違いをたずねていました。

（参加者のミニゲーム） （集合写真；オー！）

（教室風景） （強豪同士のエキシビジョンマッチ）
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顕彰〈おめでとうございます〉
〈令和２年度品川区スポーツ協会功労賞〉
　平森藤雄（グラウンドゴルフ協会）、天門原動（テニス連盟）、佐野孝幸（水泳連盟）

〈令和３年度東京都体育協会表彰〉
・生涯スポーツ功労者　　地域団体推薦　千葉道子（品川区なぎなた連盟理事長）
　　　　　　　　　　　　競技団体推薦　梅津勝子（品川区柔道会）
・生涯スポーツ優良団体　地域団体推薦　品川区ライフル射撃協会（会長　薄井正吉）

第 35 回東京都中学生空手道選手権大会
令和 3年 6月 20 日　東京武道館
◎形競技　中学 1年生男子の部　準優勝　　加川　遼弐段
　6月 20�日（日）に行われた「東京都中学生空手道選手権大会」において、品川区
空手道連盟所属（尚武会）会員が準優勝しました。
　東京都空手道連盟ジュニア強化選手にも認定されました。
　コロナ禍の中、稽古に励み目標であった決勝進出を成し遂げました。

ご寄付をありがとうございました（敬称略・五十音順）〔令和 3年 3月～令和 3年 6月〕
【個人】　伊澤公一、大蔵満彦
【団体】　品川区クレー射撃連盟、品川区ゲートボール協会


