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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

ビーチスポーツ体験教室参加者 ビーチフラッグス体験

ビーチバレーボール体験 ビーチテニス体験
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　令和 3年度第 2回理事会は、書面決議による方法で行
い、令和４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 ) を決定しました。
　当協会は、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、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４年度は、各種スポーツ教室や大会の開催、品川
区立体育館の管理運営、品川区からの受託事業等を行っ
てまいります。受託事業では、東京 2020 大会のレガシ
ーとして区応援競技観戦ツアーやホッケー教室等の他に、
区の新たな取り組みであるスポーツデビュープログラム
（スポーツをする機会の少ない子育て世代向けに、託児
付きで各種スポーツプログラムの教室を開催する事業）
としてバドミントン教室を開催する予定です。その他、
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 25万 1,398円で、対前年度1,227
万 1,885 円の減となります。減の主な理由は、体育館等
受託収益のうちオリンピック・パラリンピック公式練習
会場期間中の対応業務が終了したことによるものです。
経常費用の合計は 4億 190 万 8,672 円で、対前年度 1,077
万 9,413 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 6,209 万
6,160 円で、対前年度 773 万 723 円の減となります。減
の主な理由としては、上記の公式練習会場対応業務が終
了し委託費が減っ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、体育館の運営等の
経費で、総事業費に占める公益事業の割合は 90.1％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 400,251,398 経常費用計 401,908,672�

基本財産運用益 5,101,400� 公益目的事業会計 362,096,160�

特定資産運用益 378� 公益事業 362,096,160�

受取会費 2,210,000� 収益事業等会計 5,052,968�

事業収益 11,451,550� 収益事業 727,968�

受託収益 51,760,346� 団体支援事業 3,919,000�

体育館事業収益 227,474,024� 指導者育成事業 326,000�

ジュニア・シニア
育成事業収益 2,028,000� 功労者顕彰事業 80,000�

受取補助金等 77,848,193 法人会計 34,759,544�

受取負担金 21,957,507� 管理費 34,759,544�

受取寄付金 260,000� 当期経常増減額
当期経常外増減額（事業税）
当期一般正味財産増減額

△ 1,657,274
70,000

△ 1,727,274雑収益 160,000�

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12人で２期（６回/期）

④民踊教室 定員 40 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 10 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３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（５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 72 回区民スポーツ大
会（春季） 20 種目　参加予定者 4,200 人

②第 72 回区民スポーツ大
会（夏季）

２種目（ソフトボール、ジュニアテニス）
参加予定者 200 人

③第 72 回区民スポーツ大
会（秋季） 25 種目　参加予定者 8,000 人

④第 72 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。

令和 4 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親子体操教室 親子を対象にストレッチや軽い運動の
教室を開催

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 体育館の無料開放・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トップレベル競技観戦ツ
アー

区応援 3競技やボッチャなどの試合観
戦・選手とのふれあえるツアーを実施

⑧ホッケー教室 東京 2020 オリンピック区内開催競技
であるホッケーの教室を開催

⑨パペレシアル品川との交
流事業

品川区をホームとして活動するブライ
ンドサッカーのチーム「パペレシアル
品川」との交流を実施

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スポーツデビュープログ
ラム

子育て世代や高齢者などのスポーツを
する機会が少ない世代を対象にバドミ
ントン教室を開催

　（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
（20 回）

②ジュニアバドミントン教室 小中高生を対象に定員30 人で 2期
（21 回）

③ジュニア卓球教室 小中学生を対象に定員15 人で 2期
（20 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テニス講習会 定員 20 人で 1期（8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�）加盟団体・企業等との連携事業
　（2�）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）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

◎初・中級者硬式テニス教室

日時／ 5月 19 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 16 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／ 8,000 円（ボール代・保険料込）
申込／ 4 月 20 日（水）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

イベント情報
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◎初心者硬式テニス教室

日時／ 5月 19 日～ 7月 7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 40 人（抽選）
費用／ 5,000 円（ボール代・保険料込）
申込／ 4月 20 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、マット運動、なわとび、ボール投げの
コツを習得します～
日時／ 5 月 10 日～ 6 月 28 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年長～ 1年生　②小 2～ 4年生　
各 30 人（抽選）

費用／各 3,200 円
申込／ 4月 20 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、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 11日～ 6月 29日の水曜日
午後 0時 30 分～ 2 時 30 分（全 8
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／ 4 月 20 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

◎初級ボウリング教室

日時／ 5月 10 日～ 6月 7日の火曜日
　　午前 11 時 30 分～午後 1時（全 5回）、20 人（抽選）
会場／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 20 日（水）（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

トピックス

品川区弓道連盟　「武術優良団体表彰」を受賞

　品川区弓道連盟は、昭和 56 年から 40 年にわたり「弓
道初心者教室」を開催し、延べ 2000 名もの教室卒業者
を輩出したこと、連盟会員が自主的に運営していること、
教室卒業生を中心に称号者を多く輩出して、指導者や競
技者の育成に功績があることなどから、「弓道の普及振
興や指導者・指導員の育成」を
忠実かつ真摯に実行しているな
どの理由により「日本武術協議
会表彰」の武術優良団体表彰を
受賞しました。

第71回品川区民スポーツ大会
（秋季・冬季）結果

　令和 3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
●民踊大会
10 月 31 日（日）きゅりあん大ホール　27 団体�191 人
●太極拳大会
12 月 5 日（日）　総合体育館　一般男子 7人・女子 9人、
家庭婦人　5人　
優勝　24 式＝染谷史江、伝統＝鎌塚幸代、伝統器械＝
田中晃子、集団 42 式＝日養会

冬季
●スキー大会
1 月 9 日（日）長野県志賀高原サンバレースキー場　
一般男子 30 人・女子 10 人
優勝　スラローム一般男子＝長嶋潤、同女子＝幾島博子
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令和4年度　第72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 3日（日）

軟式野球 3月 6日（日）～ 4月 29 日（祝）の日曜・祝日 天王洲野球場・大井中央海浜公園野球場

バスケットボール 4月 3日（日）・9日（土）・10 日（日）・16 日（土）・17 日（日）・23 日（土）・
24 日（日）・30 日（土） 総合体育館 ･戸越体育館

フォークダンス 4月 9日（土） 戸越体育館

空手道 4月 10 日（日） 総合体育館

ソフトテニス 4月 10 日（日）：中学生・17 日：高校・一般・5月 15 日（予備日） 区民公園

バドミントン 4月 10 日（日） 総合体育館

少林寺拳法 4月 17 日（日） 戸越体育館　

硬式テニス 4月 17 日（日）・24 日（日）・5月 1日（日）・8日（日）7月 3日（予備） 区民公園コート・八潮北公園

サッカー 4月 24 日（日）～ 6月 26 日（日）の日曜・祝日 天王洲野球場ほか

弓道 4月 24 日（日） 東品川弓道場

卓球 5月 1日（日） 総合体育館

ジュニアテニス 5月 3日（祝）・4日（祝）・5日（祝）6月 19 日（予備） 区民公園コート

ミニバスケットボール 5月 4日（祝） 総合体育館

グラウンド・ゴルフ 5月 5日（祝）・15 日（日）（予備日） 天王洲野球場・中央公園（予備日）

バレーボール 5月 8日（日）・15 日（日）・22 日（日） 総合体育館ほか

ダンススポーツ 5月 8日（日） 総合体育館レクホール

柔道 5月 22 日（日） 戸越体育館

陸上競技 5月 22 日（日） 大井中央海浜公園競技場

剣道 5月 29 日（日） 総合体育館

水泳 6月 5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 3日（日）・10 日（日）・17 日（日）・24 日（日）・31 日（予備日） 品川南ふ頭公園野球場

水泳 8月 28 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。

令和3年度　幹部会議を開催
　第 3回幹部会議が 2月 3日に総合体育館で開催されま
した。
　幹部会議では、第 2回理事会の議案として、令和 4年
度事業計画案と収支予算案を提案することなどが検討さ
れました。
　なお、総務委員会および事業委員会は、コロナウィル
ス感染症拡大による「まん延防止等重点措置」が適用さ
れていたため、開催せず、委員に資料を送付しました。

ご寄付をありがとうございました（敬称略）�
� 〔令和4年2月末日現在〕

団体　品川区ゲートボール協会

令和3年度の顕彰〈おめでとうございます〉
〈東京都レクリエーション協会表彰〉
団体　品川区フォークダンス協会
個人　大原信夫（品川区ボールルーム・ダンス協会）




