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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

親子Ｄｅヨガ教室
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　令和２年度第２回理事会は、書面決議による方法で行
い、令和３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 3年度は、1年延期となった東京 2020 大会の機
運醸成を図るために、区内開催競技等を中心に、周知啓
発活動を行ってまいります。また、前年度はコロナウイ
ルスの影響でやむなく中止したジュニア育成やシニアス
ポーツの事業についても、予防対策を万全にしたうえで
工夫しながら実施していく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 1,252 万 3,283 円で、対前年度
217 万 9,484 円の増となります。増の主な理由は、体育
館指定管理分の人件費等の高騰により委託費が上昇した
ことによるものです。
　経常費用の合計は 4億 1,268 万 8,085 円で、対前年度
124 万 6,059 円の増となります。
　経常費用のうち、公益目的事業会計は 3 億 6,982 万
6,883 円で、対前年度 337 万 1,229 円の減となります。
減の主な理由としては、スポーツ協会の人件費を 1名分
人材派遣への委託に切り替え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 89.6％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 412,523,283� 経常費用計 412,688,085�

基本財産運用益 5,100,020� 公益目的事業会計 369,826,883�

特定資産運用益 359� 公益事業 369,826,883�

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 51,803,766� 団体支援事業 3,919,000�

体育館事業収益 236,252,959� 指導者育成事業 326,000�

受取補助金等 80,020,664� 功労者顕彰事業 80,000�

受取負担金 24,973,507� 法人会計 37,808,234�

受取寄附金 260,000� 管理費 37,808,234�

雑収益 160,000� 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

△�164,802
70,000

△�234,802

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 71 回区民スポーツ大
会（春季） 20 種目　参加予定者 4,200 人

②第 71 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 71 回区民スポーツ大
会（秋季） 25 種目　参加予定者 8,000 人

④第 71 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3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（小学生以上対象、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ビーチバレーボール教室
オリンピック時、区内開催競技ビーチ
バレーボールの普及・啓発のため、初
心者から経験者までを対象に開催

⑪ブラインドサッカー体
験・交流事業

パラリンピック時、品川区応援競技ブ
ラインドサッカーの普及・啓発のため、
区内チームパペレシアル品川と交流・
体験教室を開催

⑫スポーツ指導者養成事業 指導者向け講習会の開催

⑬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
（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 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
（17 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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令和3年度　第71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 7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 4日（日）・10 日（土）・11 日（日）・17 日（土）・18 日（日）・24 日（土）・
5月 1日（土） 総合体育館 ･戸越体育館

フォークダンス 4月 10 日（土） 戸越体育館

ソフトテニス 4月 11 日（日）：高校・一般・5月 16 日（予備日） 区民公園

バドミントン 4月 11 日（日） 総合体育館

サッカー 4月 11 日（日）～ 7月 18 日（日） 天王洲野球場ほか

硬式テニス 4月 18 日（日）・25 日（日）・5月 2日（日）・9日（日）7月 4日（予備） 区民公園コート

卓球 4月 25 日（日） 戸越体育館

弓道 4月 25 日（日） 東品川弓道場

ライフル射撃 未　　　定 神奈川県伊勢原射撃場

グラウンド・ゴルフ 5月 5日（祝）・16 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 9日（日）・16 日（日）・23 日（日） 総合体育館ほか

ダンススポーツ 5月 16 日（日） 総合体育館レクホール

ゴルフ 5月 25 日（火） 千葉県山武グリーンカントリー倶楽部

柔道 5月 23 日（日） 戸越体育館

剣道 5月 30 日（日） 総合体育館

水泳 6月 6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 4日（日）・11 日（日）・18 日（日）・25 日（日）・8月 1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（水）・22 日（祝）・23 日（祝） 区民公園コート

※�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。

レッツ・トライ

◎初心者硬式テニス教室
日時／ 5月 6日～ 6月 24 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（木）（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 7日～ 5月 28 日の金曜日�
午前 9時 30 分～ 11 時 30 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

◎第1期親子体操教室
日程／ 5月 6日～ 7月 8日の木曜日（全 10 回）
会場／戸越体育館
コース・対象・時間／
①�パンダ（平成 28 年 4 月 2 日～ 30 年 4 月 1 日生まれ）
午前 9時 15 分～ 10 時 15 分
②�コアラ（平成 30 年 4 月 2 日～ 31 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 4,600 円（保険料込）
申込方法／ 4月 15 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
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◎中級者硬式テニス教室
日時／ 5月 6日～ 6月 7日の月・木曜日（全 9回）�
午前 9時 30 分～ 11 時 30 分　※ 5月 17 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 20 人（抽選）
費用／ 8,000 円（ボール代・保険料込）
申込方法／ 4月 15 日（木）（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
教えます～
日時／ 5月 11 日～ 6月 29 日の火曜日（全 8回）
　①午後 3時 40 分～ 4時 30 分
　②午後 4時 40 分～ 5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20人（抽選）
費用／各 3,200 円
申込／ 4月 20 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 12 日～ 6月 23 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 30 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 20 日（火）（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 20 日～ 6月 17 日の木曜日（全 5回）�
正午～午後 2時
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 30 日（金）（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 11 日～ 6月 15 日の火曜日（8日を除く）�
午前 11 時 30 分～午後 1時（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 20 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 16 日（日）② 5月 23 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 20 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 19 日（月）（必着）までに、往復はがき
に、「デイキャンプ」とし、希望番号、代表者の住所、
氏名、電話番号、Eメールアドレス、参加者全員の氏
名、年齢、をスポーツ協会へ

◎なぎなた初心者教室
日時／ 5月 10 日～ 6月 28 日の月曜日（全 6回）�
小・中学生：午後 6時 30 ～ 7 時 30 分、高校生以上：
午後 7時～ 8時 30 分
会場／総合体育館
対象／区内在住・在勤の方 15 人、小・中学生 10 人（抽
選）※男性も可。
費用／ 4,500 円、小・中学生 2,200 円（保険料込）
　※なぎなたは無料で貸し出し。
申込方法／ 4月 12 日（月）（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、
学年、電話番号をスポーツ協会へ

◎初心者弓道教室
日時／ 5月 8日～ 11 月 20 日（全 60 回）�
火曜日＝午後 6時 30 分～ 8時 30 分�
木曜日＝午後 1時 30 分～ 3時 30 分�
土曜日＝午前 9時 30 分～ 11 時 30 分
費用／ 1回 500 円（別途 1,850 円の保険料が必要です）
　※弓具無料で貸し出し。
会場／東品川弓道場（東品川 3-14-9）
対象／高校生以上の弓道経験者で初段までの方 20人（抽
選）
主催／品川区弓道連盟
申込方法／ 4月 14 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、有段の経験
の有無をスポーツ協会へ

ご寄付をありがとうございました（敬称略・五十音順）�
� 〔令和 2年 9月～令和 3年 2月〕

団体　品川区テニス連盟、品川区なぎなた連盟

令和2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　品川区ボールルーム・ダンス協会
個人　成木海次郎（品川区キャンプ協会）




