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事業報告書
（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで）

令和３年度 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団

議案第●号



(1)

(2)

(3)

令和３年度　事業方針

新型コロナウイルス感染症等のリスク管理を徹底した上で、みなと区民まつ
り及びＭＩＮＡＴＯシティハーフマラソン等の協働事業をはじめ、区内外の
多様なネットワークやＩＣＴを活用した事業を推進します。

第五次中期経営計画に掲げる「新しい時代のライフスタイルに対応し、港区
の多様な人や文化がつながり、生活に豊かさと潤いを生み出す価値ある事業
の創造」の実現に向けて、ＳＤＧｓの視点を取り入れ、多様性を認め合い、
職員の創意工夫を生かした事業に財団一体となって果敢に挑戦します。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の気運醸成及びレガシーの
継承に向けて、東京2020大会の文化プログラムをはじめ、高齢者、障害者や
子育て世代等が参加しやすい事業を創出し、参加型事業の更なる充実を図り
ます。



 Ⅰ　事業報告（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで）

※上段は支出額、下段の（ ）内は収入額

※備考欄は受講料及び入場料等

1 コミュニティ振興に関する事業（定款第４条第１項第１号関係） ※＊印は特別共催事業であり、財団の支出・収入はありません。

（1）　コミュニティ振興の情報収集・提供及び組織づくり支援事業 

番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

①
10,996,000 10,995,600

(0) (0)

②
56,116,000 55,971,409

(5,892,000) (6,665,480)

みなと区民まつり
特集号

区内新聞折込　ほか

120,000部
令和4年2月5日発行

マラソン特集号
区内新聞折込　ほか

120,000部
令和4年1月5日発行

広告掲載料

15字5行3,000円
ホームページ1,000円

③
385,000 176,704

(96,000) (29,000)

④
25,000 13,954

(0) (0)

67,522,000 67,157,667

(5,988,000) (6,694,480)

ハンドベル使用料
1回500円

（練習時のみ徴収）

Kissポート
スタッフ

地域住民によるボランティアスタッフ組織(英語
通訳含む）
事業課各事業のボランティア活動を実施

常時 30人 ― 各事業実施場所 ― 無料

グループの育
成・組織づくり
の支援

地域で自主的に活動するグループの育成
地域コミュニティ活性化を図るための文化コ
ミュ二テイ活動の実施
ハンドベルの貸出

「ハンドベル」
赤坂、高輪各2組

（各約10人程度）が活動

4団体
上期34回（練習21回）
下期47回（練習37回）

活動実施

―
赤坂区民センター
高輪区民センター
　　　　　　ほか

―

―

コミュニティ
情報誌の発行等 月1回

（毎月5日発行）
区内新聞折込 ほか

120,000部/月

― ― ―

コミュニティや
財団の事業情報
の提供

コミュニティの育成を図るために、必要な情報
を収集・提供
ホームページ作成・提供
（ホームページ多言語化対応済）

常時
ホームページ訪問数

291,039件
(4月～3月）

― 財団事務局

コミュニティ情報誌「キスポート」発行
（コミュニティ・スポーツ・文化・生涯学習・
    健康増進 各事業等の情報を提供）

―

6・9・12・3月
（年4回掲載）

掲載件数
124件

― ― ―

計
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（2）　コミュニティ振興の活動推進事業「ふれあいイベント」       

番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

28,461,000 10,864,694

(0) (0)

60,000,000 42,969,541

(0) (0)

698,000 0

(540,000) (0)

0 0

(0) (0)

12/28～
オンライン ふれあいど
うぶつえん公開

― WEB 1,746,000 345,950

3/5
新型コロナウイルス感染
症の影響により延期

ふれあいコーナー240人
乗馬コーナー240人

有栖川宮公園 (0) (0)

1,367,000 846,196

(140,000) (0)

ＷＥＢで梅まつり 3/17
令和3月17日
ホームページ公開

―
都立芝公園

台場区民センター

151,000 138,208

(0) (0)

⑦ ふれあいイベン
ト共通 ふれあいイベント共通費 ― ― ― ━ ━ 251,000 175,025

92,674,000 55,339,614

(680,000) (0)

160,196,000 122,497,281

(6,668,000) (6,694,480)

計

⑤
梅まつり 2/18・19

新型コロナウイルス感染
症の影響によりＷＥＢ実
施

【代替事業】
WEBでみなと
区民まつり

【代替事業】
みなと区民まつりに出展予定だった団体に日頃の活
動の成果を発表する場を創出するため区民まつりを
ＷＥＢにて開催

令和4年2月5日
ホームページ公開

キスポートチャンネル
2月6日（日）生配信

令和4年2月5日
ホームページ公開

2月6日（日）生配信
参加＝136団体

2019・2020・2021
みなと区民まつり
出展申込団体・
区内大使館等

増上寺／芝浦港南
区民センター／赤
坂区民センターほ
か

ｽﾀｰﾄ：日比谷通り
ﾌｨﾆｯｼｭ：
(ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ)東京ﾀﾜｰ
(ﾌｧﾝﾗﾝ）都立芝公園

港区マラソン実行委員会　ほ
か

ハーフマラソン10,000円
ファンラン500円

（ハーフマラソン）
3,000人

（ファンラン）
500人

港区・みなと区民まつり実行
委員会・Kissポート財団

11/23
新型コロナウイルス感染
症の影響により中止

MINATOシティ
ハーフマラソン

無料

芝公園一帯

いわき海と山の冒険隊
（よつくら体験学習交流事業）

地域の誰もが生涯を通じてスポーツを楽しみ、
スポーツで元気になる港区の実現のため
「MINATOシティハーフマラソン」を実施

東京ベイ・クリーンアップ大作戦 ―
東京2020大会の影響に
より中止

― お台場海浜公園
東京ベイ・クリーンアップ大
作戦実行委員会

―
東京2020大会の影響に
より中止

20組40人
福島県いわき市
四倉地区周辺

四倉ふれあい市民会議（いわ
き市）　ほか

① みなと区民まつ
り 区民が集う交流の場であり港区最大のイベント 10/9・10

新型コロナウイルス感染
症の影響により中止

221,500人

②

④ 地域とのふれあい
イベント

③ 自然とのふれあい
交流事業

ふれあいどうぶつえん
【代替事業】（新型コロナウイルス感染症の影響により、

11月に予定していた、ふれあい動物園はWEBにで実施）

1 コミュニティ振興に関する事業

⑥ ふれあい展示会

子どものびのび書展
2/2審査、

3/8～3/21展示、
3/12表彰式

146作品
表彰式　62人

―

― 都立芝公園

赤坂区民センター
審査員：今田篤洞
　　　　佐藤浩苑
　　　　内田勝

大人15,000円
子供10,000円

無料

無料

（公財）ﾊｰﾓﾆｨｾﾝﾀｰ

無料

季節のイベント

生田流箏曲港区いづみ会
ほか

　無料
（WEB開催）
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2 スポーツの振興、普及啓発に関する事業（定款第４条第１項第２号関係）

（1）　スポーツ教室等事業

番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

① スポーツ教室 オンラインスポーツ

　【新規】朝からfitness「やせる腹筋ダンス」 11/4・11・18・25 延28人
FitnessEducation
山野上　優

6,248,000 3,631,510 2,000円

(1,196,000) (327,150)

5/14・21・28、6/4
新型コロナウイルス感染
症の影響により中止 （春）各40人 スポーツセンター

9/17・24、10/1・8 延89人 　（秋）各30人 リーブラホール

小中学生ラート体験教室 6/5、2/12 延58人 32人 500円

大人のためのラート体験会 6/5、2/12 延33人 38人 6/5:無料、2/12：1,000円

ラート定期教室
1/19・26、
2/2・9・16

延100人 120人 2,500円

小学生トランポリン体験教室 6/5 19人 16人 500円

冬季トランポリン体験教室 12/25・26 延39人 32人 500円

春季トランポリン体験教室 3/13 17人 16人 500円

レスリング体験会 2/12
新型コロナウイルス感染
症の影響により中止

60人 港区レスリング協会
子ども　500円
大人　2,000円

第4回観光ロゲイニング（幕末編） 10/2 60人 50人 区内全域
（一社）ポジティブスポーツ
振興協会
西堂寺　淳

一般2,000円
港区割1,800円
中学生以下無料

筋力アップトレーニング（春・秋） 有間 義和

　【新規】職場や家庭でできる簡単ストレッチ 12/3・10・17・24 延5人
姿勢・腰痛・肩こり改善専門
トレーナー
熱田　尚吾

女性専門パーソナルトレーニ
ングジムrana代表
石川　春奈

各20人
2,000円

2,000円

自宅等

　【新規】ママのための骨盤ストレッチ

トライアスロン教室入門編 4/29
新型コロナウイルス感染
症の影響により中止

30人
お台場学園
港陽中学校

スポーツセンター

1/12・19・26、2/2 延19人

港区トライアスロン連合

トランポリンインストラク
ター
在原　悠子他

2,000円

日本ラート協会
森　更紗他

3,500円
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番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

② スポーツイベント
Kissポートボウリング（通年） 4月～3月(平日)

登録者数　延2,230人
利用者数　延482人 ― 11,413,000 7,574,800

Kissポートボウリング大会 11/23 42人 60人
(200,000) (240,000)

昭和カップ　ザ☆スターボウリング大会 3/12 23人 50人 3,000円

みんなでチャレンジスポーツフェスタ
第40回障害者スポーツの集い

12/12
新型コロナウイルス感染
症の影響により中止 100人 スポーツセンター

港区心身障害児・者
団体連合会他

特別支援学級フットサル教室 1/24・25・26 延74人 30人 港南小学校 浦安スポーツネットワーク㈱

【代替事業】車いすバスケットボール体験会 12/12 24人 40人 スポーツセンター 日本車いすバスケット連盟

大人のフェンシング体験教室 3/5 18人 20人 2,000円

小学生フェンシング体験教室 3/13 16人 20人 1,500円

スポーツボランティア講習会
 

2/19
新型コロナウイルス感染
症の影響により中止 30人 スポーツセンター

日本スポーツボランティア
ネットワーク

無料

ラグビー普及事業

5/21・28、6/4・11
(6月のみ実施）

延37人 （春）20人

10/8・15・29、11/5 延65人 （秋）30人

　　　　サンゴリアス応援ペアラグビー招待 3/20
69組
138人

80組
160人

秩父宮ラグビー場

　　　　大学選手権決勝・準決勝招待
準決勝1/2
決　勝1/9

59組 118人
55組 110人

各50組
100人

国立競技場

　　　　幼児タグラグビー教室 4月～3月
延1,749人

（24施設　93回）
各20人

　　　　キッズタグラグビーフェスティバル 3/21 236人
園児78、保護者125、保育士33

100人

10/14・21 全4回：延112人 各30人 港陽小学校

12/2・12/3 全5回：延163人 各30人 赤羽小学校

17,661,000 11,206,310

(1,396,000) (567,150)

計

スポーツセンター

　　　　初心者タグラグビー教室（春・秋） スポーツセンター

　　　 【新規】小学生タグラグビー教室

東京ポートボウル 港区ボウリング連盟

無料

無料

港区フェンシング協会

区内幼・保育園他

（公財）日本ラグビー
　フットボール協会

無料
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（2）　スポーツ大会事業

番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

2,542,000 1,795,902

(230,000) (142,000)

小学生野球大会
6/20・26・27、

7/3・4・10・17・18
24チーム
（846人）

25チーム 埠頭少年野球場 港区スポーツ少年団 2,000円

中学生野球大会 7/31、8/1・9
9チーム

（264人）
6チーム 麻布運動場軟式野球場

埠頭少年野球場
港区スポーツ少年団 2,000円

第35回港区中学生サッカー大会 8/29、9/5・12
6チーム

（312人）
20チーム 芝給水所公園運動場

港区小・中学生サッカークラ
ブ連合会

2,000円

小学生バスケットボール大会 2/13・27
新型コロナウイルス感染
症の影響により中止

30チーム スポーツセンター 港区バスケットボール連盟 2,000円

6,013,000 2,710,664
(2,932,000) (2,125,500)

レディーススポーツ大会

　　バレーボール
8チーム
(118人)

8チーム 港区バレーボール連盟 １チーム4,000円

　　卓　　球
18組

（36人）
25組 港区卓球連盟 1ペア3,000円

　　バドミントン 9/23
17ペア

（34人）
25ペア 港区バドミントン連盟 １ペア3,000円

【代替事業】Kissポートeスポーツ“HADO”チャレンジ 12/18 99人 100人 リーブラホール
㈱meleep
（一社）Think True Blue

1,000円

【代替事業】お台場駅伝競走大会 2/23
新型コロナウィルス感染
症の影響により中止 160チーム

お台場シンボルプロ
ムナード公園周辺

東京都臨海副都心グループ
一般10,000円

小中学生2,000円

【代替事業】MINATO ONLINE RUN&WALK2022 2/26～3/11 743人 1,200人 どこでも任意 ㈱アールビーズ 2,500円

8,555,000 4,506,566

(3,162,000) (2,267,500)

（3）　区民スポーツ・体育祭

番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

①

0 0

2 スポーツの振興、普及啓発に関する事業計 26,216,000 15,712,876

(4,558,000) (2,834,650)

計

みなと区民スポー
ツ・体育祭
（みなと区民まつ
り）

②
区民スポーツ大会 第15回お台場ナイトマラソン 4/23

新型コロナウイルス感染
症の影響により中止

計

・体育協会加盟団体等体育祭参加団体による各競技
種目の大会開催
・スポーツ振興による区民交流のため「みなと区民
スポーツまつり」を開催

10/24
新型コロナウイルス感染
症の影響により中止

11/14

① ジュニアスポーツ
大会 小学生サッカー大会

4/11・18・25
※25のみ中止

31チーム
（560人）

芝給水所公園運動場
青山中学校

港区小・中学生サッカー
クラブ連合会30チーム

―

400人
お台場シンボルプロ
ムナード公園周辺

東京臨海副都心グループ
共催 ほか

3,000円

スポーツセンター

―

スポーツセンター・
芝浦公園・
みなとパーク芝浦
館内ほか

0 0
予算はみなと区民まつ
りに含む。

2,000円
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3 文化の振興、生涯学習の支援に関する事業（定款第４条第１項第３号関係）

（1）　文化振興に関する事業                                                        

番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

ふれあい鑑賞事業
11,384,000 9,613,867

(5,070,000) (6,089,009)

5,214,000 2,955,263

(1,075,000) (1,004,150)

音楽のさんぽ道　第1回 9/11 20人 関係者のみ 天現寺 洗足学園大学生

音楽のさんぽ道　第2回 10/31 57人 100人
品川シーズンテラス

カンファレンスホール
武蔵野音楽大学生

音楽のさんぽ道　第3回 1/15 43人 50人 伝統文化交流館 国立音楽大学生・大学院生

音楽のさんぽ道　第4回 2/12 78人 100人 リーブラホール 東京芸術大学生

0歳からのふれあい親子コンサート 2/26
11時　173人
14時　173人

194×2回 赤坂区民センター ズーラシアンブラス
大人1600円、こども800円

2歳以下ひざ上観覧無料

NHK交響楽団メンバーによる
ヴィオラ五重奏コンサート

2/27 167人 197人 赤坂区民センター （公財）NHK交響楽団
Kissポート価格1,400円

一般：1,600円、小学生無
料

6,041,000 6,002,870

(450,000) (104,365)

【新規】
共生社会推進事業「ソーシャルサーカス」
子育ての合間にリフレッシュ

11/12・19
11/12　5人
11/19　5人

11/12、10人
11/19、20人

11/12、子ども家庭
総合支援センター
11/19、台場区民セ
ンター

無料

【新規】共生社会推進事業
バリアフリー演劇「ヘレンケラー」

3/26 132人 200人 赤坂区民センター 劇団「風」

Kissポート価格3,000円
一般：3,400円

学生(小学生以上) 2,000円
障害者割引 1,500円

1,854,000 883,067

(0) (0)

4,752,000 3,919,793

(620,000) (845,595)

能楽入門～鑑賞の達人になろう！～
9/8～12/13
(全6回)

6回合計270人 一般：60人 国立能楽堂
氷川まりこ、川口晃平
ほか

一般：10,000円
※本公演鑑賞は別途チケット代

【新規】おうちで楽しい　有坂美香と英語で歌うゴスペル
オンライン講座

1・22・29、
2/5・12・19、
3/5・6・12

延111人 各50人 オンライン 有坂美香
一般 7,000円

WEB港区会員 6,500円円

【新規】
共生社会推進事業「ソーシャルサーカス」

7/5、9/13、10/2、
11/15、12/6・20(6/7
振替)、1/15、2/7、
3/7・23（8/3振替)

全10回

ふれあい鑑賞事業共通費 ―

Kissポート講座～なにコレ！？夏休み体験！！～
百畳敷間で行灯づくり！琵琶の音色と影絵であそぼう♪ 8/20・21

２人一組 2,500円
３人一組 3,000円

スローレーベル

無料

― ― ―

①

延76人 各20人
港区立障害保健福祉
センター（ヒューマ

ンぷらざ）

延40人 各40人×2回 伝統文化交流館 ＮＰＯ法人　江戸前２１

S席3,600円、A席2,600円、
B席1,400円、

みなとく割価格S席3,200円、
財団Youtubeチャンネル公演映像
延べ視聴回数18,000回を超えた

Kissポート価格2,800円
一般：3,000円

908人 サントリーホール
大友直人
東京交響楽団　ほか

シーズンコンサート
雅楽へのいざない 11/3 59人 60人

東京美術倶楽部
花の間・月の間

第30回Kissポートクラシックコンサート 9/5 817人

―

雅楽　伶楽舎

無料
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番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

① ふれあい鑑賞事業
大つごもり　＊ 12/17・18 227人 200人 麻布区民センター 水谷八重子　ほか

Kissポート3,500円
一般4,000円

(前ページ続き） 5/18 137人 367人 柳家小痴楽独演会 Kissポート3,650円
一般前売3,800円 当日4,300円

4/23→5/24 343人 367人 柳家小三治独演会
Kissポート3,650円

一般前売3,800円 当日4,300円

6/29 182人 367人 柳家三三独演会 Kissポート3,400円
一般前売3,800円 当日4,000円

7/12→11/30 82人 200人 赤坂区民センター 柳家花緑独演会
Kissポート3,400円

一般前売3,500円 当日4,000円

9/14 108人 172人
渋谷区大和田
伝承ホール

令和特選寄席
Kissポート3,400円

一般前売3,500円 当日4,000円

10/13 175人 367人
渋谷区大和田
さくらホール

立川談笑、柳家三三二人会 Kissポート3,850円
一般前売4,000 当日4,500円

11/29 266人 172人
渋谷区大和田
伝承ホール

立川志らく＆
柳家喬太郎二人会

Kissポート3,700円
一般前売3,800円 当日4,300円

12/6 188人 200人
渋谷区大和田
さくらホール

三遊亭白鳥、林家彦いち、
桃月庵白酒　三人会

Kissポート3,850円
一般前売4,000 当日4,500円

1/26 176人 200人 春風亭一之輔独演会 Kissポート3,850円
一般前売4,000 当日4,500円

2/17 49人 200人 赤坂区民センター 柳家さん喬、林家正蔵二人会
Kissポート3,850円

一般前売4,000 当日4,500円

3/17 47人 200人 古今亭菊之丞独演会 Kissポート3,850円
一般前売4,000 当日4,500円

各国大使館員日本語スピーチコンテスト　* 11/3 168人 200人 各国大使館員 ―

劇団ふぁんハウス第40回公演
「久美美容室物語」　*

2/12 169人 各回200人 平野恒雄、鈴木千秋他

一般3,000円、中学生以下
2,000円Kissポート価格各500
円引き、Kissポート価格小学

生無料

第5回赤坂ジュニア音楽コンクール　* 3/29・30 延251人 各200人 コンテスト出場者（中学生以下） 1日目153名／2日目98名

劇団俳優座演劇研究所30,31期生修了公演
「見よ、飛行機の高く飛べるを」　*

8/4～6 延291人 各回100人 劇団俳優座演劇研究所30,31期生
一般：2000円
港区民：無料

劇団俳優座演劇研究所32期生修了公演
「夫が多すぎて」　*

8/31～9/2 延282人 各回100人 劇団俳優座演劇研究所32期生
一般：2000円
港区民：無料

劇団俳優座演劇研究所31,32期生修了公演
「ザ・ダイニングテーブル」　*

3/16～18 延371人 各回200人 劇団俳優座演劇研究所31,32期生
一般：2000円
港区民：無料

5/15
新型コロナウイルス感染
症の影響により中止

60人 麻布区民センター 自衛隊湊出張所広報官 心を繋ぐ2021コロナに打ち勝つ社
会づくり5月講座

9/13 延225人 ZOOM　30人 港南小学校 岡野光博 教室参加　214名
Zoom参加10名、保護者1名

11/6 31人
オンライン・リアル

各60人
赤坂区民センター 自衛隊湊出張所広報官

対面参加17名、
Zoom参加10名、関係者4名

能声楽家・青木涼子　新曲委嘱世界初演シリー
ズ「現代音楽×能」 Vol.9　*

1/12 180人 380人
サントリーホール

ブルーローズ
青木涼子ほか

一般4000円
港区民割3500円

学生2000円

イッツフォーリーズミュージカル公演　* 5/11～16 延690人
全体定員150席×7

公演＝1050席
劇団俳優座劇場 イッツ・フォーリーズ団員他

港区民特別割引対象販売枚数
＝15枚着券数 690枚、
実質発券数780枚

イッツフォーリーズミュージカル公演
約束のネバーランド　*

3/23～27 延818人
全体定員202席×7

公演1414席
劇団俳優座劇場 イッツ・フォーリーズ団員他 着券818人、申込み921人

29,245,000 23,374,860

(7,215,000) (8,043,119)

計

心を繋ぐ2021コロナに打ち勝つ社会づくり
ハートコネクションズ　*

みなと毎月落語会　＊

渋谷区文化総合
センター大和田
さくらホール

赤坂区民センター

麻布区民センター
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番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

14,295,000 13,933,857

(0) (0)

【新規】みなとシネマフェスタ 9,539,000 9,252,157

　　　　みなとシネマフェスタ
　　　　「私をくいとめて」

11/28 219人 400人 赤坂区民センター (150,000) (0)

　　　　みなとシネマフェスタ
　　　　「ダンスウィズミー」

11/29 99人 200人 高輪区民センター

　　　　みなとシネマフェスタ
　　　　「おいしい家族」

 11/30 132人 200人 リーブラホール

　　　　みなとシネマフェスタ
　　　　「パンダコパンダシリーズ」

12/1 47人 200人 台場区民センター

　　　　みなとシネマフェスタ
　　　　山村浩二監督作品集

12/3 124人 200人 麻布区民センター

　　　　みなとシネマフェスタ
　　　　「日日是好日」

12/5 210人 200人 神明いきいきプラザ

文化芸術活動サポート事業 17,497,000 10,331,958

(0) (0)

文化芸術の啓発・体験・支援型事業共通費 2,875,000 1,943,425

(52,000) (2,500)

みなとアートナビ 1,009,000 0

(60,000) (0)

45,215,000 35,461,397

(262,000) (2,500)

―

―

― ―

② 文化芸術の啓
発・体験・支援
型事業

学校音楽等芸術教室 9/22～3/14
10校

延1,224人
18校

別途児童相談所への芸術教
室を3月に3回実施延べ13人

ふれあいアート（幼稚園･保育園等） 6/17～3/30
58園

延524人
96園

港区内幼稚園・保
育園、児童発達支
援センター等

NPO法人芸術資源開発機構
NPO法人芸術家と子どもたちほか

計

6/1～2/28
200万円3件／50万円7件

計10件採択
200万円5件
50万円10件

（一社）映像文化革新機構
パラブラ（株）

各小・中学校体育館　
和楽器オーケストラあいおい
ほか

― ― ― ―

― ― ―

― ―

―

無料

―
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（2）　生涯学習の支援事業

番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

① 区民大学
北里大学
誌面みなと区民大学

9/5～1/5
（全5回）

ー ー

情報誌キスポート誌
面
(9･10･11･12･1月号
掲載)

田中信忠　ほか 1,500,000 752,556 無料

11/19～12/27
（全5回）

延視聴回数257回 130人
ZOOMによる

オンライン配信

(400,000) (132,500)
2,500円

11/25～12/23
（全5回）

延98人 100人 シアターライブ
芝浦港南区民センター

無料

明治学院大学
～ウィズコロナ・アフターコロナ時代の経済学～

10/5～21
（全6回）

延50人 50人
ZOOMによる

オンライン配信
佐々木百合　ほか 2,500円

戸板女子短期大学 11月～12月
新型コロナウイルス感染
症の影響により中止

ー ー ー 2,500円

芝浦工業大学
音楽とテクノロジーのニューウェーブ

10/16～30
（全3回）

延18人 50人
ZOOMによる

オンライン配信
飛河和生　ほか 2,500円

873,000 330,858

(579,000) (67,165)

2,373,000 1,083,414

(979,000) (199,665)

3 文化の振興、生涯学習の支援に関する事業計 76,833,000 59,919,671

(8,456,000) (8,245,284)

インターシティ

田丸智也

8,000円(株)フォーラムエイト

② 生涯学習講座
【新規】小中学生学習講座
ジュニアソフトウエアセミナー

東海大学
こころウキウキ、大編成ジャズの魅力に迫る

計

1/6～7
(2日間)

延16人 20人
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4 健康増進を図るための事業（定款第４条第１項第４号関係）

（1）　健康づくり活動支援事業                                  

番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

277,000 241,140

(0) (0)

3,834,000 2,846,077

(810,000) (656,370)

Kissポートカルチャ-健康講座（全6回）
5/29、6/26、9/11、
11/27、1/22、2/12

9/11、1/22、2/12　新型コロ
ナウイルス感染症の影響や応

募者少により中止
5/29、6/26、11/27
参加者＝延14人

各8人 ㈱東京アスレティッククラブ 1,000円

【新規】自分に合ったスポーツ前後の効果的なスト
レッチ&入浴

3/19 13人 15人
青山生涯学習館

清水湯
b{stoicトレーナー 1,001円

無料

 2,000 円

3,600円生涯学習センター

①
からだ測定会
その他講座

港区主催「がんイベント」に出展
（からだ測定、健康相談等）

11/3 32人

14人 20人

② 健康増進事業 初心者のためのヨガ教室（昼間-1期）

【新規】ママのための骨盤ストレッチ

初心者のためのヨガ教室（昼間-2期）

【新規】オンラインバレエレッスン(初級編） 自宅等

6/29、7/27、8/31、
9/28、10/26、11/30

2/8・15、3/8・22

12/7・21、1/11・25

延13人 20人

― ゆかしの杜

各10人
芝浦公園

スポーツセンター延43人

スポーツセンター

20人

3/15

延35人

16人

20人

延49人

㈱東京アスレティッククラブ
指導員

各10人

2,000円

東麻布区民協働
スペース

リーブラ
赤坂区民センター

各10人

5/6・20　新型コロナウイ
ルス感染症の影響により
中止
残4回の参加者＝延32人

各10人

延54人

㈱東京アスレティッククラブ
ヨガインストラクター
田村　縁（昼間）
遠藤　巡（夜間）

各10人

3,000円

5/11・25、6/8・22、
7/6・13（全6回）

5/6・20、6/3・17、
7/1・8（全6回）

9/28、10/12・19、
11/2・16、12/7（全6回）

3,000円

延436人
（発表会来場者含む）

（一社）日本バレエワークア
ウト協会代表
稲垣　領子
北里大学研究所病院副院長
金子　博徳

延34人 各10人

延41人 各10人

延41人

リラクゼーションヨガ（夜間-3期）
1/6・20、2/3・17、
3/3・17（全6回）

【新規】RUNラン走り方教室（幼児、小学生）

7/1・8・15・29、
8/5・12・19・26、

9/2・9・16・23・30、
10/7・14・21・28、
11/4・11・18・25、
12/2・4・9（全24回)

リラクゼーションヨガ（夜間-2期）
9/30、10/14・28、
11/11・25、12/16

（全6回）

初心者のためのヨガ教室（昼間-3期）
1/11・25、2/8・22、
3/8・15（全6回）

【拡充】チェアバレエ・エクササイズ

10/23、3/19

 2,000 円

1,000円

1,000円

10/23:無料
　　　　3/19:500円

3,000円

3,000円

3,000円

女性専門パーソナルトレーニ
ングジムrana　石川　春奈

【新規】大人の走り方教室 12/12 15人 20人

5/11・25　新型コロナウ
イルス感染症の影響によ
り中止
残4回の参加者＝延36人

リラクゼーションヨガ（夜間-1期）

バレエレッスン（入門編）

3,000円

バレエインストラクター
田中　恵美

South Wind代表
仲村渠　容
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番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

② 健康増進事業

ウェルカム　˝プレイスポーツ”
シリーズ TAC

4/24、5/15、6/12
7/17、9/25、10/23

11/13,、12/11、3/26
（全9回）

5/15　新型コロナウイル
ス感染症の影響により

中止

参加者＝延61人

8人

20人

20人

15人

東麻布区民協働
　スペース1

生涯学習センター

青山生涯学習館

赤坂区民センター

㈱東京アスレティッククラブ  500 円

計 4,286,000 3,154,999
(810,000) (656,370)

4 健康増進を図るための事業計 4,286,000 3,154,999

(810,000) (656,370)

6,000円

1,000円

67,782175,000―

パーソナルトレーニング（第3期）

腰痛肩こりに効く！簡単からだケア

6/11・25、7/30、
8/6・27

Fitnesse Education
山野上　優
姿勢・腰痛・肩こり改善専門
トレーナー
熱田　尚吾

白金台区民協働
スペース

1/7・21、2/4・25、
3/4・11

【新規】スロージョギング体験教室 10/24 24人 20人 芝浦公園

各12人

（一社）日本スロージョギング協
会認定アドバイザー
諸井　里佳子

延78人

延15人 15人 青山生涯学習館

NPO法人全国ラジオ体操連盟
指導委員　田村恵美、桜田敬子

共催：港区医師会、芝浦一丁目町会

12/1・8・15・22

【拡充】みんなのラジオ体操 10/23、3/16 延95人
60人
30人

芝浦公園
南浜町児童遊園

―

㈱ルートヴィガー
鵜澤　和己

パーソナルトレーニング（第1期）

パーソナルトレーニング（第2期）

10/24、11/26、3/26
※3/26中止

【新規】知ってる？正しい靴の履き方・選び方

③
健康作りイベント
共通

消耗品、通信、印刷、保険、賃借 ― ― ―

9/10・24、10/8・29、
11/5・26

延58人

各16人

延52人

 6,000 円

 6,000 円

2，000円

無料

無料

スポーツセンター
青山生涯学習館

延27人

無料

【新規】オンラインおうちdeストレスマネジメ
ント

2/17 26人 20人 自宅等

㈱ココロワークス代表取締役
小松　英司
東京歯科大学精神科准教授
宗　未来

足と靴の健康協議会事務局長
木村　克敏
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5 港区から受託するコミュニティ、スポーツ、文化、生涯学習、健康増進に関する事業（定款第４条第１項第５号関係）

（1）　指定管理者として区から委任を受けた施設を利用して行う指定管理事業

番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

① 区民センター
指定事業 リズムであそぼ！

11/9～12/7
（全4回）

延40組 15組 坂東ひとみ 4,509,000 3,556,112 2,000円

ジャズバレエ
10/13～12/15
（全10回）

延161人 20人 小笠原睦月
(919,000) (787,760)

6,000円

初歩からの水彩スケッチ講座
9/7～10/12
（全6回）

延29人 12人 米田和子 6,000円

ふれあいまつり
　　【代替事業】－「ふれあい交流会」で実施

10/16・17・23・24
（4日間）

ふれあい交流会
延240人

― まつり実行委員会 無料

演劇教室「麻布アクターズスクール」
12/5～3/27
（全16回）

延230人 15人
麻布演劇市実行委員会
メンバー

12,000円

7/16～18 延416人 6回公演 演劇団　周
前売り3,800円

当日3,800円

8/20～22
新型コロナウイルス感染
症の影響により中止

― ホワイトエンゼル ー

9/10～12 延289人 5回公演 演劇集団　いたわさ
前売り3,000円

当日3,500円

10/8～10 延303人 4回公演 あーすりんく
前売り3,500円

当日3,800円

11/5～7 延119人 5回公演 劇団ラフテール
前売り3,000円

当日3,000円

11/19～21 延323人 5回公演 スタジオＱ
前売り3,800円

当日4,000円

12/10～12 延354人 5回公演 ＧＡＨ　（前編）
前売り・当日3,000円

小学生1,000円

2/18～20 延254人 5回公演 ＧＡＨ　（後編）
前売り　－円

当日　－円

利用者懇談会 12/21 6人 7人 ー 無料

「Ｃｉａｏチャオ」から始めるイタリア語講座
5/19～7/7
（全8回）

延86人 12人 ディエゴ・ブラムッツオ 6,000円

子ども英語劇鑑賞会 7/10・11 延192人 4回公演 劇団CALL 500円

能に親しむ　謡（うたい）
10/26～11/24
（全5回）

延51人 11人 野村昌司 2,500円

楽しいハワイアン
9/14～10/23
(全7回）

延35人 15人 庚曜子 2,000円

コミュニティカレッジ
「『能』を知ろう　謡の発表会」

2/25 延68人 100人 野村昌司 2,000円

麻布ジャパニーズクラス
1/30～3/20
(全8回）

延43人 12人 田口典子 6,000円

麻布演劇市

麻布区民センター
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番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

① 区民センター
指定事業 赤坂地区カラオケ交流会 6/10、2/24

新型コロナウイルス感染症の
影響により中止（6/10）
45人（2/24)

各60人 ― 5,373,000 4,053,749 無料

第1回赤坂ふれあいコンサート
山口岩男のCafé Time

9/11 100人 200人 山口岩男（ウクレレ・ギター）

(649,000) (548,550)

500円

敬老の集い　「音楽と講談の贈り物」 9/20 180人 200人
宝井琴鶴、赤坂ウインドオー
ケストラ

無料

第2回赤坂ふれあいコンサート
サントリーホール室内楽アカデミー

1/15 160人 400人
サントリーホール　アカデ
ミー　修了生　ピアノ三重奏
京（みやこ）トリオ

500円

第3回赤坂ふれあいコンサート
「カルメンマキ　デラシネライブ2021」

12/18 259人 400人
カルメンマキ・丹波博幸・
Falcon

500円

赤坂コミュニティまつり 11/13・14
新型コロナウイルス感染
症の影響により中止 ― まつり実行委員会

【代替事業】サークル発表会 11/13・14 延165人 関係者のみ ホール団体

赤坂ジャズフェスティバル 1/23 207人 400人 赤坂ジャズセブンほか 無料

利用者懇談会 11/26 8人 8人 赤坂在住団体代表者 無料

第1回懐かしの映画会「メリーポピンズ」 8/15 126人 200人 齋藤アンコー

第2回懐かしの映画会「嵐を呼ぶ男」 10/30 130人 200人

体験講座「英語でリトミック」 10/15・22・29 延46人 13組26人 石川早紀 1,500円

技能養成講座「はじめての講談」
6/22～7/20
（全5回）

延45人 各15人×5回 宝井琴鶴 1,000円

体験講座「クリスマスのお菓子作り」 12/11 6人 6人 国吉和美 1,500円

体験講座「女性のための健康美人セミナー」前期・後期
前期9/9、10/14、11/11
後期12/9、1/13、2/10

前期 延38人
後期 延38人

20人 笠原寛子,伊藤順子 500円

技能育成講座「はじめての能楽」
10/2～30
（5回）

延67人 各20人×5回 柏崎真由子 5,000円

コミュニティカレッジ
「相手の心にとどく会話のし方」

1/22・29、2/5 延71人 各20人ｘ3回 三園ゆう子（劇団アドック） 1,000円

無料

無料

赤坂区民センター
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番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

①
5/24

新型コロナウイルス感染
症の影響により中止

35店舗 4,845,000 3,060,528

10/30・31 延70店舗 各35店舗 ー
(933,000) (457,640)

無料

3/20 35店舗 35店舗

夏休み子ども大会 8/22 延44人
子ども20人

+保護者
人形劇団ポポロ

芝浦港南ふれあいまつり
※【代替事業】「サークル発表会」で実施

10/30・31
→3/19・20に延期

延12団体 15団体 実行委員会 無料

利用者懇談会 2/7 ー 4人 書面会議

「和のこころ」香道であそぶ（四季）
6/6、9/5、
12/11、3/26

延39人 各10人 山田眞裕 ほか 2,500円

「和のこころ」落語から学ぶ
11/5～19
（全3回）

延33人 各15人 佐藤俊雄　ほか 1,500円

「和とエコ講座」苔玉作り
6/13・20
（全2回）

延16人 8人 ㈱アカネ 3,000円

「和とエコ講座」古布活用ぞうり作り
11/4・11・18

(全3回）
延26人 各10人 宮嶋清司 2,000円

英語であそぼう（前期）
6/26～7/31
（全6回）

延43人 各10人 石澤みちよ 5,400円

英語であそぼう（後期）
1/22～2/26
（全6回）

新型コロナウイルス感染
症の影響により中止 各10人 石澤みちよ 5,400円

和のマナー講座　「親子で学ぼう！Kidsマナー」 10/10 8組16人 6組12人 相良まゆみ 500円/組

「和の楽器」三線講座
1/18～2/15
（全5回）

延26人 各15人 南雲仁 4,500円

コミュニティカレッジ　「みんなで楽しく♪集
まれ!!親子でテーマパークダンス★」

2/19 18人 20人 ダンス☆ダンス 無料

冬休み子ども大会 12/12
延82人

子ども43人
保護者39人

子ども40人 劇団風の子 無料

レインボーコンサート
※各年度開催（今年度は台場で開催）

ー ー ― ― ―

伝わる・つながる英会話
6/26～7/31
（全8回）

延51人 各10人 石澤みちよ 2,400円

私のビタミン講座「戦国史への招待」
1/24-3/7
（全6回）

延195人 各40人 織茂一行 1,800円

芝浦港南区民センター

芝浦港南フリーマーケット
芝浦港南区民
センター前広場

区民センター
指定事業
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番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

①
4月～6月
（全3回）

4/15実施(3人)、5/20及び
6/17は新型コロナウイルス感

染症の影響により中止
各10人 2,575,000 1,674,877

7月～9月
（全3回）

7月及び8月夏季開催な
し、9/16中止

各10人

10月～3月
（全6回）

10/21(2人)、11/18(3人)、
12/16新型コロナウイルス感

染症の影響により中止
各10人

(195,000) (83,510)

1/20(2人)、2/17(3人)、
3/17(2人)

各10人

4/29
新型コロナウイルス感染
症の影響により中止 24店舗

10/24 24店舗 22店舗

お台場おはなし会
毎月第1曜日

開催

4/6（6人）5/11中止

6/1（1人）7/6（5人）8/3（1

人）9/2（4人）10/5（3人）
11/2（2人）12/7（14人）
1/11（7人）2/01（6人）3/01
（19人）延べ68人

延72人
（年間計）

地域ボランティア

お台場夏まつり
9/24・25へ延期
規模縮小開催

24日345人、25日956人
延1,301人

1200人 夏祭り実行委員会

お台場レインボー・コンサート 3/5 62人 100人
Film score philharminic

orchestra

お台場ハロウィン 10/31 500人 800人～ 青少年対策お台場地区委員会

利用者懇談会 2/2 2人 4人 ―

サークル体験入会ウイーク
2/13・14・
15(2回)・16

2/13（5人）、14（5人）、
15（4人）、15（１人）、
16(3人)、5日間延べ18人

140人 台場利用団体（５団体）

　 ｏｎ-ｌｉｎｅ講座「ベビーマッサージ＆ベビー
ヨガ」教室

12/19、1/16
12/19　7組17人
1/16　7組9人

各10組×2
　20人×2回

三上悦子

初めてのハワイアンキルト講座 9/26 9人 10人 早川綾子 3,000円

知らないと損する相続税と贈与税講座 12/10 15人 15人 後藤周平 500円

コミュニティカレッジ「リボン・クラフトワー
ク講座」

1/16・30
1/16（5人)
1/30（2人）

10人ｘ2回 三島有為子 無料

暮らしのマナー講座　「親子模擬面接のマナー
を学ぶ」

9/10 5組（12人） 親子5組 相良まゆみ 500円

読んであげたい絵本選び方教室 9/18 4組（9人） 10組 奥村亨 1組1,000円

無料

レインボー友の会台場区民センター

実行委員会

区民センター
指定事業

趣味サークル・カラオケ

お台場ふれあいフリーマーケット
台場コミュニティ

ぷらざ広場

台場区民センター

- 15 -



番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

② 3,528,000 2,762,921

(0) (0)

生涯学習情報の提供
ばるーんギャラリーの設置

常時 ― ― ―

さくらだ学校　企画運営委員会
5/19～10/25
(全6回）

企画運営委員が集まり、
テーマ・内容を協議し、
企画運営を実施。延36人

各8人 運営委員

企画運営委員による企画講座
「たのしく・いきぬく今どきの学び」

9/6～10/4
（全4回）

第1回～第4回
延68人

各25人
縣　秀彦氏（国立天文台天文
情報センター准教授）ほか3
人

親子教室
「親子で作る新橋亭の水餃子づくり」

8/21 12人 6組12人
新橋亭
鈴木一氏

無料
（材料費：1,500円）

協働参画事業
「老後の『住まい』と『おカネ』の話」

9/18・9/25 延29人 15人
NPO法人リバースモーゲージ
推進機構

協働参画事業　ばるーん文化体験講座
「初めての日本舞踊！体験教室(初級・中級）」

9/29（初級）
10/6（中級）

延6人 7人 伝統文化保存伝承会
無料

（教材費：2,000円）

協働参画事業　ばるーん文化体験講座
「いけばな体験教室」

10/27 11人 12人
草月流英会
平嶋英宝

無料
（材料費：2,000円）

協働参画事業　ばるーん文化体験講座
「呼吸で書く書道」

10/29 16人 15人
書に親しむ会
内谷朱邑

親子講座
「親子で楽しむクリスマスリースづくり」

11/27 11組・22人 10組・20人
草月流英会
平嶋英宝

協働参画事業　ばるーん文化体験講座
「くみひもジュエリー講座Part2」

5/12、3/16
新型コロナウイルス感染
症の影響により5/12は中

止3/16　3人
3人

りんどうの会
能村敦子

無料
（材料費：4,000円）

協働参画事業　ばるーん文化体験講座
「30代からのマイホーム大作戦」

3/16・23
新型コロナウイルス感染

症の影響により延期
― FP実務13期

無料
（教材費：500円）

オリパラ事業（YouTube配信）
動画で魅せる日本の伝統工芸「和紙人形」

― ― ― 若竹和紙人形主宰　豊若則行 無料

フェスティばるーん
実行委員会

無料

生涯学習センター
指定事業

井上繁氏ほか

フェスティばるーん

10人～15人

生涯学習センター

語り部育成事業・学習会 第2・4水曜

10/15(web開催）
7/2：準備委員会 16人

7/13：実行委員会 14人
10/15：参加23団体192人

―

新型コロナウイルス感染
症の影響により一部中止
6/26:港区平和青年団に

6人参加
4/14、10/13・29、

11/10･24:学習会延27人

無料

無料
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番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

③
芝浦歴史講座「江戸前漁業と芝浦」 4/16 26人 40人

平田秀勝
元港区立港郷土資料館学芸員

19,216,000 19,255,842 500円

【新規】開館1周年記念落語　笑う門には福来る 4/24 34人 40人 古今亭志ん輔　古今亭始 (0) (825,500) 2,000円

＜端午の節句＞　館内ディスプレイ 4/28～5/11 ― ―
交流の間　舞台　展示室床の間
外構 受付 情報コーナー 憩の間

―

【新規】和楽器が奏でる癒しのハーモニー 6/5 33人 40人 和楽器オーケストラ　あいおい 1,000円

【新規】季節の和食器テーブルコーディネート
七夕編

6/18 24人 25人
大瀬由生子　テーブルアー
ティスト兼料理研究家

無料

＜七夕の節句＞　館内ディスプレイ 6/18～7/8 ― ―
交流の間　展示室床の間　外構
受付　情報コーナー

―

芝浦歴史講座「芝浦花街の成立」 6/25 29人 40人
平田秀勝
元港区立港郷土資料館学芸員

500円

【新規】七夕の節句ワークショップ　七夕飾り
を作ろう！

6/27 8組16人 10組
つつみ純子
和文化コンシェルジュ

500円

端午の節句ワークショップ　薬玉を作ろう！ 7/11(延期の上実施） 9組18人 10組
つつみ純子
和文化コンシェルジュ

500円

【新規】日本のむかし遊びを体験してみよう
×2回

7/24 25組（保護者含50人） 30組60人
小学館レクリエーションリー
ダーズクラブ

無料

【新規】能楽入門講座～文化財で学ぶ最古の舞
台芸術～

7/12 38人 40人 野村四郎　観世流能楽師 1,000

子どもの日特別企画
オリジナルちょうちんをつくろう　　×3回

7/25(延期の上実施） 29組58人 45組 しゅんさく　現代美術家 無料

【新規】書のワークショップ　自分だけのうち
わで暑い夏を乗り切ろう！親子編

7/31 8組16人 10組20人 西口貴翠　書家 500円

【新規】書のワークショップ　自分だけのうち
わで暑い夏を乗り切ろう！　大人編

7/31 17人 20人 西口貴翠　書家 500円

【新規】でんぶんかんの夏まつり
型染めでコースターづくり（午前･午後の計2回）

8/9
19人(保護者含38人）/
13人（保護者含26人）

20人/20人 日本伝統文化未来考案室 1,000円

水墨画うちわづくり（午前･午後の計2回） 8/9
17人(保護者含34人）/
12人（保護者含24人）

20人/20人 日本伝統文化未来考案室 1,000円

歌舞伎隈取（午前・午後の計2回） 8/9 20人/17人 20人/20人 隈取屋本舗 無料

楽器演奏体験（午前･午後 随時） 8/9 28人/29人 20人/20人 梅元遥香／小町俊太郎 無料

スタンプで描く手拭（午前･午後の計2回） 8/10
16人(保護者含32人）/
15人（保護者含30人）

20人/20人 日本伝統文化未来考案室 1,000円

コーン型蚊取り線香づくり
（午前･午後の計2回）

8/10
9人(保護者含18人）/
4人（保護者含8人）

20人/20人 日本伝統文化未来考案室 1,000円

歌舞伎隈取 8/10 12人/9人 20人/20人 隈取屋本舗 無料

日本の踊り体験 8/10 27人/21人 20人/20人 須貝麻由／高森彩花 無料

【新規】でんぶんかんの夏まつり
和楽器コンサート

8/15
午前:32人
午後:28人

30人/30人 小池将也（鳴り物他） 無料

【新規】でんぶんかんの夏まつり
獅子舞＆和楽器コンサート

8/22
午前:43人
午後:41人

30人/30人 相模里神楽垣澤社中 無料

伝統文化交流館
指定事業

伝統文化交流館
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番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

③ 伝統文化交流館
指定事業 ＜重陽の節句＞　館内ディスプレイ 8/19～9/12 ― ―

交流の間　展示室床の間　受
付　情報コーナー

―

＜お　月　見＞　館内ディスプレイ 9/19～10月中旬 ― ―
展示室床の間　受付
情報コーナー

―

”でんぶんかん”の芝浦寄席
「秋のらくご会」

9/23 34人 40人 立川生志　立川こはる 3,000円

和食器テーブルコーディネート　お月見編 10/8 23人 25人
大瀬由生子　テーブルアー
ティスト兼料理研究家

無料

芝浦歴史講座「日本初のプロ野球、芝浦に誕生
す　～野球史の中の日本運動協会～」

10/15 22人 40人
井上裕太　(公財)野球殿堂
博物館　学芸員

無料

【新規】はじめての手話狂言 10/24 21人 40人
社会福祉法人トット基金　日
本ろう者劇団

3,000円

【代替】みんなで湾岸フラッグを芝浦の風にの
せよう！(午前・午後の計2回）

11/7
19人(保護者含32人）
6人（保護者含17人）

各回20人 しゅんさく　現代美術家 無料

【新規】
"和の心で包む″ふろしきワークショップ

11/12 9人 25人
つつみ純子
和文化コンシェルジュ

500円

楽しい！興奮！競技かるた体験会 11/20(全2回) 　5人（保護者含6人）
福井典子　東京都かるた協会
会長

無料

楽しい！興奮！競技かるた体験会 11/27(全3回) 　4人（保護者含5人） 無料

人日の節句ワークショップ
しめ縄飾りを作ろう　　　　　　　親子編

12/26 10人(保護者含21人) 10組
大瀬由生子　テーブルアー
ティスト兼料理研究家

500円

人日の節句ワークショップ
しめ縄飾りを作ろう　　　　　　　大人編

12/27 20人 20人
大瀬由生子　テーブルアー
ティスト兼料理研究家

500円

”でんぶんかん”の年忘れ芝浦寄席「芝浜」 12/19 55人 70人 柳家権太楼　柳家さん光 3,500円

＜人日の節句＞　館内ディスプレイ 12/28～1/12 ― ―
交流の間　展示室床の間　受
付情報コーナー

―

甘酒ふるまい 1/4～6
1/4：126杯
1/5：127杯
1/6：96杯

― ― 無料

＜初午＆節分＞　館内ディスプレイ 1/13～2/13 ― ―
交流の間　展示室床の間　受
付情報コーナー

2,000円

＜初午祭＞　地口行灯ワークショップ 1/29 8人(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加) 21人 NPO法人江戸前21 2,000円

【代替事業】
エコプラザ・伝統文化交流館連携企画
近代金継体験＆“映える”エコなテーブルコー
ディネート

1/23 10人

第1回　狐塚仁宏（日本文化
財漆協会所属） 1,000円

(1回目のみ　エコプラ
ザ共催)

【代替事業】
エコプラザ・伝統文化交流館連携企画
近代金継体験＆“映える”エコなテーブルコー
ディネート

1/30 6人
大瀬由生子　テーブルアー
ティスト兼料理研究家 無料

上巳の節句ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ　おひなさまを作ろう！ 2/5 　8人（保護者含16人） 10組
つつみ純子
和文化コンシェルジュ

500円

季節の和食器テーブルコーディネート　雛祭り編 2/11 21人 25人
大瀬由生子　テーブルアー
ティスト兼料理研究家 無料

ひなまつりコンサート
おやこで楽しむ日本の音・琵琶

2/20
10:30～11:30

　5人（保護者含10人） 10組 川嶋信子（薩摩琵琶奏者）他 1,000円/組

40人

伝統文化交流館

10人
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番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

③ 伝統文化交流館
指定事業

ひなまつりコンサート
おやこで楽しむ日本の音・琵琶

2/20
14:30～15:30

　10人(保護者含20人) 10組 川嶋信子（薩摩琵琶奏者）他 1,000円/組

＜桃の節句＞ 館内ディスプレイ／甘酒ふるま
い

2/27
3/3

2/27：43杯
3/3：45杯

―
交流の間　展示室床の間　受付
情報コーナー

無料

＜上巳の節句＞女人舞楽「一人舞」 2/27
①12：30～：20人
②13：30～：23人

一般開放時間来館者
どなたでも

「原笙会」山路禮子 無料

＜上巳の節句＞氷川雅楽会演奏 3/3
①12：30～：22人
②13：30～：23人

一般開放時間来館者
どなたでも

氷川神社雅楽会 無料

伝統文化フェスティバル（登録団体発表会） 3/19
19日：193人
20日：239人
21日：217人

10団体
伝統文化交流館 登録団体
赤坂一期一会プロジェクト/
上方舞の研究会/節栄会ほか

無料/実績数字は当日の来
館者数（他事業参加者「駅
からハイキング」も含）

伝統文化フェスティバル
（プロアーティストによる公演）

3/20 70人 7演目
東一太郎(浪曲)/はさみ屋紙
太郎(紙切り)/宮田陽･昇(漫
才)他

1,000円実売：56人
招待：9名　関係者：5名

伝統文化フェスティバル
（プロアーティストによる公演）

3/21 79人 7演目
春風亭昇々(落語)/竹本越孝
(義太夫)/藤山大樹(和妻)他

1,000円実売：60人
招待：10名　関係者：9名

芝浜小学校開校記念「寿ぎの春」
館内ディスプレイ

3/23～ ― ― ― ―

【新規】親子で笑おう！落語ワークショップ 　5人（保護者含10人） 5組 立川らく次/立川志らぴー 1,000円/組

【新規】親子で笑おう！落語ワークショップ 　5人（保護者含10人） 5組 立川らく次/立川志らぴー 1,000円/組

40,046,000 34,364,029

(2,696,000) (2,702,960)

6 港区から受託する施設の管理運営に関する事業（定款第４条第1項第６号関係）

（1）　指定管理事業者として区から委任を受けた施設の管理運営

番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

① 区から受託した施設の管理運営 360,255,000 335,867,167

(399,051,000) (374,346,722)

360,255,000 335,867,167

(399,051,000) (374,346,722)

400,301,000 370,231,196

(401,747,000) (377,049,682)

伝統文化交流館

６　港区から受託する施設の管理運営に関する事業計

区民センター、生
涯学習センター ほ
か

―

（５ 港区から受託するコミュニティ、スポーツ、文化、生涯学習、健康増進に関する事業計 ＋ ６ 港区から受託する施設の管理運営に関する事業計）

※　港区から受託する指定管理に関する事業計

５　港区から受託するコミュニティ、スポーツ、文化、生涯学習、健康増進に関する事業計

指定管理施設の
管理 ― ― ―

3/27
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7 その他

（１）その他事業費

番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

① 区民センター
自主事業 初心者のための囲碁の会

9/13～12/6
(全12回）

延91人 12人 安井修司、高橋保夫 613,000 475,284 無料

音育ランド（前期） 12/23 130人 60組 音育プレママパーティ (27,000) (18,021) 無料

音育ランド（後期） 2/23 84人 60組 音育プレママパーティ 無料

麻布で体験えとせとら（前期）
9/8～29
(全4回）

延20人 15人 スポーツはなみずきの会 1,000円

麻布で体験えとせとら（後期）
11/20・27
(全2回）

延17人 12人 鳥居坂書道倶楽部 1,000円

楽しい３Ａチャレコミ講座
「ヴォイストレーニングで話や歌の上達、健康増進」

1/12～26
（全3回）

延86人 30人 山岸典子 無料

音楽のさんぽ道 ～０さいからのコンサート～ 12/25 127人 100人 国立音楽大学 無料

麻布の名所・歴史探訪（まち散歩）
1/29,2/6
（全2回）

新型コロナウイルス感染
症の影響により中止

各15人 あざぶ達人ラボ 無料

合同コミュニティ交流会（前期） 上期（1回）
新型コロナウイルス感染
症の影響により中止

30人 ― 無料

合同コミュニティ交流会（後期） 下期（1回）
新型コロナウイルス感染
症の影響により中止

30人 ― 無料

番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

① 区民センター
自主事業 音楽のさんぽ道 ～０さいからのコンサート～ 3/5 222人 400人 東京藝術大学学生 1,071,000 860,230 無料

創作ワークショップ
「Ciao! Luigiのステンドグラス」

7/26、8/6 延14人 6組12人 ルイージ・ベッロボーノ
(94,000) (79,500)

2,000円

赤坂塾生物学講座「そうだったのか！生物学」
前期6/25、7/16
後期 10/8・29

前期延24人
後期延32人

各30人 鈴木健史 1000円

協働参画「木目込み人形/来年の干支作り」 12/11 19人 20人 淀川都（赤坂なでしこ会） 1,500円

国際交流講座　やっぱり行きたいイタリアウイーク
「イタリアの歴史・文化展」2/4 イタリア・デー

2/2～9 90人（2/4) 400人 日伊協会

避難訓練コンサート　 2/19 124人 400人
セーンジャー・山浦文友香・
池田恭子

麻布区民センター

赤坂区民センター

実施を指定され
ている事業以外
で、施設を活用
して行う事業

無料

実施を指定され
ている事業以外
で、施設を活用
して行う事業
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番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

① 区民センター
自主事業 音楽のさんぽ道 ～０さいからのコンサート～ 12/19 107人 70人 洗足学園音楽大学学生 333,000 254,610

しばうらこうなん100冊の本棚 毎月 毎月 ― 港南図書館
(0) (0)

サークル体験入会ウィーク 9/6～12 16団体 ― 在住団体

芝浦港南運河まつり出店 10/31
新型コロナウイルス感染
症の影響により中止

― 町会主催、台場と連携

ベイエリア・ミュージック・バンク 常時 ― ― 芝浦港南地区の音楽団体

番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

① 区民センター
自主事業 キッズ・サイエンス　フェスタ@お台場 12/11・12 48人

80人（親子２名
の組）

Kawasaki Robostage ／船
の科学館

900,000 551,619 無料

芝浦運河まつり共同出店（芝浦港南区民センター） 10/31
新型コロナウイルス感染
症の影響により中止

―
町会主催、芝浦港南区民セン
ター・芝港協働推進課と連携

(60,000) (45,504)
無料

お台場塾「2025大阪万博がきっと、もっと面白
くなる講座」

10/9 23人 100人 ㈱乃村工藝社 無料

利用者交流会
コロナウイルス感染拡
大で延期開催未定

2人 80人 ― 無料

アニメ声優チャレンジ 2/19 13人 15人 東京クールジャパン専門学校 3,500円

音楽のさんぽ道 ～０さいからのコンサート～ 3/5
申し込み121人

参加 68人
100人 武蔵野音楽大学 無料

実施を指定され
ている事業以外
で、施設を活用
して行う事業

無料芝浦港南区民センター

台場区民センター

実施を指定され
ている事業以外
で、施設を活用
して行う事業
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番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

② 生涯学習施設
自主事業 夏休み子ども環境講座 「あかりの教室」 8/28 10組20人 10組20人

パナソニック㈱
ライフソリューションズ社
CSRグループ

2,007,000 1,304,796 1500円

5/31
(Web開催）

　　14人 25人 (897,000) (534,830)

7/26 18人 25人

9/27 25人 25人

11/29 23人 25人

3/7
(Web開催）

17人 25人

ばるーんゼミナール＜実務講座＞
「令和時代を生き抜く生命保険活用術」

6/14
(Web開催）

4/28開催予定を新型コロナイ
ルス感染症の影響により6/14
に延期　6/14　7人

20人 生命保険文化センター 無料

ばるーんゼミナール＜教養講座＞
「能にみる日本の心～自然との共生～」

10/16 27人 25人
金春流能楽師
山井綱雄

500円

ばるーんゼミナール＜教養講座＞
「時代考証の秘密in港区」

11/11・18 37人 各25人 小和田泰経 1,000円

まなび屋
「写真を整理してフォトブックを作りましょう」

7/29 18人 20人
まなび屋登録講師
(高木新氏）

まなび屋
「エンディングノートを書いてみませんか」

11/9(AM・PM) 23人 各15人
NPO法人人まるごと支援
竹内司

まなび屋
「クリスマスポップアップカードづくり」

11/20 13人 12人 今泉裕夫
無料

（材料費：1,000円）

社会教育関係団体研修
2022/12/17
(Web開催）

7団体 10団体
杉並区教育委員会事務局
社会教育主事社会教育推進
担当係長齋藤尚久

無料

地域連携講座
「世界初演の千と千尋の神隠しを観劇しましょう」

3/12 20人 20人
講座：
生涯学習センター
公演：帝国劇場

㈱東宝エージェンシー チケット代：14,500円

ばるーんゼミナール<教養講座＞
レベル別Zoom３講座（入門編）

3/11 7人 10人 つぐなみ合同会社 500円

ばるーんゼミナール<教養講座＞
レベル別Zoom３講座（初級編・中級編）

3/11・18
(Web開催）

3/11（中級）10人
3/18（初級）4人

各20人 つぐなみ合同会社 500円

ユネスコ連携講座
日本の伝統文化「盆石」実演と体験

10/17 28人 20人 水野賀弥乃 500円

ユネスコ連携講座
日本の伝統文化「盆栽」

11/7 30人 30人 川上桂樹（(有)清香園） 2,000円

うたごえ喫茶 7月・3月
新型コロナウイルス感染
症の影響により中止 ― 港区童謡唱歌の会・清水軍治 200円

新橋鉄道講座「大宮車両センターの見学会に行
こう」

夏休み期間
新型コロナウイルス感染
症の影響により中止 ― 大宮車両センター

JR東日本
東日本鉄道文化財団

無料

500円

無料

生涯学習センター

生涯学習センター

ばるーんゼミナール<実務講座＞
「証券投資入門講座」

NPO法人金融と証券を学習す
る会

実施を指定され
ている事業以外
で、施設を活用
して行う事業
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番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

青山絵画の基礎講座
7/29、

8/5・19・28
延36人 各12人 高橋光 3,000円

ポーセリンアート体験教室 9/9・16 延16人 各10人 恩田三奈 2,000円

絵手紙体験教室 11/10・17 延12人 各10人 北崎良子 1,000円

はじめてのヨガ 7/15 7人 10人 キャロル利子 500円

はじめての俳句 6/22・29 延25人 各15人 清水和代 500円

小学生書き初め教室 12/27 8人 10人 寺田恵 500円

根津美術館へ行こう 9月
新型コロナウイルス感染
症の影響により中止 30人 根津美術館学芸員 1,400円

秋山庄太郎写真芸術館連携講座
「ステキに撮りたい♪ やさしい『花』写真アート」

11/30、12/7 延18人 各12人
上野正人（館長）
舘弘美

2,000円

今右衛門連携講座
「重要無形文化財～今右衛門・色鍋島の逸品を
愉しむ～」

3/10 12人 30人 今泉善雄 1,000円

サントリー美術館へ行こう
「ざわつく日本美術」展を楽しむ

8/13 24人 30人 立松克一（副支配人） 1,400円

ばるーん連携歴史講座①、②
 「戦国の合戦」

2/17・24 延25人 各30人 小和田泰経 1,000円

青山経済教室
 「新しいお金・デジタル通貨について」

3/7 11人 30人 中條誠一 500円

まなび屋講座「フラワーアレンジメント教室」 11/24 17人 20人 因幡伸子 1,500円

まなび屋講座「クラフトバンドで手作り小物教室」 1/27 12人 20人 里芽椿音 2,000円

計 4,924,000 3,446,539

(1,078,000) (677,855)

青山生涯学習館
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番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

③ 【新規】★大人と子ども★一緒に楽しむ能楽教
室

8/25 4組9人 15組30人 松木千俊　観世流能楽師 900,000 258,768 500円

【新規】でんぶんかんの夏まつり
スーパーボール掬い、スタンプラリー

8/9・10 延130人 ― ― (2,000,000) (17,671) ―

【新規】JR東日本との協力事業
「浜松町駅からハイキング」

2/14～20 延518人 ―
実績数字は実施期間の
当館入館者数合計

JR東日本との協力事業
「田町駅からハイキング」

3/17～21 延738人 ―
実績数字は実施期間の
当館入館者数合計

【新規】赤坂・一期一会プロジェクトとの協力事業
万葉2022イン東京～万葉集の魅力に触れるイベント
～

3/13 33人
関　隆司(高岡氏万葉歴史
館　課長補佐研究員)

―

【新規】港区教育委員会との協力事業
港区教育史刊行記念講演会
「港区における地域社会の変容と学校」

3/20
会場：24人

オンライン：24人
小林正泰(共立女子大家政
学部児童学科准教授）

―

喫茶事業 年間
6,380件(飲料:3,665
件+軽食:2,715件）

― ― 1,100,000 910,288 ―

物販事業（全国連携　新島ガラス製品/山形小国
町　蔓細工バッグ）

年間 58件 ― ― (0) (1,129,490) ―

計 2,000,000 1,169,056

(2,000,000) (1,147,161)

番号 事業名 実施事業の内容 日時(期間) 実　績 募集・定員等 実施場所 講師等 予算額(円) 執行額(円) 備考

【新規】ヴァイオリン ステラ コンサート 1/10 176人 194人 山中香林ほか 530,000 462,884 無料

【新規】ヴァイオリン ミューズ コンサート
 The 3rd　～高木凛々子リサイタル～

3/21 202人 194人 高木凛々子ほか (170,000) (156,835)
Kissポート 800円

一般 3,000円 学生 500円

　
（2）　事業人件費及び管理費

番号 事業名 実施事業の内容 予算額(円) 執行額(円) 備考

280,447,000 262,353,901

(1,680,000) (2,599,069)
② その他管理費 その他運営費等 10,194,000 8,743,838

(3,960,000) (496,767)

計 290,641,000 271,097,739

(5,640,000) (3,095,836)

7 その他計 298,095,000 276,176,218

(8,888,000) (5,077,687)

総計 965,927,000 847,692,241

(431,127,000) (400,558,153)

周年事業

赤坂区民ホール

伝統文化交流館

伝統文化交流館
ほか区内数か所

実施を指定され
ている事業以外
で、施設を活用
して行う事業

伝統文化交流館

① 管理運営 財団事務局の管理運営
事業人件費・管理人件費・運営事務費

伝統文化交流館
自主事業
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Ⅱ　施設の利用状況

①麻布区民センター

区　　分 件　　数 延利用人員 区　　分 件　　数 延利用人員 区　　分 件　　数 延利用人員
区民ホール 763件 16,102人 会 議 室 603件 3,330人 計 3,863件 31,880人
集 会 室 709件 2,865人 第一和室 599件 2,260人 平均利用率
講 習 室 694件 5,329人 第二和室 495件 1,994人

②芝浦港南区民センター

区　　分 件　　数 延利用人員 区　　分 件　　数 延利用人員 区　　分 件　　数 延利用人員
区民ホール 708件 17,157人 講 習 室 651件 4,892人 計 3,716件 35,292人
第一集会室 487件 3,434人 第一和室 541件 3,111人 平均利用率
第二集会室 495件 2,733人 第二和室 734件 3,965人

③赤坂区民センター

区　　分 件　　数 延利用人員 区　　分 件　　数 延利用人員 区　　分 件　　数 延利用人員
区民ホール 510件 18,853人 研 修 室 593件 4,788人 第二和室 621件 2,489人
多目的室 599件 5,482人 美 術 室 467件 1,558人 リハーサル室 611件 935人

第一会議室 485件 6,785人 調 理 室 278件 1,229人 計 5,311件 49,324人
第二会議室 469件 2,699人 第一和室 678件 4,506人 平均利用率

④台場区民センター

区　　分 件　　数 延利用人員 区　　分 件　　数 延利用人員 区　　分 件　　数 延利用人数
区民ホール 744件 14,387人 会 議 室 358件 2,066人 図 書 室 貸出し 52,710冊 80,539人
第一集会室 492件 2,087人 和　　室 415件 2,527人 展示ロビー 2件 －
第二集会室 499件 2,085人 計 2,508件 23,152人 平均利用率

63.07%

59.27%

59.80%

47.60%
※図書室延利用人数は新聞・雑誌閲覧者含む入室者数となります。
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⑤生涯学習センター

⑥青山生涯学習館

⑦伝統文化交流館

4,164人

302学習室
1,754人 301学習室402件

352件 1,662人

2,443人

356件
243件 52.97%2,668人 平均利用率

延利用人員
305学習室

336件
7,331人

延利用人員件　　数
378件

区　　分
453件

レクリエーションルーム

件　　数

549件

区　　分 件　　数 延利用人員 区　　分
2,871人101学習室 368件 4,118人 205学習室

201学習室 2,023人

9,062人

473件

204学習室
303学習室

357件 2,158人 304学習室
203学習室 399件 1,945人
202学習室 1,178人

34,751人2,879人 4,716件計

3,136人
37.40%平均利用率

計 1,222件
延利用人員延利用人員 件　　数

学習室３ 288件
学習室２

区　　分 件　　数
学習室１ 294件

349件
2,300人 図 書 室

1,183人 学習室兼レクリエー
ションホール

延利用人員 区　　分 件　　数 区　　分

貸出冊数　40,063冊貸出者数　14,308人

291件

区　　分
交流の間（貸館及び主催事業）

施設見学者

件　　数
408
-

延利用人員
4,674人
6,321人

平均利用率
38.30%

-
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Ⅲ  会議の開会状況 

　　（１）理事会

回数 開会年月日 議 事 内 容
第１回 〈決議事項〉

(書面表決) (1)議案第１号　令和２年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団事業実績報告について
(2)議案第２号　令和２年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団計算書類等について
(3)議案第３号　令和２年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団評議員会の招集について
(4)公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団役員の選任について
〈報告事項〉
(1)令和2年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団理事長等業務執行理事の職務執行状況の報告について

第２回 令和3年6月4日 〈決議事項〉
(書面表決) (1)議案第１号   公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団常務理事選任の件について　

第３回 令和3年10月25日 〈提案事項〉
(書面表決) （1）臨時評議員会（書面会議）の開催について

第４回 令和3年11月10日 〈決議事項〉
（1）議案第１号　令和３年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団評議員会の招集について
（2）議案第２号　令和３年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団評議員選定委員会選定委員の選任（案）について
（3）議案第３号　令和３年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団事業計画変更（案）について
（4）議案第４号　令和３年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団補正収支予算（案）について
〈報告事項〉
（1）令和３年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団理事長等業務執行理事の職務執行状況（令和３年度上半期事業の実績）の報告について
（2）令和３年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団上半期事業実績報告書（案）について
（3）令和３年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団上半期決算書（案）について
（4）公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団改革方針について

第５回 〈決議事項〉
（書面表決） （1）議案第１号　令和４年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団事業計画書（案）について

（2）議案第２号　令和４年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団収支予算書（案）について
（3）議案第３号　令和４年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団評議員会の招集について
〈報告事項〉
　　　　　　　　公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団改革について

第６回 〈提案事項〉
（書面表決） （1）議案　公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団事務局長の任命について

令和3年5月11日

令和4年3月15日

令和4年3月25日
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　　（２）評議員会

回数 開会年月日 議 事 内 容
第１回 〈決議事項〉

(書面表決) (1)議案第１号  令和２年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団決算書について
(2)議案第２号　公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団役員の選任について

〈報告事項〉
(1)令和２年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団事業実績報告書について

第２回 令和3年11月2日 〈決議事項〉

(書面表決) （1）議案第１号　公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団役員の選任について

第３回 令和3年11月18日 〈決議事項〉
（1）議案第１号　令和３年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団評議員選定委員会選定委員の推薦（案）について
（2）議案第２号　令和３年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団事業計画変更（案）について
（3）議案第３号　令和３年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団補正収支予算（案）について
〈報告事項〉
（1）令和３年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団上半期事業報告書について
（2）令和３年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団上半期決算書について
（3）公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団改革方針について

第４回 令和4年3月28日 〈決議事項〉
（1）議案第１号　令和４年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団事業計画書（案）について
（2）議案第２号　令和４年度公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団収支予算書（案）について
（3）議案第３号　公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団理事の選任について

〈報告事項〉
（1）公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団改革について

令和3年5月18日
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　　（３）評議員選定委員会

回数 開会年月日 議 事 内 容
第１回 令和3年6月28日 〈決議事項〉

(書面表決) (1)議案第１号  公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団評議員の選任について　

第２回 令和3年8月5日 〈決議事項〉
(書面表決) (1)議案第１号  公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団評議員の選任について　
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