
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



公益財団法人　港区スポーツふれあい文化健康財団   

愛称（Kissポート財団）

令和４年度　事業方針     

（１）  財団が区民の身近にあり、区民のために働く姿勢を基本と
し、町会や自治会をはじめとした地域の団体等との結びつき
を強化するため、積極的に地域に出て、地域の声に耳を傾
け、地域のニーズに沿ったきめ細かな事業を展開します。

（２）  東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシー
を継承し、区内外の外郭団体をはじめ、区内大学、企業、大
使館等の地域の活動主体と結びつきを強め、国籍、年齢、障
害の有無に関わらず、誰もが楽しみながら参加できる先駆
的・魅力的な事業を創出します。

（３）  新型コロナウイルス等の感染症から事業参加者及び施設利用
者の生命と健康を守るための対策を徹底します。
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（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　　　　　　　　　　

事業をとおした組織づくりを支援します。 ＊新規事業 （単位：千円）

事業費 事業等の収入 区からの補助金

67,612 5,988 61,624

事業費 事業等の収入 区からの補助金

165,830 580 165,250

233,442 6,568 226,874

⑦ふれあいイベント共
通費

小学生までの児童を対象とした書道の展示会を開催し、成果発表の機会を提
供します。

補助金事業　コミュニティ振興　計

253

広報・事業推進課

100,000

③自然とのふれあい
交流事業

②MINATOシティハー
フマラソン

⑤季節のイベント

ふれあいイベントの共通消耗品等を購入します。

④地域とのふれあい
イベント

港区一帯　11月20日開催予定

642

253

 ・東京ベイ・クリンアップ大作戦（３回 延2,500人）

223

マラソン課

　港区内の公道を走るイベントであり、区・財団・東京商工会議所等の区内団
体で構成する実行委員会形式で開催します。東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会のレガシーを継承し、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、マラソン大会を実施します。
（約5,500人）

 ・梅まつり（延700人）

0

1,455区民の交流とコミュニティの育成を図るため、季節のイベントを実施しま
す。

広報・事業推進課

1,257

 ・ふれあいどうぶつえん（２回 延1,800人）

 

 ・子どものびのび書展（応募作品数 200点）

0

広報・事業推進課

小計

⑥ふれあい展示会

区民の方に、動物と触れ合うことで、生き物を大事にする気持ちを養い、命
について考えるきっかけの場を提供します。

広報・事業推進課

△ 2796

0

62,000①みなと区民まつり 0

事業名・担当

 ・ハンドベル 等

④Kissポートスタッ
フ

（２）コミュニティ振興の活動推進事業「ふれあいイベント」

③グループの育成、
組織づくりの支援

目的・内容

地域で自主的に活動しているグループを支援し、地域コミュニティの活性化
を図ります。

62,000港区最大のイベントであり、実行委員会形式のもと区民等の団体が中心と
なって開催します。地域に貢献するよう区民相互の交流とコミュニティ振興の
場を提供します。

目的：区民の交流とコミュニティの育成、港区の地域特性を生かしたイベントを実施することで、交流とふれあいの輪を広げます。
また、自然豊かな地方との交流を通じた仲間づくりの場を提供しています。

芝公園一帯　10月８日・９日開催予定

広報・事業推進課

69

25

 ・コンサート会場での接客スタッフ、通訳　等

0

 ・区民まつり特集号の発行（年１回）120,000部

目的・内容

5,892

　　　120,000部　　新聞折込配布・区内主要地下鉄駅等配置

 ・MINATOシティハーフマラソン特集号の発行（年１回）120,000部

地域住民によるボランティアスタッフを組織し、事業の効率化と地域性を高
めます。

25

広報・事業推進課

0

237

　　　　　　　　　　（延235,000人）広報・事業推進課

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
（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

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）  

50,626

 コミュニティの育成を図るために、必要な情報を収集し提供します。 11,000

 ・コミュニティ情報誌「キスポート」の発行（月１回）

①コミュニティや財
団の事業情報の提供

目的：区民に役立つ情報の収集に努め、各種媒体を通じて区民に利用しやすく、分かりやすく情報を提供するとともに、イベント等の

各地域で活動している団体等のイベント情報や会員の募集、スポーツ・健
康・生涯学習・ふれあい事業、文化鑑賞事業の開催等の情報を提供します。

②コミュニティ情報
誌の発行等

11,000

 ・ホームページの維持管理等広報・事業推進課

広報・事業推進課

56,518

事業名・担当

小計

223

405

0 100,000

1,280

1,257

175

 自然豊かな海や里山に行き、地域の人たちと共に豊かな自然と触れ合う体験
ができます。

 ・いわき海と山の冒険隊（親子40人）
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＊新規事業

事業費 事業等の収入 区からの補助金

16,307

27,618 5,283 22,335

事業費 事業等の収入 区からの補助金

12,640 3,616 9,024

事業費 事業等の収入 区からの補助金

※みなと区民スポーツ・体育祭の事業費は、１（2）①みなと区民まつりの事業費に含まれています。

40,258 8,899 31,359

小計

6,327

232

9,711 3,384②区民スポーツ大会

目的・内容

目的：競技としてのスポーツ大会、ふれあいとしてのスポーツまつりを開催し、幅広く区民に参加を呼びかけます。スポーツ振興と区民のス
ポーツ意識、意欲の高揚を図ります。

－「みなと区民まつり」の一環として、体育協会加盟団体と体育祭参加団体が
各競技種目の大会を開催します。併せて、スポーツセンターで、スポーツに親
しみ、ふれあう「みなと区民スポーツ・体育祭」を開催します。
(延10,000人）

みなとパーク芝浦一帯　10月10日（月・祝）開催予定

（３）区民スポーツ・体育祭

－み な と 区 民 ス ポ ー
ツ・体育祭

－

日頃の練習の成果を発揮する場と区民相互の交流を深める機会を提供しま
す。また、MINATOシティハーフマラソンとともに、オンラインマラソン大会も
提供します。

スポーツ事業課

事業名・担当

スポーツ事業課

目的：スポーツを続ける上での目標、成果発表の場を提供することにより、スポーツへの参加意欲の向上や楽しみを広げます。

2,929

スポーツ事業課

小計

①スポーツ教室

2,697

220

事業名・担当

スポーツ事業課

目的・内容

小・中学生を対象とした大会。練習の成果を発揮する場と他チームとの交流
を深める機会を提供します。

①ジュニアスポーツ
大会

 ・レディーススポーツ大会　　・MINATO　ONLINE　RUN&WALK2023
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（延1,200人）

補助金事業　スポーツ振興　計

 ・小中学生サッカー大会
 ・小中学生野球大会
 ・小学生バスケットボール大会
　　　　　　　　　　　　　　　         （延2,200人：110チーム）

目的・内容

個人では準備できない器具などを利用するスポーツや一流講師を招いて教わ
る機会をスポーツ教室として開催します。また、スポーツの楽しさを「リア
ル」と「オンライン」の両面から体験できる場を提供します。

小計

5,06311,311

（１）スポーツ教室等事業

ラグビーの観戦機会の提供、障害者と健常者がともに楽しめるイベント、東
京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとなるような教室を
実施します。

スポーツ事業課  ・トライアスロン教室(入門編/実践編）
 ・ロゲイニング（＊スポーツ/観光）
 ・ラート体験教室（子ども/大人）　・ラート定期教室
 ・トランポリン体験教室　　　　　 ・オンライン事業
 ・筋力アップトレーニング（春・秋）
 ・レスリング体験教室                        （延1,100人）

目的：各種スポーツ教室やイベントを開催することにより、スポーツを始めるきっかけと楽しむことができる場を広く提供します。

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）

事業名・担当

16,087

6,248

 ・障害者スポーツの集い　・特別支援学級フットサル教室
 ・車いすバスケットボール体験会　・Kissポートボウリング
 ・フェンシング体験教室（子ども/大人）
 ・昭和カップボウリング（65歳以上）
 ・ブラインドサッカー体験教室  ・＊HADO（eスポーツ）
 ・ラグビー普及事業等（幼児・＊小学生・大人のタグラグビー教室、
   観戦チケットプレゼント等）
 ・スポーツボランティア活動　・＊スポーツ防災
　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　  （延3,900人）

②スポーツイベント

（２）スポーツ大会事業
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（１）文化振興に関する事業

事業費 事業等の収入 区からの補助金

81,503 8,257 73,246

事業費 事業等の収入 区からの補助金

1,702 905 797

83,205 9,162 74,043

事業費 事業等の収入 区からの補助金

6,868 1240 5,628

6,868 1,240 5,628

363,773 25,869 337,904

補助金事業　健康増進　計

広報・事業推進課

目的・内容

広報・事業推進課

　区民や町会・自治会等の地域住民が、住み慣れた地域で身近に参加できる健
康づくり　の取組を推進
・町会・自治会等と連携（からだ測定・健康相談等）
・医師会連携によるラジオ体操・がん予防・啓発等の取組広報・事業推進課

8,205

②小中学生学習講座

52

30

広報・事業推進課

②母親及び子どもへ
の健康支援

①地域連携による健
康づくりの推進

　出産から育児まで不安やストレスを抱えやすい母親に対して、心身ともに健
康でいられるように、産前産後サロン講座等や母親が乳幼児とともに参加で
き、母子のふれあい創出や子供が伸びやかに成長できるよう保健所と連携した
事業の実施。
・産前産後のママケアサロン
・マタニティヨガ、親子ピラティス、ベビーマッサージ講座等

1,222

（２）生涯学習の支援事業

347

54,646

 ・教育施設等へのアウトリーチ

875

事業名・担当

480

 ・港区内５大学　(延1,000人）広報・事業推進課

事業名・担当

 ・Kissポートミュージック（延1,600人）
　  ヴァイオリンミューズコンサート（320人）
　　N響によるコンサート（小学生入場可 320人）
　　音楽のさんぽ道（５回 320人）
　　ふれあい親子コンサート（未就学児可　２回 延640人）

目的：区民の生涯学習のニーズに応じた講座等を提供するとともに、区内の大学等と連携し、区民の学習の機会を支援します。また、
生涯学習団体等と連携し、区民に対し学習の場と情報を提供します。

26,805

 ・Kissポートクラシックコンサート（1,600人）

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）

目的・内容

18,600

文化芸術課

　 　バリアフリー演劇（320人）

音楽や演劇等、質の高い文化芸術活動を発信し、年齢や障害の有無によらず
誰もが参加鑑賞できる機会を提供します。

 ・ぴあゲッティ（チケット販売システムの運用）

 ・共生社会推進事業

　 　ソーシャルサーカス（障害保健福祉センター160人、
     障害者福祉支援ホーム南麻布30人、子ども家庭総合支援センター30人）

①ふれあい鑑賞事業

（1）健康づくり活動支援事業

450

目的：区民のために、健康づくりや健康情報の発信・提供による健康増進知識の普及啓発を図りつつ、時代の変化に即した健康に関す
るイベントや講座等を実施します。

目的：文化芸術振興のため、区民に幅広く質の高い文化芸術等を提供し、区民相互の交流を図り、文化、コミュニティの場をつくりま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊新規事業

 小・中学生がものづくりを通じて創造性、可能性を育むための学習体験の場
を提供します。(20人)

文化芸術課

①みなと区民大学

目的・内容

②文化芸術の啓発・
体験・支援型事業

54,698次代を担う層に向けて学校に出向き、さまざまな文化芸術体験・鑑賞の機会を
提供します。港区の文化芸術団体の育成のための支援を行い、新しい芸術活動
や情報が常に行き交う環境を整えます。

 ・みなとシネマフェスタ（５地区６会場 1,800人）※共生社会に資する
   映像文化の発信

小計

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）

補助金事業　文化振興・生涯学習支援　計

 ・港区文化芸術活動サポート事業（200万円区分５団体、50万円区分10団体）

 大学との連携による公開講座を開催し、各分野の専門講師により、主として
現代の諸問題について学びます。

    ②学校音楽等芸術教室（小中学校18校）※児童相談所含

 ＊港区芸術団体ネットワーク会議（２回）

　不適切な食生活、運動不足や喫煙等による生活習慣上の乱れは、三大疾病等
の発生原因にもなります。生涯を通じて誰もが健康で心豊かに生活していける
よう多世代に向けた健康保持増進の取組を推進。
・食育講座
・チェアバレエエクササイズ（高齢者対象）
・メンタルヘルスケア講座等

    ①ふれあいアート
  （区内幼稚園26箇所、区内保育園等69施設、児童発達支援センター１施設）

 ・文化芸術に関わる専門性向上のための財団内職員研修

小計

事業名・担当

③多世代にわたる健康
保持増進の取組

補助金事業　計
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事業費 事業等の収入 区からの指定管理料

4,810 813 3,997

2,360 128 2,232

3,437 0 3,437

18,648 0 18,648

38,920 2,101 36,819

芝浦港南区民センター

 ・赤坂地区カラオケ交流会（２回 100人）

 ・お台場おはなし会(月１回/年９回 延54人）

 ・レインボーコンサート　※R４年は芝浦港南開催　（隔年度で交互に開催）

 ・令和４年度第27回　お台場夏祭り(延2,000人）

 ・趣味サークル・カラオケ（９回 延90人）

 ・コミュニティみなと（１回）

 ・「音楽と講談の贈り物」（１回 200人）

 ・英語で遊ぼう！（６回×年２回 各10人）

 ・レインボーコンサート　※台場と合同（R４年度開催場所は芝浦港南）

 ・懐かしの映画会（３回 延600人）

 ・技能育成講座「はじめての講談」（５回 20人）

 ・「和のこころ」香道であそぶ（年４回 各28人）

 ・芝浦港南フリーマーケット (70店×２回、50店×１回）
 ・芝浦港南ふれあいまつり (延2,000人)

 ・体験講座（フレンチ薬膳・ヨガ体験・ステンドグラス　４回 80人）

 ・「和の楽器」三線講座（５回 10人）

 ・「和とエコを学ぶ講座」苔玉作り（２回 20人）

 ・赤坂JAZZフェスティバル(１回 200人)

 ・コミュニティみなと（１回）

 ・和のマナー講座（１回 10人）

 ・区民センターギャラリー

赤坂区民センター

 ・ジャズバレエ（10回 20人）

 ・コミュニティみなと（１回）

 ・夏休み子ども大会(１日 100人）

 ・「Ciao チャオ」から始めるイタリア語講座(８回 12人）

 ・子ども英語劇鑑賞会（４回公演 延300人）

 ・麻布ジャパニーズクラス（８回 12人）

国際交流も含めた異文化的事業や、長年地域に根ざした演劇を中心とする文化
芸術事業など、質の高い個性的な事業活動を積極的に推進しています。

 ・区民センターギャラリー

4,706

4,545
麻布区民センター

目的・内容

（１）指定管理事業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

746 3,799

 ・夏まつり（ワークショップ/コンサート）　８月実施
 ・講座(月１～３回　のべ年間33回実施予定)

 ・伝統文化フェスティバル　プロ公演（１回）

 ・私のビタミン講座「戦国史への招待」（６回 40人）

 ・フェスティばるーん（25,000人）

 ・オリンピック・パラリンピック事業(40人）

 ・資産形成入門講座（１回 24人）

　 さくらだ学校　企画運営委員会（10回 延80人）

 ・公演事業（月１回 年間12回実施予定）

 ・語り部学習会（７・８月を除く第２・４水曜、各６～８人）

指定管理事業　計

伝統文化交流館

台場区民センター

 ・お台場ハロウィン（１回 200人/周辺エリアスタンプ巡回含む）
 ・コミュニティみなと（１回）

 ・「和とエコを学ぶ講座」古布活用ぞうり作り(３回 10人）

 ・冬休み子ども大会(１日 100人）

 ・技能育成講座「はじめての能楽」（５回 20人）

 ・赤坂ふれあいコンサート（３回 延600人）

生涯学習センター
 ・さくらだ学校（４回 延200人）

 ・ベビーマッサージ＆ベビーヨガ教室（オンライン事業 延８組）

 ・お台場ふれあいフリーマーケット（２回 出店延48店）

 ・サークル発表会＋体験ウイーク( レインボーコンサートと隔年実施150人）

 ・親子教室（２回 10組20人）

 ・「和のこころ」落語から学ぶ（３回 35人）

 ・協働参画体験講座（５団体）

 ・ご節句　館内ディスプレイ（月５～７回）

 ・伝統文化フェスティバル　登録活動団体発表会(１回)

 ・伝わる・つながる英会話（６回 10人）

 ・楽しいハワイアン（８回 15人） 

5,120 414

 ・区民センターギャラリー（R４年７月以降改装予定）

 ・赤坂コミュニティまつり　(延2,000人）
 ・サークル活動発表会(１回 200人)

 ・区民センターギャラリー

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）

 ・能に親しむ－謡（うたい）（５回 20人）

事業名・担当

 ・初歩からの水彩スケッチ講座（６回 20人）

 ・リズムであそぼ！（６回 40組）

 ・麻布区民センターふれあいまつり（延1,700人）
 ・麻布演劇市（８劇団40公演  延4,000人）
 ・麻布アクターズスクール(20回 15人）
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事業費 事業等の収入 区からの指定管理料

359,222 0 359,222

(内訳）

359,222 0 359,222

398,142 2,101 396,041

事業費 事業等の収入 事業の原資

619 197 繰越金を充当

 ・０才からのファミリーコンサート（１回 175人）

1,228 254 繰越金を充当

352 60 繰越金を充当

 ・区民センター利用団体交流イベント（20人）

212 50 繰越金を充当

1,341 518 繰越金を充当

 ・青山絵画の基礎講座（４回 延48人） 505 264 繰越金を充当
 ・ポーセリンアート体験教室（２回 延20人）
 ・絵手紙体験教室（２回 延40人）
 ・はじめてのヨガ（１回 10人）
 ・はじめての俳句（２回 延30人）
 ・小学生書き初め教室（１回 10人）
 ・根津美術館連携講座（１回 30人）
 ・秋山庄太郎写真芸術館連携講座（２回 延20人）
 ・サントリー美術館連携講座（１回 30人）
 ・今右衛門連携講座（１回 30人）
 ・ばるーん連携講座（歴史、伝統文化等）（１回 30人）
 ・青山経済教室（１回 30人）

目的・内容

 ＊楽しいチャレコミ講座（３Ａ）（前期５回 20人、後期３回 15人）

目的・内容

指定管理施設の管理

各施設

 ・創作ワークショップ（２回 12組）

赤坂区民センター 　「みる（鑑賞）」「する（表現）」「支える（支援）」

 ・麻布で体験えとせとら（前期４回 15人、後期２回 12人）

　　・人件費　　　　　　　　　　　 　　　192,122

　　・生涯学習センター・青山生涯学習館　　41,153

　国際交流と文化芸術のにぎわい拠点

指定管理　計

事業名・担当

麻布区民センター

 ・サークル体験入会ウィーク

　地域住民特性及び地域資産を活かした事業展開

 ・しばうらこうなん100冊の本だな

 ・０才からのファミリーコンサート（１回 200人）

 ・赤坂塾　生物学講座（２回 40名）、歴史講座（２回 40名）

 ・国際交流関連講座

　施設の効率的な利用を図り、住民の自主的な活動の場として広く住民に開放
し、施設を媒体としたコミュニティの育成に役立てます。そのため、区から受託
した施設の管理運営を行います。

指定管理施設  計

　　・区民センター（４施設）　　　　　 　 97,592

（１）その他事業

　補助金や指定管理料の範囲外で行う事業    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊新規事業

７　その他

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

　　・伝統文化交流館　　　　　　　　　　　28,355

 ・芝浦運河まつり出店参加（芝浦港南区民センターと合同事業 50人）

事業名・担当

 ・初心者のための囲碁の会（12回 15人）

 ・麻布の名所・歴史探訪　まち散歩（２コース各２回 計４回 各15人）
 ・音育ランド（体験学習型コンサート）（２回 各100人）

 ＊区民センター利用団体交流イベント（20人）

 ・協働参画事業：木目込み人形を作ろう！（１回 20人）

 ・まなび屋講師活用講座「クラフトバンドで手作り小物教室」（１回 20人）

 ・ばる～んゼミナール教養編（時節テーマ、古典芸能、歴史）（７回 175人）

 ・０才からのファミリーコンサート～（１回 200人）

 ・まなび屋講師活用講座「フラワーアレンジメント教室」（１回 20人）

 ・避難訓練コンサート（１回 200人）

 ＊区民センター利用団体交流イベント（20人）

 ・地域連携講座（１回 30人）

　新しい街のあり方と未来をつなぐ交流拠点

 ・音楽のさんぽ道　～０才からのコンサート～（１回 200人）

青山生涯学習館

 ・新橋鉄道講座(３回 180人）

 ・ばる～んゼミナール実務編（証券講座、生命保険、金融入門講座（５回 150人）
 ・夏休み子ども環境講座（２回 40人）20組

 ・まなび屋事業紹介講座（５回 30人）

 ・うたごえ喫茶（２回 120人）
 ・ユネスコ連携講座（３回 60人）

生涯学習センター

 ・芝浦運河まつり出店参加（台場区民センターと合同事業 50人）

 ・ベイエリア・ミュージックバンク

 ・電気の不思議（１回 20人）

芝浦港南区民センター

台場区民センター

 ・社会教育関係団体指導者育成研修（１回 10団体）
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事業費 事業等の収入 事業の原資

2,314 1,019 繰越金を充当

 ・全国連携物販
 ・オリジナルグッズ制作・販売
 ・マルシェ

 ・０才からのコンサート（２回）
 ・国際交流協会連携事業（１回）
 ・競技カルタ体験会（１回）

6,571 2,362

事業人件費及び管理費 預金利息等収入 事業の原資

304,595 2,592 302,003

2,000 0 繰越金を充当

306,595 2,592 302,003

  預金利息等収入は、基本財産運用収入、寄附金収入、雑収入です。
　また、前年度からの繰越金等を一部充当しています。

 ・喫茶事業（通年）

※事業等の収入は、事業収入(事業運営収入、広告料収入）、負担金収入です。

事業実施のための人件費及び財団事務局の管理運営費

　　・運営事務費                               64,743

目的・内容

　　・事業人件費　　　　　　　　　　　　　　　146,575

事業名・担当

管理運営費

（内訳）

管理運営費  計

その他管理費

　　・その他人件費　　　　　　　　　　　　　　 18,756

その他事業費　計

　　・管理人件費　　　　　　　　　　　　　　　 74,521

（２）事業人件費及び管理費

伝統文化交流館

 ・観世流松能会　能楽教室（１回）

事業名・担当 目的・内容

 ・夏まつり（縁日イベント１回）
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 (１) 理事会

回

第１回

第２回

第３回

（２）評議員会

回

第１回

第２回

第３回

なお、定時以外に臨時で招集する場合があります。

議事予定内容

令和５年３月

(１) 令和５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) 令和５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) その他

令和５年３月

(１) 令和５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) 令和５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) 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第３回評議員会
 の招集について
(４) その他

招集予定年月

(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事業実績報告
 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計算書類等(案)
 について
(３) その他

(１) 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上半期事業実績報告(案)
 について
(２) 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上半期計算書について(案)
 について
(３) 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第２回評議員会
 の招集について
(４) その他

(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事業実績報告(案)
 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計算書類等(案)
 について
(３）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第１回評議員会
 の招集について
(４) その他

議事予定内容

令和４年度会議予定

令和４年１１月

令和４年５月

招集予定年月

令和４年１１月

(１) 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上半期事業実績報告書
 について
(２) 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上半期決算書について(案)
 について
(３) その他

令和４年５月
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