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2020年度活動報告 

 

Ⅰ．総 括  

 

活動 19 年目の 2020 年度は、残念にもコロナウイルス災禍に見舞われ、２度

にわたる緊急事態宣言発出でスポーツ環境が一変しました。会員皆様も活動停止

で日常生活にも支障がきたし不安の中に過ごされた方も多かったのではないか

と思います。ピボットフットといたしましても活動拠点である施設が閉鎖され教

室運営に苦慮した時期もありましたが、指導者の知恵と工夫と会員保護者の皆さ

まのご協力があって全体の活動水準は下がりましたが、後半少し持ち直し、持続

化給付金等補助金含め、決算も若干の赤字で終了することができました。これも

ひとえに関係皆様のお陰と改めまして感謝申し上げます。コロナは必ず終息しま

すが、終息後の社会構造の変化や生活スタイルが大きく変わるだろうその中で、

スポーツや運動の在り方が問われ、役割もさらに大きくなると予測されます。そ

のためにもますます地域スポーツクラブが国内のスポーツ界を支える地域の原

動力として、また、地域社会の課題解決プラットフオームとしても重要な役割を

担うことになると考えられます。 

あらためて日本のスポーツ界を底辺で支える我々地域スポーツクラブの地道

な活動が国民生活にとって必須となり今後の展望に大きな期待が寄せられるこ

ととなります。 

 

１．  理事長が理事で参画している（一社）全国スポーツクラブコミッション

が共催する第 14 回全国スポーツクラブ会議が、初めてオンラインで 2021

年１月23日に開催され全国から地域スポーツクラブ関係者延べ200人が参

加し研鑽・研修を行いました。（一社）東京スポーツクラブコミッション・

（一社）おおたスポーツコミッションとも連携し無事終了することができ

ました。ピボットフットもメンバーとして参加しました。 

２．  地域総合型スポーツクラブの立場から（公財）日本スポーツクラブ協会

常務理事として桑田理事長が委嘱され参画することで、組織間連携強化の

進展に弾みがつきました。 

３．  会長に理事長が就任している（一社）東京スポーツクラブコミッション

としても全国スポーツクラブ会議をテーマに、東京都内で活躍する 11 の

リーダー的総合型スポーツクラブを中心に連携強化が進み、東京における

地域スポーツクラブのネットワーク化が進展しました。 
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４．  大田区では、2018 年３月に改訂された大田区スポーツ推進計画に記載

され、区内のスポーツ財産を繋ぐ役割として、初代理事長に就任した桑田

理事長が（一社）おおたスポーツコミッションとして、大田区スポーツ審

議委員会に「Ota Sports United Project」構想を発表しました。また、（公

財）大田区スポーツ協会の理事に理事長が就任していることで、大田区ス

ポーツ協会と地域スポーツとの連携強化も進行しました。 

５．  大田区総合型スポーツクラブ連絡協議会（おおた地域スポーツネットワ

ーク/ピボットフットもメンバーとして参加）が中心に 11 月 29 日大森ス

ポーツセンターで、第六回大田スポーツ健康フエスタが初めてオンライン

で開催されコロナ禍でも運動の機会提供で評価を得ました。また、地域ス

ポーツネットワークとして毎月一度経営者会議を早朝に開催し、区内にお

ける具体的な地域スポーツ振興の議論が深まりました。 

６．  本年度も㈱ジェイコム大田放送番組審議会委員として理事長が委嘱を

受け、スポーツ振興を現場の立場からメデイアに提案を行いました。また、

高知県知事主催での高知県民会議のアドバイザーとして理事長が委嘱さ

れ、高知県のスポーツ推進計画に経験を生かし様々な提案を行いました。 

７．  ピボットフットとして 2020 年度は、大森第十中学校の部活動へ 1 種目

（野球）に指導者派遣のお手伝いしました。また、「大田区内中学校部活

動外部指導員」の公募にピボットフットからバスケットボール教室指導者

の広田コーチが採用され、４月度から大田区立馬込中学校に勤務し新たな

中学校の部活動の提案を行い、今後地域と学校部活動の協働が強まるもの

と期待されます。また、将来の学校部活動の地域受け皿の一つとして地域

クラブの体制も今後の検討課題となります。 

８．  都立蒲田高校とはエンカレッジスクール 13 年目にあたり、継続して体

験授業の市民講師を、ピボットフットから 3 種目の授業に講師を継続派遣

しました。また、理事長が本年度も蒲田高校および都立雪谷高校から学校

運営協議会の委員として委嘱を受け参加しスポーツの専門家として種々

提案をさせて頂きました。 

９．  運営委託を受けているヤマト運輸㈱羽田クロノゲートフオーラムも

2020 年度のアリーナ稼働率 0.03％、利用延べ人数 82 人、トレーニング

ジム利用延べ人数 0 人と年間通してコロナの影響で閉館を余儀なくされ

ました。フオーラムでのピボットフットとしての自主事業で、中学生や成

人一般へのバスケットボール教室、主婦熟年層への機能改善体操、小学生

のリズムダンスの各教室も開催することができませんでした。一方、休館

期間に業務見直しを行い、マニュアル化、IT 化が進み開館を待つばかり

となりました。 
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１０．  さらに、理事長が監督を務めているヤマト運輸女子バスケットボールチ

ームも発足 7 年目となり、コロナ下でリーグ戦日程の変更等ありましたが、

本年度も実業団東日本リーグ B ブロック５位で全国チャンピオンシップ

にも 4 年連続の出場権を得ましたが、コロナの影響で静岡本大会には不参

加となりました。 

１１．  基幹事業である①バスケットボール教室は、小学生から成人まで 8 クラ

スの開催で年間 91 人の参加者を迎え、②テニス教室で 30 人、③高齢者対

象の健康体操教室で 16 人、④チアリーディングでは、雪谷・出雲・池上

教室合計で 191 人、⑤クロスミントン教室で 12 人、⑥ビートフイットネ

ス教室で 16 人、⑦リズムダンス教室では、蒲田・羽田・大森教室合計で

72 人、⑧サッカー教室で 5 人、⑨機能改善教室で 14 人、⑩大人のバレー

ストレッチ教室で 21 人、⑪忍者ナイン教室で 109 人、⑫ランニング教室

で 19 人、⑬SPAS かけっこ教室で 10 人、⑭フライングデスク教室 2 人、

⑮バスケットボールフリータイムの開催は中止、⑯バスケットボール雪谷

シニアチームと羽田一般チームも活動停止、2020 年度倶楽部在籍総数は、

606 人で、年間延べ教室開催は 1,340 回、延べ参加者は 21,698 人となり

ました。ヤマトフオーラム利用延べ人数を加えると 21,780 人にピボット

フットが提供するスポーツソフト・ハードに参加して頂けたことになりま

したが、コロナの影響で前年比 30％減少との結果となりました。 

１２．  大田区スポーツ鬼ごっこ連盟やフライングデスク連盟との共同イベン

トは全てコロナで中止となりました。また、葛飾区社会福祉協議会よりチ

アダンス教室に継続して講師派遣要請があり指導員を派遣しましたが、や

はりコロナで１回の派遣となりました。 

１３．  日本クロスミントン協会（会長：桑田理事長）として、本年度の 4 大会

はコロナの影響で中止となり、2021 年 3 月に大田区でジャパンカップを

開催することができました。 

１４．  昨年に続き、雪谷チアジュニアビッキーズの中学・小学生高学年選抜編

成インフｲニテｲチームと小学生編成のスパークルチームが、2021 年 3 月

29日ビデオ審査でＵＳＡナショナルズ地区予選を通過し2021年5月の本

大会の結果待ちとなりました。恒例の第八回自主発表会を 3 月 29 日大田

総合体育館で開催し、本年度唯一の発表の場となりました。 

１５．  池上チアタートルズは11月15日代々木第一体育館で開催されたＪＡＰ

ＡＮＣＡＰ2020 日本選手権大会にエキシビジョンジュニアスターに出場

し、1 月 16 日武蔵野森総合スポーツプラザで開催されたＪＣＡ子供チア

リーデイング大会にも参加し経験を積みました。出雲ビリーブスは恒例の

チアリーデイングフエステイバルはコロナの影響で中止となりました。 
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１６．  大田区の行事や商店街等地域のイベントや大会は、コロナの影響で年間

で約 50 回と前年比 70％減となりましたが、参加できたイベントでは精い

っぱいのパフオーマンスが出来、参加者はじめ関係者に喜ばれました。 

１７．  地域との関係強化は、大田区より区主催の「区民スポーツまつり」や「大

田ふれあいフェスタ」、「各文化センター祭り」「わくわくスクール」等の

イベントにことごとくコロナの影響で中止を余儀なくされ来年度の期待

となりました。 

１８． 課題としては、倶楽部の活動のＰＲは、まだまだ口込みでの情報伝達故

に多くの区民には至らず、事業採算的にはさらなる努力と運営面も含めて

総合的な改善がより必要である。大きな課題として、安定的な会場と質の

高い指導者および事務職員の確保によるマネージメント機能の強化・充実

のための財務基盤の確立が継続的なテーマとなります。特に、今年度はコ

ロナの影響で小中学校施設が閉鎖され、民間施設等の使用で会場使用料が

膨らみ経営的にも今後の対応を検討しなければならない課題となりまし

た。 

 

Ⅱ．事業内容  

 

（１） スポーツ教室事業・ヤマトフオーラム運営委託事業 

       ※教室年間開催詳細一覧表は別紙参照 

 

（２） 年間イベント・講演会等の活動は、別紙一覧表を参照 
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2021.4

１． バスケットボール教室

教室回数 参加人数 　　備  　  　　考 在籍者

馬込教室 11 105 　小中学生 6

蒲田教室 3 42 　小学生 15

出雲教室 10 61 　小学生 11

矢口教室 6 84 　小中学生 8

久が原教室 7 84 　小学生 4

東調布教室 12 234 　小学生 28

羽田教室 0 0 　中学生 （コロナで開催中止） 5

高校一般教室 4 32 　高校生以上 14

シニア雪谷 11 132 　シニアチーム

シニア羽田 0 0 　シニアチーム （コロナで開催中止） 0

フリータイム 0 0 　中高生以上 （コロナで開催中止） -

合　　計 64 774 91

２． テニス教室

教室回数 参加人数 　　備  　  　　考 在籍者

蒲田教室 13 196 　　10～67歳 2ｸﾗｽ編成 30

３． 壮快体操教室

教室回数 参加人数 　　備  　  　　考 在籍者

洗足教室 36 438 　　55歳～ （一部映像配信実施） 16

４． チアリーデイング教室

教室回数 参加人数 　　備  　  　　考 在籍者

雪谷教室 534 7,476 　　4歳～15歳 （on line含） 8ｸﾗｽ編成 113

出雲教室 83 1,037 　 小学生 2ｸﾗｽ編成 36

池上教室 96 1,670 　　4歳～15歳 （on line含） 2ｸﾗｽ編成 42

合　　計 713 10,183 191

５． クロスミントン教室

教室回数 参加人数 　　備  　  　　考 在籍者

蒲田教室 0 0 　　30～50代 （コロナで開催中止） 12

６． ビートフイットネス教室

教室回数 参加人数 　　備  　  　　考 在籍者

大森教室 48 312 　　幼児・小学生 2ｸﾗｽ編成 16

７． リズムダンス教室

教室回数 参加人数 　　備  　  　　考 在籍者

蒲田教室 108 3,240 小中高一般 （on line含） 6ｸﾗｽ編成 40

羽田教室 81 1,650 　  小学生 （on line含） 3ｸﾗｽ編成 17

大森教室 81 1,215   　小学生 （on line含） 3ｸﾗｽ編成 15

合　　計 270 6,105 72

2020年度ピボットフット各教室開催回数と参加人数
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８． サッカー教室

教室回数 参加人数 　　備  　  　　考 在籍者

羽田教室 6 24 　  小学生 4ｸﾗｽ編成 5

９． 機能改善教室

教室回数 参加人数 　　備  　  　　考 在籍者

羽田教室 38 494   　一般 14

10. 大人のバレエストレッチ

教室回数 参加人数 　　備  　  　　考 在籍者

大森教室 41 344   　一般 21

１1．忍者ナイン

教室回数 参加人数 　　備  　  　　考 在籍者

池上教室 25 870  幼児・小学生 36

道塚教室 20 705  幼児・小学生 32

中萩中教室 29 850  幼児・小学生 41

合　　計 74 2,425 109

１２．ランニング教室

教室回数 参加人数 　　備  　  　　考 在籍者

小池教室 19 209 　小学生 10

梅田教室 11 110 　小学生 9

合　　計 30 319 19

１３．SPASかけっこ教室

教室回数 参加人数 　　備  　  　　考 在籍者

道塚教室 7 84 　小学生 10

１４．フライングディスク

教室回数 参加人数 　　備  　  　　考 在籍者

羽田教室 0 0 小学生 （コロナで開催中止） 0

教室総合計 教室回数 参加人数 　　備  　  　　考 在籍者

1,340 21,698 606

（2019年度） 1,967 27,968 761

１５．ヤマトフォーラム

年間稼働率 使用人数 　　備  　  　　考 新規登録団体

アリーナ 0.03% 82 （コロナで途中閉鎖） 0

（2019年度） 87.16% 27,534

月平均人數 使用人数 　　備  　  　　考 新規登録者

トレーニングジム 0 0 （コロナで閉鎖） 0

（2019年度） 618.5 6,804

　　　　※教室在籍者数は本年度で会費を納入した会員数
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日付 曜日 イベント名 内容 場所 主催 参加者 参加人数

5月5日 火 学習支援オンライン学習 学習塾 オンライン 雪谷チアクラス 雪谷チア選抜 4

5月8日 金 OG向けオンライントレーニング 練習会 オンライン 雪谷チアクラス 卒業生 5

5月
13,20,22,27,29

日
水．金 OKJ競技オンライン練習会 練習会 オンライン

OKJエアロビックファミリー
品川区エアロビック連盟

ビートフィットネス 5

5月17日 日 トップポジション強化トレーニング 練習会 オンライン 雪谷チアクラス 雪谷チア選抜 5

5月31日 日 ダンストレーニング 練習会 オンライン 雪谷チアクラス 雪谷チア選抜 20

6月
7,14,21,28日 日 OKJ東京ジュニアアスリート 練習会 オンライン

OKJエアロビックファミリー
品川区エアロビック連盟

ビートフィットネス 11

6月21日 日 トップポジション強化トレーニング 練習会 オンライン 雪谷チアクラス 雪谷チア選抜 5

6月28日 日 ダンストレーニング 練習会 オンライン 雪谷チアクラス 雪谷チア選抜 20

7月
5,12,19,26日 日 OKJ東京ジュニアアスリート 練習会 オンライン

OKJエアロビックファミリー
品川区エアロビック連盟

ビートフィットネス 8

品川音頭でスローエアロビック 運動イベント ビートフィットネス 3

対面・オンライン基礎練習会 講習会 ビートフィットネス 1

8月
2,9,16,23日 日 OKJ東京ジュニアアスリート 練習会 オンライン

OKJエアロビックファミリー
品川区エアロビック連盟 ビートフィットネス 4

8月9日 日 Infinity解散式 演技発表 池上会館 雪谷チアクラス 雪谷チア選抜 30

8月16日 日 トレーニング講座 講座 嶺町会館 雪谷チアクラス 雪谷チア選抜 50

8月23日 日 Sparkle解散式 演技発表 池上会館 雪谷チアクラス 雪谷チア選抜 20

9月6．20.27日 日 OKJ東京ジュニアアスリート 練習会 オンライン
OKJエアロビックファミリー
品川区エアロビック連盟 ビートフィットネス 4

9月13日 日 スズキジャパンカップ東日本地区大会 競技会 取手グリーンスポーツセンター 日本エアロビック連盟 ビートフィットネス 1

9月20日 日 夏チア2020 競技会 横浜武道館 レアコーポレーション 雪谷チア選抜 25

10月4日 日 Virtual Cheerleading Festival撮影 演技発表 大森第十中学校 USA Japan 雪谷チアYouthクラス 50

10月4,11,18,25日 月 OKJ東京ジュニアアスリート 練習会 オンライン
OKJエアロビックファミリー
品川区エアロビック連盟 ビートフィットネス 4

10月11日 日 青空フィットネス 競技会 品川シーサイドイオン
品川区水辺の観光協会
品川区エアロビック連盟

ビートフィットネス 3

10月17日 土 代替えバスケ教室 練習・ゲーム 雪谷小学校 ピボットフット 教室生徒 1

10月18日まで 日 全国リモートフライトコンテスト 競技会 動画コンテスト 日本エアロビック連盟 ビートフィットネス 2

10月31日 土 代替えバスケ教室 練習・ゲーム 雪谷小学校 ピボットフット 教室生徒 6

11月1日 日 トレーニング講座 講座 大森第十中学校 雪谷チアクラス 雪谷チアSparkle 10

11月8日 日 トレーニング講座 講座 大森第十中学校 雪谷チアクラス 雪谷チアInfinity 15

11月11日 水 かけっこ力測定会 測定会 道塚小学校　体育館 (株)スポレングス 大田区在住　小学生 12

11月15日 日 JAPAN CUP2019日本選手権大会 競技会 代々木第一体育館 公益社団法人日本チアリーディング協会 池上チア 15

11月19日 木 かけっこ力測定会 測定会 道塚小学校　体育館 (株)スポレングス 大田区在住　小学生 11

11月21日 土 しながわチャレンジ 競技会 品川健康センター 品川区エアロビック連盟 ビートフィットネス 3

12月2日 水 かけっこ力測定会 測定会 道塚小学校　体育館 (株)スポレングス 大田区在住　小学生 14

12月6日 日 エアロビックベイサイドコンテスト 競技会 品川区立城南小学校 OKJエアロビックファミリー ビートフィットネス 1

12月9日 水 かけっこ力測定会 測定会 道塚小学校　体育館 (株)スポレングス 大田区在住　小学生 14

12月20日 土 SA神奈川オープンフライト競技 競技会 潮風アリーナ 日本エアロビック連盟 ビートフィットネス 2

12/25，26，27 金～日 Infinity強化合宿 合宿 光崎館 雪谷チアクラス 雪谷チアInfinity 15

1/9，10，11 土～月 Sparkle強化練習 練習会 大森第十中学校 雪谷チアクラス 雪谷チアSparkle 10

7月23日 祝木 品川健康センター 品川区エアロビック連盟
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1月13日 水 かけっこ力測定会 測定会 道塚小学校　体育館 (株)スポレングス 大田区在住　小学生 6

1月16日 土
第18回子どもチアリーディング大

会
競技会 武蔵野の森総合スポーツプラザ 公益社団法人日本チアリーディング協会 池上チア 7

1月17日 日 Regionals撮影 演技発表 馬込中学校 雪谷チアクラス 雪谷チア選抜 25

1月20日 水 かけっこ力測定会 測定会 道塚小学校　体育館 (株)スポレングス 大田区在住　小学生 7

1月27日 水 かけっこ力測定会 測定会 道塚小学校　体育館 (株)スポレングス 大田区在住　小学生 7

2月21日 日 OKJ東京ジュニアアスリート 練習会 オンライン OKJエアロビックファミリー ビートフィットネス 2

3月13日 土 春チア2021 競技会 横浜武道館 レアコーポレーション 雪谷チア選抜 25

3月28日 日 演技発表会 演技発表　 大森第十中学校 チアクラス 池上チア 37

3月29日 月
8th VICKIES Cheerleading

Festival
演技発表 大田区総合体育館 雪谷チアクラス 雪谷チア 121

3月30日 火
OKJエアロビックフェスティバル

OKJカップ会場の部 競技会 品川健康センター OKJエアロビックファミリー ビートフィットネス 4

- 8 -


	表紙
	活動報告
	開催回数と参加人数
	イベント実績一覧



