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第６期（平成３０年度）事業報告 
 

 平成２５年４月より、「公益財団法人京都踏水会」として新たなスタートを切り、

６期目を終了した。今年度も、「公益財団法人京都踏水会」の基本理念である「泳

いでつくろう心とからだ」を念頭に置き、９月より水泳学園では、「やる気・こん

気・元気」を合言葉に新体制が発足した。その新体制の中で、当会は、京都府市民

皆泳を目指して、古くから伝わる日本泳法の特性を生かし、生涯水泳の普及と水泳

競技力向上を推進し、青少年の健全な育成、成人の健康増進ひいては明るい豊な社

会づくりに貢献することを使命として事業推進に取り組んだ一年であった。ここに

平成３０年度の事業が無事に終えることができたのも関係各位のご支援とご協力

の賜と感謝申し上げる次第である。 

平成３０年度の我が国の経済をみると、年初の予想に届かず期待外れの成長率

にとどまった。一言で表現すれば一進一退の日本経済であった。平成最後の年

に、全国各地での歴史的な猛暑となり、日常生活にさまざまな影響を及ぼした。

猛暑だけでなく、地震・豪雨・台風などの自然災害が多発な年であった。そうし

た中で、個人消費が一時的には押し下げられたものの、景気がおおくずれせず、

雇用・所得環境の改善を背景にゆるやかな回復した年であったがデフレ脱却に向

けた歩みは極めて緩慢であった。このことを踏まえ、平成３０年度、当会の主た

る事業である今期のスクール会員数（公益事業・収益事業）は延べ３５，７６１

名であり、前年と比べると３１５名増となった。また、夏期講習参加者は６９６

名で同じく前年と比べると３５名の増という結果となった。 

平成３０年度の経常収益に関しては、一年を通して前年とほぼ変わらない数値

であった。一方、経常費用に関しても前年に比べて約１２００万円の増となっ

た。これは３月に大きな工事を行ったことの要因があげられる。また、収支相償

においては、公益目的事業等会計が前年は黒字であったが、今年度は赤字となり

収支相償を満たし、なんとか収支の均衡を保つ事ができた。 

平成３０年度は、職員一同が当会の理念を十分理解し、創意工夫をした結果と

いえるが、より一層の努力が求められる形となった。 

環境整備事業については、昭和６３年に購入をした春日駐車場を、より公益性の

高い１号・２号財産に設定するために資産取得準備資金として全てを貯め込み、し

かるべき時には、この資金の取崩をし、１号財産・２号財産としていく目的で売却

するのがベストであるという判断から３月に春日駐車場を、売却処分した。また、

大きな工事として北館４階プールの大屋根改修工事、北館４階プール天井工事・４

階照明器具・ダクト等の営繕を行った。平成２８年４月より耐震・防災に強い建物

施設となったがこれ以上に、安全・安心な環境づくりかつ快適にご利用して頂く施

設となり、会員の皆様にも喜んで頂いている。 

 最後に、平成３０年度の事業運営は、多数の会員様並びに顧問・参与・評議員・

維持会員・職員をはじめ関係各位の暖かいご支援とご協力のおかげと感謝している

次第である。 
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公益事業 

 

１. 水泳授業における各種水泳教室  

 

 

ｽ ｲ ﾐ ﾝ ｸ ﾞ         

ｽ ｸ ｰ ﾙ         

４月１日～３月２８日（毎月１日～２８日講習） 

8/3･16,11/3,1/1･2･3･4 休み                    計２６,４８９人 

（年齢別コース） 幼児・小学生・中高生・本科生 

（選 手 コ ー ス） アドバンス・育成・競泳・水球・アーティススティックスイミング 

（その他のコース） 妊婦・ベビー・親子・軽度身障者・喘息者・シニアシンクロコース 

 

 

水 

 

泳 

 

講 

 

習 

 

 

春

期 

４月 １日～４月 ７日 (春の短期水泳教室)             １０５ 人 

３月２５日～３月２７日 (春の短期水泳教室)             １１８ 人 

夏

期 

７／２３～８／２５ 日曜および８／３・１６・１７・１８休み   

(夏期水泳講習)   計６９６人 

団

体 

北白川幼稚園      菊の花幼稚園   泉山幼稚園      上京保育所 

信愛保育園     心月保育園    永興保育園      永興小金塚こども園 

随林寺保育園    永興富士見保育園 永興藤尾こども保育園 ｶﾄﾘｯｸ聖母保育園   

安井保育園     月かげ保育園   北野保育園      京都きらら学園 

京都朝鮮初級学校付属幼稚班      わかば園       おおやけこども園   

京都文教短期大学付属小学校      修学院第二小学校   伏見南浜小学校 

御所の杜ほいくえん 一乗寺保育園 

7月21日（土）健康保険組合連合会水泳教室 参加者 大人23名 子供44名 

3月25日（月）・26日（火）・27日（水）川端少年補導 参加者25日66名･26日61名･27日64名 

 

２.水泳大会・体験活動の実施 

 

 

 

 

 

水泳大会 

 

 

 

 

体験活動 

 

 

 

 

4月15日（日）いちご狩りツアー（滋賀県・小杉豊農園）  吉弘明日香  

悪天候の為中止 

5月26日（土）マタニティフレンズ  吉弘明日香 参加者13組 

5月27日（日）親子コース春の親睦会（鴨川）  藤重知紗 参加者10組 

7月22日（日）対抗戦2018  藤重知紗 参加者100名 

7月16日（月）～8月28日（火）髙島屋キッズクラブ夏休み体験教室 参加者1名 

7月29日（日）～30日（月）サマースクール（琵琶湖）  吉弘明日香 参加者23名 

8月 3日（金）第122回琵琶湖遠泳 参加者86名 

8月 7日（火）「夏だ！水族館だ！クルーズだ！」小学生イベント（海遊館） 

                            佐藤信樹 参加者30名 

9月 9日（日）ぶどう狩りツアー（アグリパーク竜王）  吉弘明日香 参加者24名 

10月28日（日）親子コース親睦会（京都市立植物園）  藤重知紗 参加者16組 

11月 3日（土）記録会  荒木淳 参加者469名 

11月 9日（金）ベビーコース親睦会（館内）  長野道子 参加者13組 
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11月10日（土）ベビーコース親睦会（館内）  吉弘明日香 参加者3組 

11月17日（土）マタニティフレンズ  吉弘明日香 参加者8組 

11月23日（金）スイミングバッヂテスト  檀野太一 参加者80名 合格者71名 

12月 9日（日）クリスマスイベント  山本典華 参加者191名 

3月28日（木）～31日（日）スキー・スノーボードスクール（赤倉温泉）  

檀野晴言 参加者36名 

 

３.小堀流踏水術昇段級審査の実施 

 

小堀流踏水術 

昇段級審査 

昇段試験 平成３０年８月１６日 

定期試験 ６月・８月 

 

４.日本泳法に関する調査研究 

 

第４回関西オープン日本泳法競技会（４月・和歌山県） 

第６３回日本泳法大会への選手・役員派遣 （８月・鹿児島県） 

第６７回日本泳法研究会への参加（３月・愛知県） 

小堀流踏水術指導員研修（月８回） 

 

５.水難事故防止の為の指導員派遣 

 

修学院第二小学校（着衣泳）    伏見南浜小学校（着衣泳）   

 

６.水泳および水上安全に関する研修会開催と研修受入 

 

(１) 水泳学園生徒を対象とした水上安全法実技と座学 （年 ２回） 

  3月21日（木）・23日（土）・24日（日）インストラクター養成講習会 参加者14名 

（２）小学校の教員を対象とした水上安全講習会開催 5月29日 京都市教育委員会 

授業実践力向上講座   

参加者80名 

（３）看護学校生を対象とした妊婦水泳研修の受入  学校法人京都育英館 京都看護大学 

京都大学医学部保健学科（京都大

学医療短期大学） 

                         京都府医師会看護専門学校 

（４）中学校生徒を対象とした職場体験の受入    御池中学校、京教大付属京都中学

校、洛北中学校、近衛中学校開睛中

学校        （チャレン

ジ体験） 
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（５）小学校児童を対象とした着衣泳講習会の開催    

（６）当法人の職員を対象とした水上安全法講習ならびにＡＥＤ講習 年１回 

 

７．競技会運営支援 

 

水泳の普及振興と競技者育成ならびに競技力向上を目的として、各種競技会の企画準備、

競技会運営、競技役員としてのボランティアを行っている。公益財団法人日本水泳連盟、

近畿水泳連盟、京都水泳協会、京都市水泳協会、一般社団法人日本スイミングクラブ協会 

 

８．施設の貸与 

 

 

団 

 

体 

 

利 

 

用 

一般 

 

日本赤十字社京都府支部   京都水泳協会       ザ・スポーツ学舎 

京都市消防局水泳部     （有）ブルーピーター   エルステップス 

合氣道教室有段者講習会   （一社）井村ＡＳＣ    ＷＡＴＳＣ 

マスターズ早朝練習     関西オープン日本泳法競技会合同練習     

大学 京都産業大学ｽｷﾝﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ部       京都大学水泳部 

高校 
東山高等学校  京都女子学園  京都外大西高等学校  大阪市立高等学校  

鴨沂高等学校  西京高等学校 
中学 

中学 東山中学校  京都女子中学校  西京附属中学校   

会 議 場         

京都水泳協会  京都市水泳協会     ＡＳ保護者会 

水球保護者会  関西オープン日本泳法競技会実行委員会  ザ・スポーツ学舎 

日本赤十字社  水球ミーティング 

大会会場 ザ・スポーツ学舎体操発表会 ねんりんピック京都府・市予選会 京都産業大学 

 

９.送迎バスの運行および駐車場 

 

（１）送迎バス  

（２）駐車場（丸太町駐車場） 
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教 

育訓練 

指 導 員         

研  修 

職員全体研修 ６月・１０月  

指導員講習 毎週水曜・日曜（夏は火、木、土） 

日本赤十字社救急法基礎講習及び水上安全法救助員Ⅰ養成講習 ６月 

インストラクター養成研修 ３月  夏期指導員実習  ６月 

職員指導員実務研修  随時    学園幹部の教育研修  随時 

研 修 会         

参  加 

公認競泳コーチ研修会      強化指定コーチ育成研修会 

アーティスティック審判養成講習会  

アーティスティックシンクロ一種二種審判講習会 

水球審判講習会・競技役員講習会 日本泳法研究会       日本泳法大会 

健康運動指導士研修会      日本赤十字社水上安全法指導員研修 

公益法人の為の各種講習会    企業繁栄研究会  廃棄物管理責任者研修会 

電気保安講習会 健康保険研修会 

 

１０．各種競技会成績 

☆ 各種競技会参加（競泳の部） ☆ 

 

第 94回日本選手権 東京 渡会 円香 50背     

水泳競技大会 辰巳国際水泳場   100背     

Ｈ30.4/3～4/8   何澤 由衣 400個メ     

    岩本 愛結 100自   B8位 

      200自   B5位 

      400自   B7位 

    髙栁 祐太 400自     

      800自     

      200バタ     

ジャパンオープン 2018 東京 渡会 円香 50背     

Ｈ30.5/24～5/27 辰巳国際水泳場   100背     

      200背     

    何澤 由衣 400個メ     

      200バタ     

    岩本 愛結 100自   B6位 

      200自     
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    森本 一輝 400自     

      800自     

    髙栁 祐太 400自     

全国高等学校 愛知 尾脇 璃音 400FR 3:27.97 2位 

水泳競技大会 日本ガイシアリーナ 森 圭佑 100平     

Ｈ30.8/17～8/20     200平   B4位 

      400ＭR 3:44.33 1位 

    中村 仁 400自     

    長牛 太佑 200個メ     

      400個メ     

      800FR   6位 

    渡会 円香 100背   8位 

      200背   B3位 

      400FR   7位 

    宮本 優海 200平   6位 

      400個メ     

      400ＭＲ   7位 

    何澤 由衣 400個メ   8位 

      200バタ   6位 

      800FR   5位 

全国中学水泳競技大会 岡山 諸橋 光咲 100自     

Ｈ30.8/17～8/19 児島マリンプール         

全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 東京 長牛 太佑 100背     

夏季大会 辰巳国際水泳場   200背     

Ｈ30.8/22～8/26     400個メ     

    森 圭佑 100平   6位 

      400ＭＲ 3:45.00 2位 

    尾脇 璃音 400FR   4位 

    渡会 円香 100背   8位 

      200背   6位 

      100自     

      400ＭＲ     

      400FR   5位 

    宮本 優海 200平   6位 

      200個メ     

      400個メ   7位 

      400ＭＲ     

    何澤 由衣 200個メ     
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      400個メ   8位 

    200バタ   5位 

      400MR     

    下津 望巳 50自     

    辻本 祥大 200平     

    武田 とぼり 50自     

      200自     

      100背     

    加藤 勇登 50背     

      200個メ     

    大秦 清峯 50自     

    塚本 結衣 50自     

      50背     

      200個メ     

    宮本 海咲 200個メ     

    宮本 愛海 200個メ     

国民体育大会 福井 岩本 愛結 100自     

H30.9/15～9/17 敦賀市総合運動公園   400MR     

    髙栁 祐太 400自     

      200FR     

    何澤 由衣 400個メ     

      200バタ     

      400MR     

    諸橋 光咲 100自     

      400MR   8位 

      400FR     

    宮本 優海 100平     

      200個メ     

      400MR   8位 

    渡会 円香 100背   6位 

      400MR   8位 

      400FR     

    森 圭佑 200平     

      400MR   7位 

    中村 仁 400自     

      400FR     

      400MR     

    長牛 太佑 100背     
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      200個メ     

      400FR     

      400MR     

JSCAブロック対抗 秋田 何澤 由衣 200バタ   4位 

水泳競技大会 県立総合プール   400個メ 4:53.00 2位 

Ｈ30.10/7～10/8   渡会 円香 100背   4位 

      200背   5位 

      400FR 3:52.98 2位 

      400ＭＲ 4:13.74 2位 

      200混ＭＲ   4位 

    武田 とぼり 100背     

      200背     

    宮本 優海 100平     

      200平     

    長牛 太佑 200個メ     

      400個メ     

    森 圭佑 100平 1:03.38 3位 

      200平   5位 

      400ＭＲ 3:45.83 2位 

      200混ＭＲ   4位 

全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 東京 何澤 由衣 400個メ 4:42.80 4位 

春季大会 辰巳国際水泳場   200個メ     

Ｈ31.3/27～3/28     200バタ     

      400FR     

      400ＭＲ     

    渡会 円香 200背 2:09.62 1位 

      100背 1:01.04 3位 

      400FR     

      400ＭＲ     

    宮本 優海 400個メ     

      200平     

      400FR     

      400ＭＲ     

    諸橋 光咲 100自     

      400FR     

      400ＭＲ     

    武田 とぼり 400自     

      200自     
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      100自     

  渡会 美琴 100背     

    森 圭佑 50平     

      100平     

      400ＭＲ 3:41.62 8位 

    尾脇 璃音 400FR     

      400ＭＲ 3:41.62 8位 

    上島 郷史 400FR     

    長牛 太佑 400個メ     

      200背     

      400FR     

      400ＭＲ 3:41.62 8位 

    中村 仁 400自     

      200自     

      400FR     

      400ＭＲ 3:41.62 8位 

    貝瀬 結香 200個メ     

      100平     

      50平     

    大秦 清峯 50自     

      200ＭＲ 2:14.81 5位 

      200ＦＲ 1:59.77 3位 

    塚本 結衣 200個メ     

      50自     

      50背     

      200ＭＲ 2:14.81 5位 

      200ＦＲ 1:59.77 3位 

    奥田 菜月 200ＦＲ 1:59.77 3位 

    宮本 海咲 200個メ     

    瀬戸口 柚花 200ＭＲ 2:14.81 5位 

    森澤 颯月 200個メ     

      50自     

      50バタ     

      200ＭＲ 2:14.81 5位 

      200ＦＲ 1:59.77 3位 

    奥間 優希穂 200個メ     

    長田 清良 50平     

    加藤 勇登 200個メ     
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      50背     

      200ＭＲ     

  梅原 壮琉 50平     

      200ＭＲ     

    後藤 大輝 200ＭＲ     

    今井 蓮 200ＭＲ     

 

☆ 各種競技会参加（水球の部） ☆ 

 

第４１回 全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 

〔2018年8月22日～26日  東和薬品ラクタブドーム〕 

 

 水球競技の結果 

Ａクラス（小学生チーム）   準優勝 

監督：長野 道子 

選手：東島 陽葵・岡本 宝生・城之下 佳歩・長尾 風音・本部 颯汰・諸橋 光理・弓木

茉耶・廣瀬 櫻人・藤原 崇充・安藤 麟児・山本 美凜・松村 菊之介・酒井 悠伎・

城之下 大喜・細川 貫志 

 

Cクラス（中学生女子チーム） 優勝 

監督：武藤 千尋 

選手：井上 舞・杉本 華音（平成３０年卒業生） 

片田 咲良・埴岡 萌衣・西澤 理子・三橋 真理子・山本 琴美・石井 紗葉・ 

来海 琳・廣瀬 ほのか・木下 暖菜 

優秀選手（ベストサーティーン） 

小学生 

  城之下 佳歩・岡本 宝生・本部 颯汰 

中学女子 

杉本 華音・井上 舞・片田 咲良・埴岡 萌衣・山本 琴美・西澤 理子・ 

石井 紗葉 

 

第１１回 全日本ユース（Ｕ１５）水球競技選手権大会～桃太郎カップ～ 

〔2018年12月23日～27日 岡山県 児島マリンプール・倉敷市屋内水泳センター〕 

 

京都府選抜女子 ３位 

監督：武藤 千尋 

選手：藤原 綾乃（平成２９年度卒業生） 
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   杉本 華音・井上 舞（平成３０年卒業生） 

片田 咲良・埴岡 萌衣・西澤 理子・三橋 真理子・山本 琴美・石井 紗葉・ 

城之下 佳歩・諸橋 光理 

 

優秀選手（ベスト７） 

杉本 華音 

 

第５回 全日本ジュニア（Ｕ１７）水球競技選手権大会～かしわざき潮風カップ～ 

〔2019年3月18日～21日 新潟県 柏崎アクアパーク〕 

 

京都府選抜女子 ４位 

監督：藤原 秀規 

選手：藤原 綾乃（平成２９年度卒業生） 

   杉本 華音・井上 舞（平成３０年卒業生） 

片田 咲良・埴岡 萌衣・西澤 理子・三橋 真理子 

 

優秀選手（ベスト７） 

藤原 綾乃 

 

 

☆ 各種競技会参加（ＡＳの部） ☆ 

 

2018年8月2日～5日 

日本シンクロチャレンジカップ2018／東京辰巳国際水泳場 

  デュエット（テクニカル）２３位  中村 吉佳  三矢 優希 

    デュエット（フリー）  ２３位  中村 吉佳  三矢 優希 

  チーム（テクニカル）  １８位  中村 吉佳  八幡 陽奈  三矢 優希   

坂本和香奈 

  チーム（フリー）    １８位  中村 吉佳  八幡 陽奈  三矢 優希   

坂本和香奈 

 

2018年８月２２日～２５日 

第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会／岩手県 盛岡市総合プール 

 １０～１２才    ソロ    ５位 金光 碧音 

                 ６位 田部井柚子 

        デュエット    ５位 田部井柚子  金光 碧音 

チーム      ５位 田部井柚子  前里 花恵  桑山 愛未   

金光 碧音  指宿 永   梅原 乙歌   

笠松みのり  奥田 空桜 
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 １３～１５才 デュエット 予１１位 中村 吉佳  三矢 優希 

 

 

2019年1月26日 

第22回13〜15歳ソロ・デュエット大会／横浜国際プール 

         ソロ     １４位 田部井柚子 

                １６位 三矢 優希 

         デュエット  １５位 田部井柚子  三矢 優希 

                １８位 坂本和香奈  金光 碧音 

 

2018年9月10日 

第７３回国民体育大会水泳競技大会／石川県 金沢プール 

デュエット  ７位  熊谷 日奈多  川瀬 由華   

    （国体に関しては、当会卒業の2人が出場しております） 

 

☆    各種競技会参加（日本泳法の部） ☆ 

 

2018年4月22日 

第4回 関西オープン日本泳法競技会 /和歌山県秋葉山公園水泳場 

泳法競技ジュニアの部 

男子  ３名参加   優 山田 祐也・石原 零大・石原 永都 

女子  ２名参加   秀 朝原 寧々  優 山田 千夏 

泳法競技シニアの部 

男子  ７名参加   

女子  ９名参加  優勝 篠田 佳乃 ２位 浅井 玲那 ３位 西出 朱里 

泳法競技マスタークラスの部 

  女子  １名参加  優 本多 敬子 

横泳ぎ競泳の部 

ジュニア男子 ２位 山田 祐也 ３位 石原 零大 

ジュニア女子 優勝 山田 千夏 

シニア男子  優勝 三木 明了 ２位 難波 神 ３位 奥村 太一 

シニア女子  優勝 中野安寿加 ２位 松田 真季 ３位 杉本 瑞夏 

   ﾏｽﾀｰ女子   ２位 本多 敬子 

支重競技の部 

ジュニア女子 優勝 朝原 寧々 

シニア男子  ３位 齊田 惇之介 

シニア女子  優勝 杉本 瑞夏 ２位 西出 朱里 ３位 宮本 彩花 

対抗戦の部 

    総合優勝 
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2018年8月18・19日 /鹿児島県鴨池公園プール 

第63回 日本泳法大会 

泳法競技ジュニアの部 

  男子  3名参加  優 山田 祐也・石原 零大・石原 永都（小学生の部３位） 

  女子  2名参加  秀 山田 千夏・朝原 寧々 

泳法競技シニアの部 

  男子  4名参加   1名決勝進出 11位 奥村 滉太  

  女子  8名参加   7名決勝進出  5位 中野 安寿加 6位 西出 朱里  

10位 浅井 玲那（高校生の部２位） 

16位 杉本 瑞夏（高校生の部３位） 

17位 篠田 佳乃 18位 松田 真季 19位 宮本 彩花 

横泳ぎ競泳の部 

 男子  3名参加   3名決勝進出 優勝 奥村 滉太 3位 難波 神  

4位 三木 明了 

 女子   6名参加   5名決勝進出 優勝 中野 安寿加 2位 松田 真季 

 4位 杉本 瑞夏 5位 西出 朱里 6位 秋山 愛奈 

支重競技の部 

  男子  1名参加   2位 齊田 惇之介 

女子   4名参加   優勝 杉本 瑞夏 2位 秋山 愛奈 3位 朝原 寧々 

 4位 西出 朱里 

 

表彰 

京都新聞ジュニアスポーツ賞 個人 渡会 円香 競泳 

京都新聞ジュニアスポーツ賞 個人 何澤 由衣 競泳 

京都新聞ジュニアスポーツ賞 個人 川瀬 由華 アーティスティック 

京都新聞ジュニアスポーツ賞 個人 北村 真那 アーティスティック 

京都新聞ジュニアスポーツ賞 個人 熊谷 日奈多 アーティスティック 

京都新聞ジュニアスポーツ賞 個人 山田 琴音 アーティスティック 

京都新聞ジュニアスポーツ賞 個人 三橋 由莉子 アーティスティック 

京都新聞ジュニアスポーツ賞 個人 三上 こころ アーティスティック 

京都新聞ジュニアスポーツ賞 団体 中学生女子 水球 

京都新聞ジュニアスポーツ賞 団体 京都選抜 水球 

京都市スポーツ賞 大賞 団体 中学生女子チーム 水球 

京都市スポーツ賞 大賞 個人 塩谷 南美 水球 

京都市スポーツ賞 大賞 個人 山本 実乃里  水球  

京都市スポーツ賞 大賞 個人 川瀬 由華 アーティスティック 
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京都市スポーツ賞 大賞 個人 北村 真那 アーティスティック 

京都市スポーツ賞 大賞 個人 熊谷 日奈多 アーティスティック 

京都市スポーツ賞 大賞 個人 山田 琴音 アーティスティック 

京都府体育協会 有功賞 個人 藤井 透 

京都府体育協会 優秀選手賞 個人 福村 寿華 アーティスティック  

京都府体育協会 敢闘賞 個人 竹村 翔太郎 水球 

京都府体育協会 敢闘賞 個人 山本 叡  水球 

京都府スポーツ賞 功労賞 個人 藤井 透 

京都府スポーツ賞 優秀賞 個人 川瀬 由華 アーティスティック 

京都府スポーツ賞 優秀賞 個人 北村 真那 アーティスティック 

京都府スポーツ賞 優秀賞 個人 熊谷 日奈多 アーティスティック 

京都府スポーツ賞 優秀賞 個人 山田 琴音 アーティスティック 

京都府スポーツ賞 未来くん賞 個人 渡会 円香 競泳 

京都府スポーツ賞 未来くん賞 団体 中学生女子チーム 水球 

京都市体育協会功労賞 個人 森田 基嗣 

日本体育協会公認スポーツ指導者 個人 藤井 透 

 

永年勤務表彰 

今年度は行わず 

 

称号授与（京都踏水会） 

範  士 藤川 慎一・塚本 エリ 

教  士 宮﨑 穂・藤川 八千代・乙井 美輪 

修  士 
濱中 早和子・田中 紗矢香・大仲 祐太郎・富森 清香 

中野 安寿加 

     

昇段 

初    段 池本 侑加・有川 芹奈・杉本 瑞夏 

弐  段 橋爪 克己・阿部 晴子・秋山 愛奈 

四  段 辻 靖子 

五  段 宮下 倫紀・北口 高志 

六  段 乙井 美輪・藤川 八千代 
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収益事業 

 

１. 水泳学園における成人を対象とした水泳振興と健康増進事業 

ｽ ｲ ﾐ ﾝ ｸ ﾞ         

ｽ ｸ ｰ ﾙ         

成人コース 

４月１日～３月２８日（毎月１日～２８日講習） 

8/3･16,11/3,1/1･2･3･4 休み        計６,０１３人 

 

5月21日（月）～27日（日）体力診断テスト   北口高志 参加者130名 

11月19日（月）～25日（日）体力診断テスト   北口高志 参加者124名 

11月29日（木）成人会員懇親会（近江牛毛利志満とたねやと竜王アウトレット）  

長野道子 参加者20名 

 

２．水泳学園における水泳以外のスポーツ講習 

 

団体利用 

 

ザ・スポーツ学舎  大極拳教室       タップダンス教室   カンフー教室 

空手教室      有馬バレエ教室    合氣道教室            

                                      述べ利用者数 ３,０７５人 

 

３．駐車場の運営(収益) 

駐 車 場           熊野無人駐車場・春日無人駐車場 

 

４．物品の斡旋 

二 階 売 店 水泳等関連物品斡旋販売・水泳等関連書籍斡旋販売 

自動販売機           軽飲食物（４階休憩室・熊野駐車場・南館１階） 

 

５．水泳指導の為の指導員派遣とプール施設運営管理 

指 導 員         

派  遣 

ＲＲＨ京都オペレーションズ合同会社   京都府公園公社（山城運動公園） 

京都文教短期大学付属小学校  

 

一 

 

般 

 

公 

 

開 

◆７月～８月 

平日 １０：００～１１：３０    日曜  １２：００～１６：００ 

休日 ８月３日・１６日・２９日・３０日・３１日 

 

◆４月～６月・９月～翌２月 

平日 １０：００～１５：００    日曜 １２：００～１６：００ 

休日 毎月２９日・３０日・３１日、１１月３日、１月１日・２日・３日 

◆翌３月 
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月曜日〜金曜日 ９：００～１０：３０ １２：００～１３：３０（25・26日は休館） 

土曜日・日曜日は休館 

述べ利用者数 ５,７５７人 

 

環境整備 

           

           

営繕補修 

 

施設整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月  北館４階プール シャワー送りポンプ新調取替工事 シャワーパワーアップ

の為  （株）昭和設備汽機 

５月  ボイラー蒸気保守点検契約 2018/5/1～2019/4/30  （株）昭和設備汽機 

    ボイラー軟水器樹脂交換 

６月   北館地下ストレージタンク解体撤去  （株）昭和設備汽機 

    北館地下新設給湯器設置工事  （株）昭和設備汽機 

    北館３階トレーニング場 北側床張替工事  （株）ユーエー設計工房 

    北館１階深プール 東南脇空気溝撤去改修工事  （株）昭和設備汽機 

    北館４階プール大屋根改修工事   

（株）ユーエー設計工房・（株）昭和設備汽機 

    北館４階プール内証明器具安定器４個取替工事 

    南館代表理事室床面張替工事  （株）ユーエー設計工房 

    北館１階歩行用プールシャワー前ピット内蒸気配管修理・旧ボイラー室内奥

蒸気配管修理  （株）昭和設備汽機 

    北館屋上全熱交換器蒸気管パッキン取替工事  （株）昭和設備汽機 

    北館４階水冷式クーラーベアリング交替  （株）鎌電 

８月  北館電飾看板ＬＥＤ化工事 

    南東角ガレージ照明器具取替工事 駐車場・駐輪場  （株）鎌電 

    北館プール内循環金具補修工事 目皿交換３ヶ所 （株）ヤマハ発動機 

    北館１階歩行用プールピット内蒸気配管修理  （株）昭和設備汽機 

９月  北館１階プール保温シート 浅プール用２枚・競泳用プール２枚 

                           （株）奥アンツーカー 

    南館１階トイレドアーガラス破損の為取替工事  （株）マツナガ 

10月  北館旧エンドレスプール南側駐車場建物 解約解除  （株）古瀬組 

  北館地下ストレージタンク蒸気ドレン戻り配管バイパス工事 

（株）昭和設備汽機 

    北館深浅プール暖房機器全熱交換器ベアリング取替工事 

 （株）昭和設備汽機 

11月  北館１階南側表面パネル破損修理アクリル板含む   

（株）ユーエー設計工房 

12月  北館旧エンドレスプール南側建築 駐車場、プレハブ建物、水道一式、 

１０ヶ月間契約  （株）古瀬組 

北館３階トレーニング室パーテーション補修工事  （株）昭和設備汽機 
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３月  北館４階プール天井、照明器具、シャワー設備、暖房配管、空調設備改修工

事、天井ボード、照明器具ＬＥＤ等 

（株）ユーエー設計工房 （株）昭和設備汽機 （株）ミズノ（三社共同） 

建物内外 

保安警備 

管  理 

建物設備全般監督 （ユーエー設計工房） 

ボイラー・水質・水温・室温・配水管理   （ミウラ工業、昭和設備、当会職員） 

濾過機フィルター・水質・配水管理          （光伸、当会職員） 

水質検査［PH、濁土、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、一般細菌］月一回以上

検査実施［トリハロメタン］ 年一回以上検査実施 （当会職員、ﾌｧﾙｺﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ） 

電気関係（関西電気保安協会） 館内機械警備（全日本パトロール） 

環境整備 

熊野駐車場自動有料機点検整備（コムラコーポレーション） 

会員管理・北館、南館入退館システム保守（ＮＣＡ＆Ａ（株）・エブリ） 

衛生・害虫駆除 （当会職員）     館内外清掃 （新生商会） 

 

 


