
 

 

 
 

事 業 報 告 書 

 

第７期(令和元年度) 

 

 

 

 

 

自  平成３１年４月 １日 

 

至  令和 ２年３月３１日 

 

公益財団法人 京都踏水会 

 



1 

 

第７期（令和元年度）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、

今年度も、「泳いでつくろう心とからだ」を基本理念とし、生涯水泳を楽しむこと

のできる環境を整え、水上安全を伴った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つつ、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。ここに令和元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。 

今年度我が国は、年の途中で改元されたということもあって、令和元年はまだ平

成の空気が強く漂い、令和２年の正月を迎え、時代は完全に切り替わろうとしてい

たが、平成の景気の循環は、足踏みを続けた期間が長かった。また経済についても、

２０１６年の米国大統領選挙でトランプ大統領が誕生し、その後中国との間で関税

の引き上げ競争をすることや、英国が国民投票で EU からの離脱を決めるなどと言

うことは、予想できなかった。さらには、国際紛争、地震・台風などの大規模な自

然災害と 2019年 11月に中国湖北省で発生した新型コロナウイルスによる新型肺炎

は、2020年に入ると世界各地に広がり、各国はウイルスの封じ込め策に留まらず、

これによる経済の落ち込みを回避するための政策の検討、発動を迫られ日本経済に

大影響を与え、様々なショックに見舞われて翻弄され、対応に追われたという印象

が強い年度であった。また、令和元年１０月に実施した消費税率の引上げに当たっ

ては、経済の回復基調に影響を及ぼさないといった観点から、軽減税率制度や臨

時・特別の措置など各種の対応策が実施された。 

このことを踏まえ、令和元年度、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３５，６７３名で前年度とほぼ横ばい状態であった。

また、夏期講習参加者は６５３名で前年度は６９６名で同じく前年と対比すると４

３名の減少の結果となった。今後は、夏期講習に実施形態・受講生の増員策・指導

員確保が検討課題となった。会計においては、令和元年度の一年を通して、経常収

益に関しては、前年とほぼ同数値が残せた。一方、経常費用に関しても前年に比べ

て２．３％の経費が削減された。２・３月と新型コロナウイルス感染が広がる中、

きびしい１年とであったが、役職員一同が当会の理念を十分理解した上で、なんと

か収支のバランスが保つことができた。水泳学園においては、今後も会員に対する

情報力を強化しきめ細かなサービスの提供に努めたい。 

環境整備事業については、１０月から約１か月間、中央階段全面改修工事を行い、

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った。 

 最後に、令和元年度の事業運営は、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･16,11/4,1/1･2･3 休み                    計２６,６５５人 

（年齢別コース） 幼児・小学生・本科生・中高生 

（選 手 コ ー ス） アドバンス・育成・競泳・水球・アーティ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・シニアアーティスティックコ

ース 

 

 

水 

 

泳 

 

講 

 

習 

 

 

春

期 

４月 １日～４月 ６日 (春の短期水泳教室)             １１８ 人 

３月２５日～３月２７日 (春の短期水泳教室)              ５７ 人 

夏

期 

７／２３～８／２４ 日曜および８／３・１６・１７休み  

 (夏期水泳講習)   計６５３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    たかがみねこども園  永興保育園        

永興小金塚こども園 永興藤尾保育園  永興富士見保育園   随林寺保育園      

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   わかば園     ふたば幼稚園     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２小学校 

川端少年補導 (新型コロナウイルスのため中止) 

 

２.水泳大会・体験活動の実施 

 

 

 

 

 

水泳大会 

 

 

 

 

体験活動 

 

 

 

 

4月14日（日）いちご狩りツアー（滋賀県・小杉豊農園）  吉弘明日香 参加者25名 

5月25日（土）マタニティフレンズ  吉弘明日香 参加者15組 

5月26日（日）親子コース春の親睦会（鴨川）  藤重知紗 参加者14組 

7月21日（日）対抗戦2019  藤重千紗 参加者100名 

7月16日（火）～8月28日（水）髙島屋キッズクラブ夏休み体験教室 参加者21名 

7月29日（月）～30日（火）サマースクール（琵琶湖）  藤重知紗 参加者26名 

8月 3日（土）第123回琵琶湖遠泳 参加者97名 

8月 5日（月）「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31名 

9月8 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25名 

10月27日（日）ベビー・親子コース親睦会（京都水族館） 長野道子・藤重知紗 

          参加者12組 

11月 4日（月）記録会  濱中慎太郎 参加者487名 

11月16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（土）スイミングバッヂテスト 吉弘明日香  参加者76名 合格者67名 
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12月 8日（日）クリスマスイベント  武藤千尋 参加者200名 

3月28日（土）～31日（火）スキースクール（赤倉温泉）  

新型コロナウイルスのため中止 

 

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 ８月１６日・２月１５日 

定期試験 ６月・８月 

 

４.日本泳法に関する調査研究 

 

第５回関西オープン日本泳法競技会（４月・和歌山県） 

第６４回日本泳法大会への選手・役員派遣 （８月・千葉県） 

第６８回日本泳法研究会への参加（３月）新型コロナウイルスのため中止 

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２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20日（金）・21日（土）・22日（日）インストラクター養成講習会  

                           新型コロナウイルスのため中止 

（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60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 

京都大学医学部人間健康科学科 

                         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、洛北中学校、近衛中学

校、下鴨中学校、（チャレンジ体験） 

（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 
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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、(一社)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   ＷＡＴＳＵ 

マスターズ早朝練習      

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 

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（接遇マナー）・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スイミング審判養成講習会   

アーティスティックスイミングＡ級・Ｂ級・Ｃ級審判講習会 

水球審判講習会・競技役員講習会  日本泳法大会   日本泳法研究会 

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     健康保険研修会    労働保険研修会  

厚生年金研修会          税務研修会 

 

１０．各種競技会成績 

☆ 各種競技会参加（競泳の部） ☆ 

第 95 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     

Ｈ31.4/2～4/8     200 背     

   何澤 由衣 400 個メ     

      200 バタ     

    岩本 愛結 50 自     

      100 自     

    髙栁 祐太 400 自     

      800 自     

ジャパンオープン 2018 東京 渡会 円香 50 背     

R1.5/30～6/2 辰巳国際水泳場   100 背     

      200 背     

    何澤 由衣 200 バタ     

全国高等学校 熊本 辻本 祥大 400MR     

水泳競技大会 アクアドーム熊本 中村 仁 400 自     

R1.8/17～8/20     400FR     

      400ＭR     

      800FR     

    長牛 太佑 200 個メ      

      400 個メ 4:24.73 5 位 
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     400ＭR     

      800FR     

    渡会 円香 100 背 1:03.51 7 位 

      200 背 2:15.17 4 位 

      400FR 3:51.62 7 位 

      400ＭＲ     

    宮本 優海 200 平     

      400 個メ 4:51.59 6 位 

      400ＭＲ     

    何澤 由衣 400 個メ 4:48.30 3 位 

      200 バタ 2:11.99 4 位 

      400FR 3:51.62 7 位 

      400ＭＲ     

      800FR 8:23.26 8 位 

    諸橋 光咲 100 自     

      400FR 3:51.62 7 位 

      800FR 8:23.26 8 位 

全国中学水泳競技大会 京都 武田 とぼり 50 自     

R1.8/17～8/19 京都アクアリーナ   100 自     

    岩井 尭 200 個メ     

      400 個メ     

    北村 颯太 100 バ     

      200 バ     

全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 東京 大秦 清峯 50 自     

夏季大会 辰巳国際水泳場   50 バ     

R1.8/22～8/26     200 個メ     

      200FR 1:59.00 優勝 

      200MR 2:13.87 2 位 

    塚本 結衣 50 自     

      50 背     

      200 個メ 2:36.78 7 位 

      200FR 1:59.00 優勝 

      200MR 2:13.87 2 位 

    奥田 菜月 50 自     

      200FR 1:59.00 優勝 

      200MR 2:13.87 2 位 

    宮本 海咲 200 個メ     

    宮本 愛海 200 個メ     
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    瀬戸口 柚花 50 平     

      200MR 2:13.87 2 位 

    森澤 颯月 50 自     

      50 バ     

      200 個メ     

      200FR 1:59.00 優勝 

   福井 あやね 50 自     

   長田 清良 50 平     

   貝瀬 結香 200 個メ 2:25.14 6 位 

     100 平     

     200FR     

   森澤 比愛里 200FR     

   中村彩楽 200FR     

   谷川椛 200FR     

   加藤 勇登 50 背     

   武田 とぼり 50 自     

   渡会 円香 100 背 1:02.98 3 位 

     200 背 2:14.37 2 位 

     100 自     

     400FR     

     400ＭＲ     

   諸橋 光咲 100 自     

   宮本 優海 200 平     

     400 個メ     

   中村 仁 200 自     

   長牛 太佑 200 個メ     

     400 個メ     

     400 自 3:59.95 6 位 

     400ＭR     

   何澤 由衣 200 個メ     

     400 個メ 4:49.70 5 位 

     200 バタ 2:11.99 5 位 

     400FR     

      400ＭＲ     

第７４回 茨城 長牛 太佑 400 個メ     

国民体育大会 笠松運動公園  400 自     

R1 9/14～9/16 屋内プール  400FR     

     400MR     
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    中村 仁 400FR     

    武田 とぼり 50 自     

     400FR     

    諸橋 光咲 100 自     

     400FR     

     400MR     

    渡会 円香 200 背 2:15.05 4i 位 

      100 自     

      400FR 3:52.17 7 位 

      400ＭＲ     

    宮本 優海 200 平     

     400ＭＲ     

    何澤 由衣 400 個メ 4:48.09 ３位 

      200 バタ 2:11.62 ２位 

      400FR 3:52.17 7 位 

      400ＭＲ     

    岩本 愛結 200FR 1:43.68 ５位 

      400MR 4:09.19 ７位 

    髙栁 祐太 400 自     

    雑賀 睦希 50 自     

      200FR 1:43.68 ５位 

 

☆ 各種競技会参加（水球の部） ☆ 

 

第４2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 

〔2019年8月22日～26日  京都アクアリーナ〕 

Cクラス（中学生女子チーム） 優勝 

監督：武藤 千尋 

選手：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・城之下 佳歩・諸橋 光理・弓木 茉耶 

優秀選手（ベストサーティーン） 

片田 咲良・埴岡 萌衣・山本 琴美・西澤 理子・石井 紗葉・三橋 真理子・

城之下 佳歩 
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第１２回 全日本ユース（Ｕ１５）水球競技選手権大会～桃太郎カップ～ 

〔2019年12月24日～27日 岡山県 児島地区公園水泳場・倉敷市屋内水泳センター〕 

京都府選抜女子 ３位 

監督：竹井 昴司 

選手：井上 舞（平成３０年卒業生） 

片田 咲良・西澤 理子・山本 琴美・石井 紗葉・城之下 佳歩・諸橋 光理・

弓木 茉耶・岡口 琴音・廣瀬 ほのか・木下 暖菜・来海 琳 

優秀選手（ベスト７） 

片田 咲良 

 

☆ 各種競技会参加（アーティスティックスイミングの部） ☆ 

 

２０１９年４月２７日～４月２９日 

第９５回 日本選手権水泳競技大会／東京辰巳国際水泳場 

チーム  ９位 中村 吉佳・三矢 優希・坂本和香奈・梅原 乙歌・速水陽奈子・

前里 花恵・田部井柚子・金光 碧音・桑山 愛未 

 

２０１９年８月１日～４日 

日本アーティスティックスイミングチャレンジカップ２０１９／鴨池公園水泳プール 

デュエット １８位  田部井柚子・三矢 優希 

チーム   １２位  三矢 優希・坂本和香奈・梅原 乙歌・桑山 愛未 

    速水陽奈子・前里 花恵・田部井柚子・金光 碧音 

          

２０１９年８月２２日～２５日 

第４２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／金沢プール 

 １０～１２才 ソロ     ８位 奥田 空桜  

デュエット ６位 笠松みのり・指宿 永・藤林 杏 

チーム      ５位 笠松みのり・指宿 永・奥田 空桜・坂本菜々美 

森 祐紀子・石見 菊乃・エリアソン アンドレア美 

                  千々松七美 

 １３～１５才   ソロ     ６位 田部井柚子    

          デュエット ５位 三矢 優希・田部井柚子 

チーム      ５位 三矢 優希・坂本和香奈・梅原 乙歌・桑山 愛未 

速水陽奈子・前里 花恵・田部井柚子・金光 碧音 

 

２０１９年９月１２日 

第７４回国民体育大会水泳競技大会／茨城県 山新スイミングアリーナ 

デュエット ５位 熊谷日奈多・川瀬 由華 
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２０１９年１月２５日 

第２３回 １３～１５歳 ソロ・デュエット大会 

 ソロ  １０位 田部井柚子 

     １５位 坂本和香奈 

        デュエット   ６位 田部井柚子  金光 碧音 

 

☆    各種競技会参加（日本泳法の部） ☆ 

 

第5回 関西オープン日本泳法競技会(４／２１ 和歌山県 秋葉山公園県民水泳場) 

※泳法競技ジュニアの部 

男子  ２名参加   優 山田 祐也・石原 永都 

女子  １名参加   優 杉本 琴虹 

※泳法競技シニアの部 

男子  ６名参加   

女子  ８名参加  優勝 篠田 佳乃 ２位 杉本 瑞夏 ３位 松田 真季 

※泳法競技マスタークラスの部 

 男子  １名参加  優 王 智鵬 

 女子  １名参加  優 中野 安寿加 

※団体泳法競技 

 ３位 西出 朱里 中野 安寿加 杉本 瑞夏 佐々木 修平 篠田 佳乃 

※横泳ぎ競泳の部 

ジュニア男子 優勝 石原 永都 

ジュニア女子 優勝 杉本 琴虹 

シニア男子  優勝 三木 明了  

シニア女子  優勝 杉本 瑞夏 ２位 松田 真季 ３位 西出 朱里 

 ﾏｽﾀｰ女子   優勝 中野安寿加 

 

※支重競技の部 

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 秋山 愛奈 ３位 西出 朱里 

ﾏｽﾀｰ男子  ２位 王 智鵬 

      

※対抗戦の部 

     総合優勝 
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第 6４回 日本泳法大会 (８/２４～２５ 千葉県・千葉顕国際総合水泳場) 

※泳法競技ジュニアの部 

 男子  ２名参加  秀  山田 祐也・石原 永都（小学生の部２位） 

 女子  ２名参加  優  浅井 茉那・杉本 琴虹 

※泳法競技シニアの部 

 男子  ５名参加   ２名決勝進出 

              １４位 渡辺 克哉・１８位 佐々木 修平  

 女子  ８名参加   ６名決勝進出 

              ３位 西出 朱里・１０位 宮本 彩花・１４位 秋山 愛奈  

１５位 松田 真季・１８位 杉本 瑞夏（高校生の部２位） 

  ２０位 浅井 玲那 

※横泳ぎ競泳の部 

 男子  ５名参加   １名決勝進出 

               ２位 三木 明了 

 女子  ５名参加   ５名決勝進出 

               優勝 中野 安寿加・２位 杉本 瑞夏 ３位 松田 真季  

５位 西出 朱里・７位 秋山 愛奈 

※支重競技の部 

 男子  ２名参加   ３位 齊田 惇之介・１３位 野田 翔太郎 

女子  ４名参加   優勝 杉本 瑞夏・２位 秋山 愛奈・４位 西出 朱里・ 

５位 朝原 寧々           

※資格審査の部 

 練士合格       中野 安寿加 

泳法競技 ジュニアの部 

  ２種目を泳ぎ、合計得点によって 秀・優・良の評価が与えられます。 

泳法競技 シニアの部 

  予選で３種目を泳ぎ上位２０名が決勝へ進出。決勝では２種目を泳ぎ、予選での得点と合

わせて合計得点で順位が決まります。 

支重競技 

  男子5Ｋｇ、女子4Ｋｇの支重を持ち立泳ぎを行い、アゴ、耳たぶ、後頭部、手の甲が

水につかれば終了となる 

横泳ぎ競泳 

  100ｍ、横泳ぎでのタイムを競う。予選を行い上位８名が決勝へ進出 
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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 藤原 綾乃 水球 

京都新聞ジュニアスポーツ賞 個人 井上 舞  水球  

京都新聞ジュニアスポーツ賞 団体 水球中高女子  

京都新聞ジュニアスポーツ賞 団体 水球中学生女子 

京都市スポーツ賞 栄誉賞 個人 福村 寿華 ＡＳ 

京都市スポーツ賞 栄誉賞 個人 熊谷 日奈多 ＡＳ 

京都市スポーツ賞 大賞 個人 三橋 由莉子 ＡＳ  

京都市スポーツ賞 大賞 個人 川瀬 由華 ＡＳ  

京都市スポーツ賞 大賞 個人 山田 琴音 ＡＳ 

京都市スポーツ賞 大賞 個人 三上 こころ ＡＳ 

京都市スポーツ賞 大賞 団体 10歳以下 女子4×50ｍフリーリレー 競泳 

京都市スポーツ賞 大賞 団体 15歳以下 水球中学生女子 

京都府スポーツ賞 優秀賞 個人 福村 寿華 ＡＳ 

京都府スポーツ賞 優秀賞 個人 三橋 由莉子 ＡＳ  

京都府スポーツ賞 優秀賞 個人 川瀬 由華 ＡＳ   

京都府スポーツ賞 優秀賞 個人 熊谷 日奈多 ＡＳ 

京都府スポーツ賞 優秀賞 個人 山田 琴音 ＡＳ 

京都府スポーツ賞 優秀賞 個人 渡会 円香 競泳 

京都府スポーツ賞 未来くん賞 個人 三上 こころ ＡＳ 

京都府スポーツ賞 未来くん賞 団体 15歳以下 水球中学生女子 

京都府スポーツ賞 未来くん賞 団体 10歳以下 女子4×50ｍフリーリレー 競泳 

京都府スポーツ賞 未来くん賞 団体 10歳以下 女子4×50ｍメドレーーリレー 競泳 

（公財）京都府体育協会 指導活動 個人 京都踏水会水泳学園 中学生女子チーム 

京都府スポーツ賞 功労賞 個人 石山 加壽美 

 

永年勤務表彰 

５年表彰 東田 あゆみ・藤重 知紗・中野 安寿加・山﨑 祐美・佐々木 修平 

１０年表彰 吉弘 明日香・辻 靖子 

１５年表彰 加藤 愛子 

２０年表彰 佐藤 信樹・檀野 伊都子 

２５年表彰 北口 高志 

３０年表彰 檀野 美夕紀・檀野 晴言 

４０年表彰 山田 豊・藤井 透 

４５年表彰 森田 基嗣 
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特別表彰 

市川 雅浩（水球） 

 

称号授与（京都踏水会） 

教  士 栁田 聖幸 

練  士 藤原 佳英・中西 里佳・辻 靖子・荒木 淳 

修  士 
松田 真季・秋山 愛奈・三木 明了・宮本 彩花・米津 裕美 

中 紀子 

     

昇段 

初    段 渡辺 克哉・久保 彩奈 

弐  段 深田 俊彰・小笹 祥之 

参  段 中野 安寿加・田中 紗矢香・小笹 安希子 

五  段 濱中 慎太郎 

六  段 滝本 定行・檀野 太一 

七  段 加藤 裕久 

八  段 蔀 正永 

九  段 井上 大之助 

十  段 市川 博敏・佐竹 信子 

 

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･16,11/4,1/1･2･3･4 休み       計６,０２８人 

 

5月20日（月）～26日（日）体力測定     北口高志 参加者139名 

11月18日（月）～24日（日）体力測定     北口高志 参加者118名 

11月29日（金）成人会員懇親会（神戸フルーツパーク＆かねふくめんたいパーク）  

長野道子 参加者14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   カンフ教室 

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

                                      述べ利用者数 ２,７８１人 
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３．駐車場の運営(収益) 

 

駐 車 場           熊野無人駐車場 

 

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（３階リラックススルーム・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（山城総合運動公園・伏見港

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 １０：３０～１１：３０    日曜  １２：００～１６：００ 

休日 ７月２９日・３０日・３１日・８月３日・１６日・２９日・３０日・３１日 

 

◆４月～６月・９月～翌３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４日、１月１日・２日・３日 

◆１月４日（土）新春イベント １０：００～１４：００ 参加者 ４２０名 

述べ利用者数 ６,３６８人 

 

環境整備 

           

           

営繕補修 

 

施設整備 

 

 

 

 

 

 

４月  北館地下風呂場 (配管含む) 全体改修工事 （株）昭和設備汽機 

                         (株) 長原設備  

北館地下排水桝バキューム洗浄 水中排水ポンプ新調 （株）昭和設備汽機 

５月  北館４階ろ過機・１階深浅ろ過機・１階東歩行ろ過機・北競泳ろ過機 

                オーバーホール・破損ろ布取替修理 (株) 光伸 

    北館風呂場浴槽撤去・新調、洗い場タイル補修 （株）昭和設備汽機 

６月   北館４階プール天井裏空調設備改修 （株）昭和設備汽機 

    デリベントファン 新調 （株）昭和設備汽機 

９月  9/28(土)～10/31(木) リニューアル工事 

10月  北館中央階段全面改修 

    北館４階休憩室 机・椅子・取替工事 
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    北館４階シャワーＢＯＸ撤去 

    北館４階床クロス・壁クロス張替え  

       北館４階・３階電気器具、スイッチ差込取替工事 （株）昭和設備汽機 

                           (株) 長村組 

                                                      (株) 鎌電 

                           (株) ユーエー設計工房 

11月  北館傅熱交換機 北・中・南 Ｖベルト・ベアリング交換、調整、オーバー

ホール（株）昭和設備汽機 

    ４階熱交換機 チューブ穴あき修理 （株）昭和設備汽機 

    北館・南館 消防法に基づいた定期検査 (株)近藤防災 

１月  北館４階プール熱交換機 チューブ修理、分解、オーバーホール 

             １月２９日(水)・３１日(木)  （株）昭和設備汽機 

    北館サウナ室ドア男女修理・ドアチェック取替 (株) ユーエー設計工房 

３月  北館旧ボイラー室 １階シャワーストーレジタンク検査受け 

    北館１階南側傅熱交換機蒸気配管漏れ修理・配管取替修理・モーター送りベ

アリング交換 

     北館１階北側傅熱交換機蒸気配管漏れ修理・配管取替修理・配管取替修理・

モーター送りベアリング交換  ３月３０日(月) （株）昭和設備汽機 

    北館屋上４階暖房傅熱交換機蒸気バルブ取替修理 （株）昭和設備汽機 

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） 

 


