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公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

基本理念・経営方針 

 

Ⅰ   基本理念 

 公益財団法人藤沢市みらい創造財団は、未来を担う青少年の健全育成の推進、市民のスポーツ・レ

クリエーション活動及び芸術文化活動の普及振興を通じ、全ての市民の心豊かで活き活きとした健康

な生活を形成するため、「夢、希望、感動に溢れる明るいみらいをみんなで創る」を経営の基本理念と

します。  

 

Ⅱ   経営方針 

本財団は、青少年育成、スポーツ、芸術文化の各分野の統合から 7年目を、また、公益法人化から

5 年目を迎えますが、この間の大きな変化に対応しつつ、基本理念に基づき市民の皆さんのパートナ

ーとして様々な事業を展開してまいりました。 

そのような中、本年度が最終年となる中期経営計画により本財団の特性であり市民サービスの根幹

となる職員の専門性を確保しつつ、将来へ向けて安定した法人経営を継続的に進めるため、「組織の効

率化」「人材育成」「自主財源の確保等により財務強化」「事業の質の更なる向上」「公益財団法人とし

てのコンプライアンス強化」の 5項目を重点課題とし、質の高い、かつ臨機応変で柔軟なサービスの

提供を目指して改革に取り組んでまいりました。 

しかしながら、この間、本財団を取り巻く環境は、社会経済状況によって急速に変化しており、そ

の対応が求められてきております。 

とりわけ、青少年事業の児童クラブの運営においては、「藤沢市放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例」及び「藤沢市放課後児童クラブ整備計画」に基づいた質・量の両面

における整備と待機児童の解消が求められております。 

また、本財団の主要業務とも言える指定管理業務においては、昨年実施された第三者評価を踏まえ

た事業の見直しが求められており、スポーツ施設では、本年度が指定管理期間の最終年であることか

ら、平成 29年度からの次期指定管理に向け、見直しを踏まえた提案が求められております。また、青

少年施設では、再整備された村岡地域子どもの家が地域子どもの家の管理運営対象に加わり、全 17

施設において「地域市民との協働における管理運営」をさらに進めていく必要があります。 

さらに、芸術文化においても、藤沢市から示された今度の藤沢市民オペラの方向性に沿って、昨年

度よりスタートした新たな手法により公演に向けた準備と本年度事業実施を求められております。 

本財団では、引き続き見直しの取り組みを進め、さらに、本財団を取り巻く新たな課題に対し、迅

速かつ的確な対応を図っていくとともに、財団の持続的な発展に向け、財務基盤安定のための収益事

業の拡大や人材育成とコンプライアンスの強化にも継続的に取り組んでいくほか、職員の処遇改善に

向けた取り組みを進め、組織の強化を図ってまいります。 

今後も職員一丸となり、市民により一層信頼される「みらい創造財団」となるよう努めてまいりま

す。 
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公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

平成 28年度事業計画(青少年事業) 

 

 Ⅰ    運営方針 

 子どもたちを取り巻く環境は大きく変化し、ネット社会の中で、情報のやりとりが便利になっている一

方、子どもたちが遊びや体験を通して学習する機会は少なくなっており、異年齢の子どもや大人との関わ

りが希薄化し、また、自分の思いや考えを素直に他者に伝えて相手の考えを聞くなどコミュニケーション

をとることが難しくなっています。 

このような中、子どもたちが多様な他者と共同することにより、創造性やチャレンジ精神、リーダーシ

ップ、コミュニケーション能力等を身につける機会を提供するよう、さまざまな体験事業や青少年施設の

運営を行い、「社会性」「協調性」「主体性」、自己肯定感を持った活力ある「生きる力」を育成し、子ども

たちの健やかな成長を支援してまいります。 

そのために、本財団が管理運営する施設を拠点に、地域の方々や青少年団体、さらに個人ボランティア、

ＮＰＯなど民間団体との連携を積極的に図り、地域の絆(きずな)づくりを進め、地域及び市域全体で連携

を図りながら、青少年の健全育成を進めてまいります。 

なお、近年の社会環境の中で、生きにくさを抱えた子どもや若者が増えています。また、さまざま家庭

状況から生じる「子どもの貧困」が深刻な社会問題となっています。 

青少年事業では、「藤沢市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、社会生活を円滑に営む上で困難を有

する若者に体験活動の機会や居場所等の提供を行い、コミュニケーション能力、自立心、協調性、責任感、

変化に対応する力、他者と共同する能力等の「社会を生き抜く力」を育むことにより、その自立を支援し

ます。 

さらに、新たな取り組みとして、貧困家庭の子どもたちが体験活動に参加しやすくなるよう支援をして

まいります。 

放課後児童健全育成事業においては、平成27年度より「藤沢市放課後児童クラブ整備計画」に基づき、

藤沢市と連携して計画的な施設整備を進めておりますが、児童クラブについては法改正により対象学年が

拡大されたこともあり、入所希望者が年々増加し、それに伴って待機児童も多くなっております。 

保育園の利用者が増えている状況の中で、この傾向は、今後しばらく続くものと予想され、特に待機児

童が多くなる児童クラブについては、計画的な整備ができるまでの間の緊急的な対応も図っていきます。 

 新たに開設する施設を含め、児童の成長支援、健全育成を実践する場として、児童クラブを安定的に運

営していくために、人材確保及び保育の質の向上に向けた指導・育成・相談体制の充実に努めてまいりま

す。 

 



 

Ⅱ     平成 28年度事業計画（平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで） 

【青少年の健全な育成を目的とする事業（定款第 4条第 1項第 1号）】 

1 青少年健全育成活動の展開と基盤・環境づくりの推進 

（1）青少年の多文化理解・共生への支援 

事  業  名 内    容 

青少年国際化推進事業 

青少年が地域で様々な外国の人々と交流し、相互に理解を深める体験を通

して、共に生き、互いの人権を尊重する心を養うと共に、地域から世界に目

を向け、国際的視野を持つことができる青少年の育成を行う。 

・対象 市内在住、在勤、在学の 30歳位までの青少年及び同年代を中心とし

た市内の外国籍市民 

・場所 藤沢青少年会館他 

・内容 

事 業 名 内 容 

国際交流のつどい 年 3回 外国人との交流事業を行う。 

世界のあいさつ入門講座 
年 2 回 様々な国の言葉(あいさつをは

じめとする会話)や生活を知る。 

外国人のためのおしゃべり

サロン 

全 22回 

外国人が日本語を学ぶ機会を提供し、相

互理解･交流を深める。 
 

大韓民国青少年派遣事業 
(藤沢市共催事業) 

藤沢市の姉妹都市である大韓民国保寧市に青少年を派遣し、ホームステイ

や交流会等を通して、現地青少年との相互理解を深める。 

平成 28年度は、大韓民国保寧市から青少年を受け入れ、ホームステイや交

流会等を実施する。(本財団では、交流会の企画・運営を担当する。) 

交流会の企画・運営は、過去に本事業に参加した藤沢市の青少年が行う。 

・時期 2016年 8月上旬 

・場所 少年の森宿泊研修施設(予定) 

・内容 大韓民国保寧市青少年 20人と藤沢市青少年との交流会 

 

（2）青少年の自立と社会参加を支援する体験活動の推進 

事  業  名 内    容 

小学生リーダースクール 

子どもたちが集団活動･体験活動に主体的に関わり、達成感や仲間との共感

を得られるよう成長を促す体験の場を提供し、活動を通じてリーダー的な素

養や豊かな人間性を形成する。 

・対象 市内在住、在学の小学校 5･6年生 48人 

・時期 通年 

・場所 藤沢青少年会館他 

・内容 仲間づくり、野外活動、宿泊研修、青少年会館まつり参加等 

・参加費 1人 2,000円 

小学生・育成指導者研修 

地域における青少年の育成活動を推進するために、小学生を対象とした研

修会及び青少年団体の育成者・指導者を対象とした研修会を実施し、各地域

で中心的に活動できる人材育成を行う。 

・対象 小学生及び青少年育成者・指導者 

・時期 通年(年 5回) 

・場所 藤沢青少年会館他 

・内容 仲間づくり、野外活動、安全研修、工作研修等 

・委託先 藤沢市子ども会連絡協議会 

 

 



 

  

事  業  名 内    容 

中学生リーダースクール 
高校生リーダースクール 

参加者が興味や関心のある活動に主体的に関わり、プログラムの企画から

運営までを責任を持って自主的に行うことにより、ひとり一人が達成感を得

られるようにすると共に同年代の相互交流を深める。 

・対象 市内在住、在学の中学生 25人・高校生 20人 

・時期 通年 

・場所 藤沢青少年会館他 

・内容 参加者主体の企画会議を行い、興味や関心、季節にあった活動を年

数回開催  (例)宿泊研修、レクリエーション指導等 

・参加費 中学生 1人 1,300円  高校生 1人 2,350円 

ふじさわ未来プロジェクト 

未来を担う子どもたちが、自分たちが住んでいる藤沢について知り、興味
を持つと共に、まちづくりを体験する機会を提供する。また仲間と協力して
１つのことを創りあげる過程において、思いやりに基づく共同決定、コミュ
ニケーション力を育み、今後の社会参加・社会参画に繋げていくことを目的
とする。 
・対象 市内在住、在学の小学校 5・6年生 20人 
・時期 8～9月頃を予定  ※全 3～4回予定 
・場所 藤沢青少年会館、少年の森他 
・内容 参加者の小学生が様々なテーマに沿って、「まちづくり」を体験する。

まず、参加者が各班に分かれて、それぞれ与えられた地域の特性を
もとに、「この地域にはどのような施設が必要なのか」を協力して話
し合う。その後、各地域を合わせて１つの架空の「まち」を完成さ
せる。最終的に架空の「まち」の模型を作り、発表会を行う。 

・参加費 1人 1,000円 別途：宿泊研修費として 2,500円 

湘南藤沢ダンス MIX Ver.18 

ダンスを通じて、青少年が目標に向かって努力することにより、達成感を

得られると共に、青少年の活力を高め、創造性を育む。 

・対象 市内在住、在学、在勤の未就学児以上 30歳以下の者を含む 2人以上

のグループ 

・時期 予選会 2016年 7月 3日(日)    本選会 2016年 8月 14日(日) 

・場所 予選会 ・本選会とも 藤沢市民会館大ホール 

・内容 アマチュアダンスコンテスト等 

コンテスト部門、フリー部門、ゲストダンス 

・参加費 1グループ 1,500円 

・委託先 湘南藤沢ダンス MIX Ver.18実行委員会 

子どもたちのための 

☆人形劇キラキラフェスティバル☆ 

音楽や人形劇など家族で一緒に楽しみながら参加することにより、家族で

のふれあいを目的とする。 

・対象 市内在住の親子 400人 

・時期 2016年 12月 23日(金・祝) 

・場所 藤沢市民会館小ホール 

・内容 市内のアマチュアサークルの協力による人形劇の公演 

・参加費 大人 300円 子ども 200円 

サーフィンスクール 

青少年が藤沢市の地理的特性である海や浜をフィールドとして、サーフィ

ンの体験を通して海に親しむ心を養う。 

・対象 市内在住、在学の中学生・高校生 30人 

・時期 2016年 8月 1日(月) 

・場所 鵠沼海岸 

・内容 サーフィンの体験 

・参加費 1人 3,000円 

・協力 藤沢市サーフィン協会 

 

 

 

 

 



 

  

事  業  名 内    容 

海とあそぼう 

藤沢市の地理的特性である海や磯を舞台に、カッターボートと磯観察、ヨ

ット漕艇体験の 2 事業を同時に実施する。カッターボートと磯観察では協調

性や海の規律を学び、ヨット漕艇体験では、体験から海に親しむ心を養う。 

・対象 市内在住、在学の小学校 5・6年生  

カッターボートと磯観察：60人、ヨット：20人   計 80人 

・時期 2016年 7月 16日(土) [予備日 7月 17日(日)] 

・場所 江ノ島湘南港周辺、江ノ島ヨットハウス 

・協力 藤沢海洋少年団、藤沢市科学少年団、藤沢市ヨット協会 

・内容 カッターボート漕艇体験と磯観察、ヨットの漕艇体験 

・参加費 カッターボートと海辺の生物観察：1,000円、ヨット：3,000円 

自然ふれあい教室 

藤沢では体験することのできない雪遊びを思う存分体験すると共に、未体

験の事柄に挑戦し、チャレンジ精神を養う。また、仲間と共に過ごし挑戦す

ることで、協調性を育む。 

・対象 市内在住、在学の小学校 5・6年生 48人 

・時期 2017年 1月 7日(土)～9日(月・祝) 2泊 3日 

・場所 藤沢市八ヶ岳野外体験教室 

・内容 雪あそび(雪上レクリエーション)、スノーシューハイク等 

・参加費 1人 16,000円（生活困窮世帯については、5,000円） 

・委託先 雪ん子プロジェクト実行委員会 

夏のわくわくキャンプ 
～島の大冒険～ 

日頃、体験することのできない遊びを、島の大自然の中で思う存分体験す

ると共に、未体験の事柄に挑戦し、チャレンジ精神を養う。また、仲間と共

に過ごし挑戦することで、協調性を育む。 

・対象 市内在住、在学の小学校 5・6年生 36人 

・時期 2016年 7月下旬 2泊 3日 

・場所 伊豆大島(東京都立大島公園等) 

・内容 島の大自然を利用した野外活動 

・参加費 1人 23,000円（生活困窮世帯については、7,000円） 

・委託先 夏のわくわくキャンプ実行委員会 

 

（3）青少年の健やかな成長を支えるための環境整備 

事  業  名 内    容 

リーダースクール 

体験活動を通じ、直に自分たちが経験することから学び、様々な場面や方

法で青少年の健全育成に携わることができるリーダーを養成する。  

なお、修了後は「藤沢市青少年活動リーダーバンク」に登録し、地域青少

年活動を推進する活動を行う。また、全ての講座を修了することで、全国体

験活動指導者認定委員会が行っている自然体験活動指導者(NEAL)の資格を取

得できる。 

・対象 市内在住、在学、在勤の 18歳以上 20人 

・時期 通年 

・場所 藤沢青少年会館、少年の森他 

・内容 青少年活動に関する基礎的知識、専門的知識、技術について、机上

講義や体験活動を織り交ぜながら習得する。 

・参加費 1人 5,000円 

 

 

 

 

 



 

  

事  業  名 内    容 

青少年育成市民のつどい 

青少年育成活動に功労のあった人たちに感謝の意を表するとともに、市内

で青少年健全育成に携わる人たちが会し、青少年健全育成活動のあり方や方

向性を考える講演会やシンポジウム等を開催する。 

・対象 青少年健全育成活動に携わる人及び一般市民 

・時期 2016年 11月 13日(日) 

・場所 湘南台市民シアター 

・内容 第 1部 藤沢市青少年育成活動推進功労者表彰 

    第 2部 基調講演(内容は実行委員会で検討) 

・委託先 藤沢市青少年育成市民のつどい実行委員会 

みらい子どもフェスタ 
子どもフェスティバル 

青少年健全育成の場、青少年団体及び青少年育成団体の活動の場とすると

共に、参加者に各団体への関心を持ってもらう機会とし、自主的な青少年活

動の広がりを促進する。また、実行委員会や事業当日の活動を通して、団体

相互のコミュニケーションや交流を図る。 

・対象 市内青少年団体・青少年育成団体の会員及び一般の青少年とその 

家族 

・時期 2016年 5月 5日(木・祝) こどもの日  

・場所 少年の森 

・内容 青少年団体、青少年育成団体企画の事業、参加団体共同による事業、 

    協力団体による模擬店 

※みらい子どもフェスタとしてゴールデンウィークにスポーツ事業や芸術文

化事業と連携して開催し、広報等を協力して行う。 

青少年団体・青少年育成団体 
交流事業 

青少年団体、青少年育成団体が交流事業を通して、お互いの活動目的や内

容に理解を深め、各々の持ち味や得意分野を活用し、連携した事業の展開を

図る。 

・対象 青少年団体、青少年育成団体 

・時期 未定(団体交流事業実行委員会で協議) 

・場所 未定(団体交流事業実行委員会で協議) 

・内容 実行委員会が中心となり、青少年団体、青少年育成団体が交流でき、

連携した事業展開につながるような事業内容を企画し、運営する。 

・委託先 団体交流事業実行委員会 



 

  

（4）青少年施設の活用 

事  業  名 内    容 

青少年施設における体験事業 

 本財団が管理する青少年施設において、その設立目的や特性に合った社会

参加活動や自然体験活動等を行う。また、地域における子育ての拠点として、

子育て支援や地域コミュニティの場の提供等の事業を実施する。 

①藤沢青少年会館 

  青少年会館まつり「秋の祭典」、はじめての武道(空手・スポーツチャン  

バラ等)、あそびスタジオ(レクリエーション活動、工作等)、伝承文化事 

業、青少年会館に泊まろう、子育て支援事業、ボランティア支援事業、

季節事業等 

②辻堂青少年会館  

  クラブ育成事業(卓球・手芸・けん玉・パソコン等)、子育て支援事業 

(乳幼児救命講習会・リトミック・紙芝居・手遊び等)、夏の催し(キャン 

プ・卓球教室等)、季節事業(いも掘り・クリスマス会・鏡開き等)、会館

フェスティバル、映画会等 

③少年の森  

どろんこまつり、親子キャンプ教室、稲作体験教室、夜の自然観察、   

子どもキャンプ、森のようちえん、プレーパーク、冒険王国、       

親子でたき火、夜の星空観察、トナカイ作り、プロと遊ぼう、子どもフ

ェスティバル、キャンプファイア、森整備、中学生キャンプ等 

 ④児童館 

  子育て支援事業(育児情報交換・保育士相談・リズム体操・手遊び等)、  

  地域支援事業(地域ボランティアの協力事業：絵本の読み聞かせ・工作  

  等)、キャンプ、クラブ活動、児童館まつり等 

 ⑤地域子供の家 

伝承文化事業、レクリエーション活動、地域子供の家まつり、ゲーム大

会、季節事業(七夕まつり・クリスマス会・お月見・節分等) 



 

  

2 青少年施設の管理運営 

（1）指定管理者施設(青少年施設)の管理運営 

事  業  名 内    容 

藤沢市青少年会館管理運営 

平成 25年度から平成 29年度までの 5年間、藤沢市から指定管理者として

指定を受けた藤沢市青少年会館(藤沢・辻堂)の管理運営を行う。 

青少年に活動の場を提供し、健全な育成を図るという設立目的から、より

多くの青少年が利用できるような環境を整備するとともに、会館を最大限に

利用した事業展開を図っていくことでその役割を担っていく。 

 なお、引き続き子育て支援事業を実施していくことで、子育てから青少年

の育成まで一貫して取り組む。また、現在深刻化しており社会問題となって

いる子どもの貧困についても新たに支援を検討・実施する。 

【平成 28年度の主な取り組み】 

取り組み 内容 

新たな広報媒体の活用 

既存の広報媒体のほか、新たにブログ等の

ＳＮＳで施設独自のホームページを作成

し、事業等の情報を発信する 

ひきこもりや不登校など

困難を有する青少年への

取り組み 

現在の受け入れ態勢を再考、関係団体から

の情報収集を行い、新たな展開を検討する 

青少年会館運営委員会と

の連携 

再編した藤沢青少年会館運営委員会と協

働で、地域の交流を深める事業を実施する 

新規事業の実施 
既存事業を見直し「職人シリーズ事業」「中

学生事業」等新規事業を実施する 

中高生対象事業の拡大 

新規事業である「中学生事業」に加え、い

くつかの既存事業の対象を中高生とする

ことで中高生事業の拡大を図る 

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽの改善 
平成 27 年度に実施したニーズ調査に基づ

き備品の購入、レイアウトの変更を行う 

子どもの貧困対策 
ボランティアや協力団体を募り、生活困窮

世帯の子どもの学習支援を検討・実施する 

【施設の概要】 

 ①藤沢青少年会館 

  施設内容：談話室、和室、フリースペース、体育室、団体活動室他 

  事業内容：青少年会館まつり「秋の祭典」、はじめての武道(空手・ 

       スポーツチャンバラ等)、あそびスタジオ(レクリエー 

       ション活動・工作等)、伝承文化事業、青少年会館に泊まろう、 

       子育て支援事業、中学生事業、職人シリーズ事業（大工さん 

       とあそぼう）事業、ボランティア支援事業、季節事業、 

       行事用機材の貸し出し(キャンプ用品・行事用テント・綿菓子 

       機・ポップコーン機等)、子どもの貧困対策事業等 

②辻堂青少年会館  

  施設内容：談話室、和室、集会室 

  事業内容：クラブ育成事業(将棋・卓球・手芸・けん玉・パソコン等)、  

       子育て支援活動(乳幼児救命講習会・リトミック・紙芝居・手 

       遊び等)、夏の催し(キャンプ・卓球教室等)、季節事業(いも   

       掘り・クリスマス会・鏡開き等)、会館フェスティバル、 

       映画会等  

 

 

 



 

  

事  業  名 内    容 

少年の森管理運営 

平成 25年度から平成 29年度までの 5年間、藤沢市から指定管理者として

指定を受けた藤沢市少年の森の管理運営を行う。 

 青少年団体や家族が野外活動を通して成長する活動拠点、青少年が自然の

中で様々な自然体験や遊びができる居場所となるよう、市内唯一のキャンプ

や宿泊研修ができる野外活動施設としての役割を担っていく。さらに、利用

者の利便性を向上させるため、宿泊研修施設に簡易炊事場の整備を行う。 

 また、青少年に様々な体験を提供するため、多彩な事業展開を図り、野外

というかけがえのない環境を最大限に活かし、青少年本人が自立する場とし

て、青少年の健全育成を推進するための事業を実施する。 

【平成 28年度の主な取り組み】 

取り組み 内容 

「冒険遊び場」居場所事業

の展開 

冒険遊び場事業の試行結果を検証し、平日

実施への拡大を図る 

「冒険遊び場」をコーディ

ネートする人材の育成 

「冒険遊び場」の運営に主体的に関わるボ

ランティアを育成する 

森林整備ボランティアの

育成 

森林ボランテイアを育成し、森林整備や除

草作業等を実施する 

交通アクセスの利便性の

向上 

駐車場増設に向けた調整を関係機関及び

地域と行う 

施設内の植物・昆虫等の名

前及び種類の掲示 

市民及びＮＰＯとの協働により自然環境

調査を実施し、掲示を行う 

ひきこもりや不登校など

困難を有する青少年への

取り組み 

困難を有する青少年へのボランティア等

体験の場の提供について検討する 

【施設の概要】 

施設内容： アスレチック、キャンプ場、水遊び場、多目的運動広場、自然

散策路、宿泊研修施設「かわせみハウス」他 

事業内容： どろんこまつり、親子キャンプ教室、稲作体験教室、夜の自然

観察、子どもキャンプ、森のようちえん、プレーパーク、冒険

王国、親子でたき火、夜の星空観察、トナカイ作り、プロと遊

ぼう、子どもフェスティバル、キャンプファイア、森整備、中

学生キャンプ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

事  業  名 内    容 

児童館管理運営 

平成 25年度から平成 29年度までの 5年間、藤沢市から指定管理者として

指定を受けた藤沢市立児童館(大鋸・辻堂・鵠洋・辻堂砂山・石川の 5 館)の

管理運理を行う。 

管理運営を行うにあたり、子どもたちの遊びの拠点と居場所づくりのため、

地域と一体となり、子どもが安全で安心できる居場所を提供する。 

 また、昨年度までのニーズ調査結果で出た、ネットワークづくり、事業の

見直し・検討に基づいて、新たな「中高生対象事業」、「子育て支援事業」を

試行する。 

【平成 28年度の主な取り組み】 

取り組み 方針・内容 

新たな広報媒体の活用 

既存の広報媒体のほか、新たにブログ等の

ＳＮＳで施設独自のホームページを作成

し、事業等の情報を発信する 

中高生の利用者拡大事業 
平成 27 年度に検討・企画を行った中高生

対象の新規事業を全児童館で実施する 

新たな子育て支援事業 
アンケート調査を行った上で、子育て支援

事業の今後の方針・新規事業の検討・企画 

職員の資質向上 

施設管理運営や事業企画・運営に直接活か

せる外部研修へ積極的に参加すると共に、

実情に即した児童館全体研修を実施する 

危機管理体制の見直し及び

安全性の向上 

現状に合わせて危機管理マニュアル・消防

計画の見直しを図り、安全体制の強化を図

る 

【施設の概要】 

大鋸児童館、鵠洋児童館、辻堂児童館、辻堂砂山児童館、石川児童館 

施設内容：集会室、遊戯室、図書コーナー、会議室等 

事業内容：①遊びの指導、その他児童の心身の健全な育成のために必要な 

知識の普及及び向上 

             ②児童の福祉の向上のために地域ごとに組織される団体の育 

成並びに当該団体に対する指導、援助及び協力 

       ③放課後児童健全育成事業 

        併設する 6施設の児童クラブの管理運営 

※わんぱく(大鋸)、どろんこ(鵠洋)、つばさ(辻堂)、 

風の子(辻堂砂山)、浜見(辻堂砂山)、みつばち(石川) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

事  業  名 内    容 

地域子どもの家管理運営 

平成 25年度から平成 29年度までの 5年間、藤沢市から指定管理者として

指定を受けた藤沢市地域子どもの家の管理運営を行う。 

 「地域市民との協働による管理運営」、「地域の子どもは地域で見守り育て

る」を基本理念に、これまで指定管理者として培ってきた経験や成果、実績

を最大限に活かし、地域子どもの家指定管理事業計画に基づいた事業を展開

していく。 

再整備された村岡子どもの家を加え、17館の管理運営を行っていく。 

【平成 28年度の主な取り組み】 

取り組み 内容 

新たな広報媒体の活用 

既存の広報媒体のほか、新たにブログ等の

ＳＮＳで施設独自のホームページを作成

し、事業等の情報を発信する 

地域との協働による施設

運営 

地域との情報交換により、地域の特色を活

かした施設運営を促進させる 

既存の研修内容の見直し 

有償ボランティア見守る人の資質向上を

目的に行ってきた研修について運営委員

会と意見交換をしながら見直しを図る 

新たな子育て支援事業へ

の取り組み 

既存事業を見直し、平成 29 年度に向けて

新たな子育て支援事業を検討する 

危機管理体制の見直し 

危機管理マニュアルを改訂し、地域運営委

員会、有償ボランティア見守る人に周知徹

底することで安全体制の強化を図る 
 

 

 （2）SL広場の管理運営 

事  業  名 内    容 

SL広場管理運営 

本財団スポーツ事業課が指定管理者として管理する八部公園内に設置され

ている SL 広場の管理運営を行う。管理運営にあたっては、藤沢 SL 少年団、

藤沢鉄道車輌保存会に協力をいただき、C11型蒸気機関車 245号「しおかぜ号」

の定期清掃、「しおかぜ号」本体・付帯設備の維持管理の他、毎月第 2日曜日

の「ミニ SL運転会」、10月には「SLまつり」を開催する。 

 

（3）少年の森宿泊研修施設の管理運営 

事  業  名 内    容 

少年の森宿泊研修施設管理運営 

少年の森での宿泊を伴う青少年の自然体験活動、青少年指導者等の研修の

ため、本財団が所有する宿泊研修施設「かわせみハウス」の管理運営を行う。

利用者が減少する秋冬期には、親子での自然体験活動事業を予定している。

夏期にはこども館・辻堂青少年会館と連携し「星空観察」の事業を実施する。

また、家族キャンプ期間等の荒天時の待機場所としても有効活用する。 

【平成 28年度の主な取り組み】 

取り組み 内容 

宿泊研修施設の利便性の

向上 

宿泊研修施設の新たな設備として簡易炊

事場を整備する 

【施設概要】 

 建物 木造 2階建 

 施設内容 研修ホール、シャワールーム、宿泊室(定員 40人) 

 利用対象 18歳以上の者が 10人以上の団体やグループ(指導者引率要) 

      青少年健全育成を目的に研修を行う10人以上の団体やグループ 



 

  

3 放課後児童健全育成事業 

事  業  名 内    容 

放課後児童健全育成事業 

(児童クラブ管理運営) 

藤沢市からの受託により児童クラブの管理運営を行う。 

 保護者が就労等の理由により、放課後等に家庭にいない児童のために、適

切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るため、保護者や地域

住民の積極的な協力を得て、児童クラブの管理運営を行う。 

・対象 小学生 1年生から 6年生までの放課後児童 

・場所 藤沢市内 52施設(うち 6施設は児童館併設の指定管理事業) 

公共施設及び法人所有施設、民間借上げ等により運営 

名 称 設置小学校区 名 称 設置小学校区 

どろんこ 鵠 洋 よつば 鵠 南 

風の子 高 砂 さわやか 藤 沢 

杉の子 善 行 ぽてんこ 鵠 沼 

竹の子 八 松 みつばち 石 川 

チンチロ 大 道 はすいけ 鵠 洋 

芝の子 明 治 おおぞら 六 会 

どんぐり 片 瀬 なかさと 中 里 

コロリン 村 岡 つばめ 新 林 

浜 見 浜 見 はやぶさ 湘南台 

わんぱく 大 鋸 いるか 片 瀬 

つくしんぼ 大 越 さくら 本 町 

かめの子 亀井野 麦の子 明治・羽鳥 

うさぎ 富士見台 てんとう虫 滝の沢 

ありんこ 滝の沢 はばたき 辻 堂 

ひまわり 湘南台 そよかぜ 天神・六会 

つばさ 辻 堂 すまいる 長 後 

ちびっこ 駒 寄 やまびこ 大 鋸 

なかよし 俣 野 第 2さわやか 藤 沢 

さくらんぼ 長 後 ひだまり 鵠 沼 

かもめ 新 林 第 2そよかぜ 天 神 

ごしょみ 御所見 第 2小羊 羽 鳥 

いちょう 秋葉台 キラリン 村 岡 

小 羊 羽 鳥 菜の花 富士見台 

めだか 大清水 虹の子 善 行 

たんぽぽ 小 糸 かわせみ 大 道 

たいよう 六 会 第 2竹の子 八 松 

※児童館併設の児童クラブ(指定管理施設) 

どろんこ(鵠洋児童館)、風の子・浜見(辻堂砂山児童館)、わんぱく(大鋸児

童館)、つばさ(辻堂児童館)、みつばち(石川児童館) 



事  業  名 内    容 

放課後児童健全育成事業 

(児童クラブ管理運営) 

【開設時間】 

区 分 開 設 時 間 

通常授業時(月曜日～金曜日) 午後 0時 30分から午後 7時まで 

短縮授業時 午前 10時 30分から午後 7時まで 

土曜日 午前 8時から午後 7時まで 

学校長期休業日(土曜日含む) 午前 8時から午後 7時まで 

学校行事等振替休日 午前 8時から午後 7時まで 

※午後6時から午後7時までは延長利用の申し込みが必要(別料金) 

【活動内容】 

 ①児童の安全と健康を守り、豊かな心を育てる。 

 ②適切な遊びと生活の場を与える。 

 ③生活習慣を身につけることにより、社会性、協調性を養う。 

 ④家庭との日常的な連絡、情報交換を行う。 

 ⑤地域活動への参加等、地域の特性を活かした活動を行う。 

⑥その他、児童の健全育成上、必要な活動を行う。 

【事業内容】 

①全体事業  

・「児童クラブ交流会」 

52 児童クラブの保護者の実行委員会に委託し、運動会を実施する。

指導員が一緒に内容を検討し、秩父宮記念体育館・秋葉台文化体育館

の 2会場で延べ 4回行う。 

・「またあした」 

年 4回児童クラブだよりを発行する。 

・「ホームページ更新」(随時) 

・「４ＭＡＴ」 

児童クラブに在籍する 4年生のためのリーダー育成事業 

『学ぶ・遊ぶ・友だちを作っていく』というテーマでキャンプ技術を 

身につける活動や日常で使用できるゲーム等を実施する。 

・「運営委員長会議」、「保護者代表者会議」 

年 2回児童クラブの事業について報告し、情報交換する。 

・「職員会議」 

8月を除く毎月 1回クラブ長が集まり、情報を共有する。 

・「ブロック会議」 

施設の増加に伴いブロックを４つから６つに細分化し、正副ブロック

長が中心となって、円滑なクラブ運営のための情報交換、意見交換を

行う。 

・「育成担当会議」 

円滑な運営を行うために、担当者が新人クラブ長や課題をかかえてい

るクラブについての教育や支援の方法を検討し、取り組む。 

・「指導員研修」 

指導員の資質向上のため、研修担当者が研修を企画、運営し、研修内

容をクラブ運営や児童指導に活かす。 

(例)フォローアップ研修、キャンプ研修、実践検討、保育園研修、救 

  命救急研修等 

・「児童クラブ集会」 

指導員、保護者、運営委員等、児童クラブに関わる人たちが一堂に集

い、これからの子育てや保護者への支援等について意見交換を行う。 



事  業  名 内    容 

放課後児童健全育成事業 

(児童クラブ管理運営) 
②自主事業 

「キャンプ」(各児童クラブ単位で実施する) 

児童クラブでの生活の集大成として、日常生活からキャンプへ向けて

準備を行い、学年に応じた目標を立て、自然とのふれあいや仲間づく

り、キャンプ技術の習得を目的に保護者と協力し実施する。 

その他：入所説明会、入所式、退所式、運営委員会(年 2回以上)、保護者 

懇談会(年 4 回以上)、近隣クラブ交流(フットベース・けん玉交

流等)、クラブまつり、遠足等 

③施設整備   

・児童数増加に伴い第 2どろんこ児童クラブと(仮称)ひまわり児童クラ 

ブ分館の整備を行う。 

・施設維持管理(通年) 

④防災     

・「夏の起震車体験」 

毎年 1回、児童と指導員で行う。 

・「避難訓練」 

火災、地震・津波を想定して年 3回以上実施 

 

4 その他 

事  業  名 内    容 

季刊情報誌 
「Fujisawa MIRAI.net」の発行 

財団統合季刊情報紙として「Fujisawa MIRAI.net」を年 4 回発刊し、本財

団が開催する各種事業や管理運営する施設の紹介等の情報を提供し、市民へ

の青少年健全育成活動、スポーツ・レクリエーション活動及び芸術文化活動

の普及振興を図る。 

・発行部数 各号 5,000部 

・発行月 年 4回(4月、7月、10月、1月) 

・配布先 市内公共施設、小・中学校、財団関係団体・機関等 

藤沢市みらい創造財団展 

本財団が行う事業、管理する施設を広く市民に紹介し、事業や施設の認知

度を向上させ、事業参加や施設利用の拡大を図る。 

・時期 2017年 2月中旬(予定) 

・場所 市民ギャラリー地下展示場 



 

  

【その他目的を達成するために必要な事業（定款第 4条第 1項第 4号）】 

1 物品販売事業 

（1）青少年施設での自動販売機設置・物品販売 

事  業  名 内    容 

自動販売機での清涼飲料水等販
売 

管理運営する青少年施設(藤沢・辻堂青少年会館、少年の森、児童館)におい

て、自動販売機での清涼飲料水等を販売し、施設利用者へのサービス向上を

図る。 

キャンプ活動用消耗品等物品販
売 

少年の森での野外炊事用消耗品をはじめとするキャンプ活動用消耗品等の

販売により、施設利用者へのサービス向上を図る。 

 

2 青少年団体助成・交流事業 

（1）青少年団体・青少年育成団体への助成事業 

事  業  名 内    容 

青少年団体・青少年育成団体へ
の助成、支援 

地域住民の主体的な活動として、地域ぐるみで青少年健全育成活動に取り

組む市内 14地区の青少年育成協力会や青少年健全育成を目的とする。青少年

団体・青少年育成団体の活動の奨励と振興を図るため、その活動の助成、支

援を行う。 

・対象 藤沢市青少年育成協議会、市内 14地区青少年育成協力会、市内で活 

動する青少年団体、青少年育成団体 

・内容 活動助成金の交付、活動支援等 

 

 （2）青少年健全育成関係者等の交流事業 

事  業  名 内    容 

新春のつどい 

青少年団体や青少年育成団体、青少年事業関係者等が一堂に会し、新年を

祝うとともに、各団体の指導者、会員等の情報交換、親睦を図る。 

・対象 青少年団体、青少年育成団体、青少年事業関係者等 

・時期 2017年 1月下旬(予定) 

・場所 藤沢市民会館第 1展示ホール 

・内容 青少年団体・青少年育成団体の指導者、会員等の情報交換、親睦等 

・参加費 1人 3,500円 

 

3 その他市受託事業 

 藤沢市から受託する青少年健全育成事業 

事  業  名 内    容 

成人式記念事業 

満 20歳を迎えた者及び迎える者（新成人）が社会人としての自覚を高める

ような成人式を祝う記念事業を行う。なお、新成人で組織する実行委員会が

中心となり、事業の企画・運営を行う。 

・対象 1996年 4月 2日から 1997年 4月 1日までに生まれた新成人 

・時期 2017年 1月 9日(月・祝) 

・内容 成人式記念式典後の記念事業(アトラクション等) 

・委託先 成人式記念事業実行委員会 

第18回親子ふれあいコンサート 

時代を超えて、歌い継がれた名曲に親しみ、青少年の情操を養い、共感す

る心を育み、親子や異年齢の子どもたち同士のふれあいの場とする。 

・対象 市内在住の親子 

・時期 2016年 12月 4日(日) 

・場所 藤沢市民会館大ホール 

・内容 親子で楽しむコンサート(歌・器楽) 

・委託先 第 18回藤沢市親子ふれあいコンサート実行委員会 



 

  

事  業  名 内    容 

青少年体験学習事業 

青少年に地域の古き良き歴史・伝統・文化や環境問題について、自ら体験

して学ぶことを通じて、青少年に思いやりある心を育んでもらうことを目的

とする。 

・対象 市内在住、在学の青少年 

・時期 未定(青少年体験学習事業実行委員会で協議) 

・場所 藤沢青少年会館他、公共施設、活動に適した場所 

・内容 子どもたちが藤沢市の歴史や伝統・文化を体験し、学ぶ。 

・委託先 青少年体験学習事業実行委員会 

子ども・若者自立支援事業 

社会的自立を目指す若者に子ども達との交流やふれあいを通した社会体験

の場を提供する。 

また、子ども達が将来的に困難な状況にならないように多様な人との交流

によって、地域との繋がりや社会性を育むことができる居場所の提供を行う。 

・対象 社会的自立を目指す若者及び青少年 

・時期 通年(人を配置する居場所事業は年間約 140日) 

・場所 藤沢・辻堂青少年会館、少年の森の他、青少年施設等 

・内容 [社会的自立を目指す若者の受け入れ] 

    自立支援機関等と連携し、社会的自立を目指す若者に子ども達や施

設利用者等との交流やふれあいを通した社会体験の場を提供する。 

[居場所事業] 

    藤沢青少年会館フリースペースに週 3回程度コーディネーターを配

置し、子どもたちが地域とつながり、他者とふれあい、交流できる

場づくりや社会性を育むことができる拠点となる居場所を提供す

る。 

 

4 その他 

事  業  名 内    容 

職員研修(人材育成) 

職員の専門性を高め、資質の向上を図るために、職員の研修を積極的に 

行う。 

・本財団や青少年事業に関連する資格取得を励行する。 

・藤沢市主催の職員研修を受講する。 

・接遇研修を行い、市民サービスの向上に努める。 

・青少年を対象とした事業の企画、運営に必要な知識や技術を習得する。 

・野外活動における生活や安全管理等の技術を習得する。 

・万一の事故に備えた救急法を習得し、安全性の確保を図る。 

・国や県、青少年関係機関・団体が開催する研修を受講し、知識や技術の習 

得に励むとともに、情報収集や人的つながりの拡大を図る。 



 

  

 

 

 

 

 

ス ポ ー ツ 事 業 



 

  

公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

平成 28年度事業計画(スポーツ事業) 

 

 

Ⅰ     運営方針 

本財団が指定管理者に選定されている藤沢市運動施設等（秩父宮・秋葉台・八部・石名坂）の指定

管理期間は、平成 28年度が最終年となります。提案時の計画内容を振り返るとともに、平成 27年度

に行われた「指定管理者第三者評価」の結果を真摯に受け止め改善を図りつつ、業務完遂を目指して

まいります。また、あわせて次期指定管理者の選定に向けての取り組みにも重点を置かなければなり

ません。その足固めとするためにも、一つひとつ確実に実績を積み上げていけるよう、それぞれの持

ち場で怠ることなく、丁寧に業務に取り組んでまいります。 

運営方針は大きく変えることなく、これまで築いてきたものを継承しつつ、必要に応じて見直し修

正を図ります。職員間での連絡・調整や、臨時職員への指導をきめ細かく行うことで、全体的な意思

統一を強め、公平・平等な市民対応に努めてまいります。 

各種スポーツ教室・大会等の開催にあたっては、平成 27年度に策定された「藤沢市スポーツ推進計

画“みらいふじさわスポーツ元気プラン”実施計画」の内容を踏まえつつ、これまで年間を通し多岐

にわたって提供してきた運動プログラムを、より市民ニーズに沿うよう、アンケート等を基に改善し

実施してまいります。昨年度までと同様、障がいのある方でも気軽にスポーツに親しむことのできる

「ふれあいスポーツ交流会」等のノーマライゼーション事業や開放事業等を積極的に行い、一人でも

多くの市民にスポーツの楽しさを体験していただくことで、市民のスポーツ実施率向上に努めてまい

ります。そして、イベント等においては、スポーツを「する人」だけではなく、「観戦する人・撮影す

る人」（「みる人」）、ボランティアなどで「ささえる人」の参加を促し、多様な関わり方でスポーツと

接する機会を提供してまいります。また、昨年夏に開催した「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」

に引き続き、各施設を拠点としたラジオ体操関連の事業を企画開催し、地域の異世代間交流促進、市

民の健康増進を図ってまいります。 

施設の管理運営については、経費削減に努めつつ、市民が安全かつ快適に利用できる環境の整備を

継続してまいります。特に、接遇面に関してスタッフ全員が向上心を持ち業務に励むよう、働きかけ

てまいります。 

その他の諸事業においても、これまでの経験を最大限に活用するとともに、新たな発想を取り入れ

ながら業務に臨んでまいります。また、体育関係団体や藤沢市の関係各課等との連携をこれまで以上

に細やかにし、市民が「いつでも・どこでも・だれでも・いつまでも」スポーツに親しめる環境づく

りに努め、藤沢市のスポーツ活動の推進に貢献してまいります。 



 

  

Ⅱ    平成 28年度事業計画（平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで） 

【市民の健康づくりと生涯スポーツの推進を目的とする事業（定款第 4条第 1項第 2号）】 

1 各種スポーツ教室・大会等の開催 

（1）各種スポーツ教室の開催 

事  業  名 内    容 担当・会場 

各種スポーツ
教室(講習会)
等の開催 

スポーツ教室 

生涯スポーツの推進を図るため、市民のスポーツ活動の基盤と
なる場の提供として各種スポーツ教室を実施する。 
施設の設立目的や地域性を十分活かしながら、体力・技術レベ
ルに対応する市民ニーズを反映した教室、また中高年の方の体力
維持・増進や子ども、障がいのある方の体力向上に寄与すること
の出来る教室を開催し、各種スポーツの普及・推進に努めるとと
もに、交流・親睦の場を提供する。 

 合計 286教室(予定) 

施設名 開催予定数 

秩父宮記念体育館 63教室 オープン教室 9種など 

鵠沼運動施設 
八部公園プール 

28教室 幼児たいそう教室など 
50教室 ナイター水泳教室など 

秋葉台文化体育館 
秋葉台公園プール 

47教室 プレス工業ランニング教室など 
32教室 チャレンジ水泳教室など 

石名坂温水プール 66教室 泳力認定別学童教室など 
 

各施設 

開放事業 
(有料) 

スポーツ教室事業と併せ、年間を通じた市民のスポーツ活動の

基礎となる場として個人使用種目を設定開放し、市民のスポーツ

実施率の向上と施設利用者の拡大を図る。 

施設名 開催予定 

秩父宮記念体育館 卓球 他 主に 8種目 

秋葉台文化体育館 バドミントン 他 主に 8種目 

駐車場スペースを有効活用し、自転車の練習場所を定期的に提
供、交通安全の意識向上とスポーツサイクルの普及を図る。 

【サイクルオープン Day】 

秩父宮 
秋葉台 

開放事業 
(無料) 

青少年に人気のストリートダンスや障がいのある方も同一フィ
ールドで楽しむことのできるローリングバレーボールの練習会
場を定期的に提供し、青少年の健全育成及びユニバーサルスポー
ツの普及を側面からサポートする。 
人工芝球技場を親子や友達同士でスポーツ活動が楽しめる広場
として定期的に開放する。屋外卓球台の有効活用。 

【ストリートダンス】【ローリングバレーボール】 

【球技場開放】【屋外卓球台】 

利用制限やリスクにより、施設利用を敬遠しがちな方々を対象
に専用開放日を設ける。ワンポイントアドバイス等を通して参加
者、ボランティア、職員の交流を図り利用機会の拡大を目指す。 

【障がい者プール開放】【ベビースイム Day】 

体育の日の趣旨を鑑み、市民に運動する機会を提供する。また、
超高齢社会を迎えた現在、生活の中にスポーツを取り入れ、いき
いきと過ごしていただくため、敬老の日に因んだ無料開放ととも
に運動プログラムを実施する。 

【体育の日】【敬老の日】 

子ども達の体力低下が著しい昨今、7･8月を除く月 1回のプール
開放を実施し、遊びを通して基礎体力の向上を図る。 

【子どもプール無料開放日】 

各施設 

 

 



 

  

事  業  名 内    容 担当・会場 

各種スポーツ
教室(講習会)
等の開催 

ジュニアアス
リート育成 

市内青少年のスポーツ活動(中学部活動・クラブチーム等)に対
し、身体機能向上を図るトレーニングメニュー等を提供・指導し、
藤沢育ちのジュニアアスリート育成に協力する。 

【ジュニアアスリート育成事業】 

各施設 

他団体等との連
携による循環型
健康づくり 

藤沢市スポーツ推進課、健康増進課、高齢者支援課、藤沢市保
健医療財団、藤沢市医師会等との連携により、市民を対象とした
健康づくり事業の推進を図る。 

市民への運動指導等においては、藤沢市保健医療センターとの
連携を継続するとともに、更なる充実を図りながら「循環型健康
づくり」を構築し、より実効性のある事業展開に努める。 

各施設 

介護予防推進
事業 

市内の高齢者を対象に介護予防の推進を意識した健康・体力づ
くり教室の実施や健康増進課の介護予防事業に指導者を派遣す
る。メンタル面も含め高齢者の運動機能の改善、向上、維持のた
めの知識や技術を普及し、高齢者が介護予防を意識した生活を送
れるように努める。 

各施設 

トレーニング
ルームの運営 

各個人に適した運動プログラムの提供を行うとともに、これか
ら始めてみたいと思っている方に対しては「健康体力づくり相
談」を実施し、市民の健康づくりへの取り組みをトータル的に支
援する。運動指導員（トレーナー）がパーソナルトレーニングや
生活習慣病予防のカウンセリングなど様々な運動プログラムの
作成を行い、市民のニーズに応えられるトレーニング方法を提供
し、健康の維持増進に努める。また、高齢者が安心して受講でき
る専用講座を設け、高齢者に配慮したペース・内容で実施する。 

秩父宮 
鵠沼 
秋葉台 

日本赤十字社 
正規講習会 

日本赤十字社の救急法、水上安全法、幼児安全法講習会を開催
し、市民が健康で安全な生活を送るために必要な知識や技術の普
及に努める。 

秋葉台 

泳力認定進級 
テスト 
(泳力認定制度) 

秋葉台公園プール・石名坂温水プールにおいて、施設共通の泳
力認定基準による認定会(進級テスト)を開催し、市民(プール利
用者)へ水泳レベルの目安を提供することで泳力向上への動機付
けとし、市民のスポーツ意欲の向上を目指すとともに、プールの
利用促進を図る。また、各プール施設において、泳力認定級取得
者を優先とした水泳教室を開催する。 

秋葉台 
石名坂 
鵠沼 

 

 （2）スポーツ大会等の開催 

事  業  名 内    容 担当・会場 

大会・イベント

等の開催 

管理施設を有効活用し、ファミリー・親子・仲間同士で気軽に参加できる大会・

イベント等を開催し、利用者サービスの向上と、市民に親しまれる財団及び施設の

イメージづくりに努める。 
 

みらい子ども

フェスタ 

青少年事業「藤沢市子どもフェスティバル」、スポーツ事業「こど

もスポーツ祭り」、芸術文化事業「ファミリーコンサートとファミ

リーミュージカル」をまとめたイベントとして 5 月の連休（5/3

石名坂、5/4鵠沼、5/5秩父宮・秋葉台）に実施する。 

各施設 

インドア the 

スポーツ 

複数のスポーツ種目で競うチーム対抗戦。おとなも子どもも気軽

に参加できる競技会として、スポーツ活動機会の提供と、施設利

用のマナー向上に努める。 

秩父宮 

秋葉台スイム 

ツアー2016 

湘南の海を活用したスポーツ活動を通じて、アウトドアスポーツ

の醍醐味を体験していただく。オープンウォータースイミング

（OWS）の練習機会を提供する。 

秋葉台 
茅ヶ崎海岸 

 

 



 

  

事  業  名 内    容 担当・会場 

大会・イベント
等の開催 

救急イベント 

海浜・河川に恵まれた地域性を考慮し、安全にビーチや水辺での

スポーツ・レクリエーション活動を楽しんでいただくため、広く

市民を対象に水難事故発生時の対処、スポーツ活動や家庭で活用

できる救急法、蘇生術等について体験講習会を開催する。 

【鵠沼…藤沢市八部公園『夏の救急フェア』】 

【秋葉台…チャレンジ!救急(いざという時のために)】 

【石名坂…WakuWaku夏!!ISHINA】 

鵠沼 
秋葉台 
石名坂 

みらい水泳 
大会 

水泳の個人記録会だけでなく、「水中運動会」の要素も含めた小
学生対象の水泳大会を、泳力認定進級テストとあわせて開催し、
より幅広いプールの楽しみ方を体験していただく。 

秋葉台 
石名坂 

地域感謝イベ
ント 

地域の方々に感謝の気持ちを込めて、スポーツ体験教室やフリー
マーケット、パフォーマンスショーなど、気軽に施設をご利用い
ただける機会を提供する。 
【スポーツフェスタ＆地域感謝祭 in秩父宮記念体育館】 
【藤沢市『八部公園フェスティバル』】 
【新春！秋葉台公園プール元気祭】 
【石名坂地域感謝祭(30周年記念イベント)】 
市民センターや地域団体等と協働開催し、地域の活性化を推進。 
【鵠(くぐい)まつり】(鵠沼) 
【藤沢市民まつり】(秋葉台) 

各施設 

第 10回秋葉台 
フットサル 
大会 

フットサル初心者を対象として参加チームを募り、大会を開催す
る。市内の多くの愛好者に施設に対してホームグラウンド的な愛
着を持っていただきながら、利用マナーの向上を図る。 

秋葉台 

サイクルチャ
レンジ藤沢 in
秋葉台 

藤沢出身の自転車選手を迎え、安全講習とスポーツ自転車クリニ
ックを開催し、市民がトップアスリートとふれあう機会を提供す
るとともに、施設の有効活用を図る。障がいのある方も参加いた
だけるイベントとする。現役プロ選手も講師として多数参加予定。 

秋葉台 

スポーツチャ
レンジフェス
ティバル
Vol.15 

子どもからおとな、障がいのある方も、グループや家族で参加で
きるゲーム感覚の種目やスポーツを用意し、楽しみながら体を動
かす機会を提供する。 

秩父宮 

ノルディック
ウォーキング 

ノルディックウォーキングを行いながら、藤沢の歴史や自然に触
れ合い、街並みを楽しみながら市内を巡る。 
イベントを通じ、ノルディックウォーキングの楽しさを伝えると
ともに健康の維持増進を図る。 

秋葉台 
市内 

秋葉台水鉄砲
合戦 

利用団体が少ない平日午前中の秋葉台公園球技場を使用し、夏休
み中の子どもたちに、水鉄砲持参で自由に走りまわりながら、水
の掛け合いを楽しんでいただき、新たな施設の有効活用を図る。 

秋葉台 

ふれあいスポ
ーツ交流会 

体力・身体機能等の差に関わらず、だれもがスポーツのもつ楽し
さ充実感を共有できるユニバーサルスポーツの普及振興を図る。 
【ローリングバレーボール】【テニス】【卓球】 
財団・障がい者団体・ボランティアが企画段階から協働した、ニ
ューミックスダブルス（障がいのある方と健常者のダブルス）の
テニス大会を開催し、共にスポーツを楽しむことの出来る環境づ
くりに努め、バリアフリースポーツの推進を図る 
【藤沢市八部公園ふれあいテニス大会・講習会】  
生涯スポーツ推進委員会の提言を受け、障がいのある方を対象

としたスポーツ教室を開催する。 
 【障がい者ふれあいスイム】【楽・楽水泳教室（初級）】 

各施設 

 

 



 

  

 事  業  名 内    容 担当・会場 

大会・イベント

等の開催 

体力測定フェ
スタ＆健康体
力セミナー 

市民一人ひとりが、自身の「体力」「運動能力」を適正に把握し、
体力向上・健康増進の目安とするため新体力テストを実施する。 
また、藤沢市保健医療財団、藤沢市健康増進課と連携し、健康増

進やスポーツ実践への正しい知識を提供するコーナーを設け、ス
ポーツライフのサポートに努める。 

秩父宮 

興行的イベン
ト 

他団体が開催する興行イベントに後援・協力し、広く市民に「み
る」スポーツを提供する。 

【大相撲藤沢場所】他 

秋葉台 

スポーツ講演

会・クリニック 

トップアスリートによる講演会・クリニック等を関係団体や協賛
企業等とのタイアップで実施し、スポーツの素晴らしさを伝え、
明日を担う藤沢の子ども達の向上心を養う。 
 【マラソンクリニック】【サイクルチャレンジ藤沢】 

【大相撲藤沢場所(わんぱく相撲)】【ビーチバレークリニック】 

【車いすバスケットボールクリニック】他 

秩父宮 
秋葉台 

鵠沼 

事業担当 

ラジオ体操 

各施設を拠点として「ラジオ体操」を改めて広く伝えるイベントを
開催し、市民の身体機能の向上を目指すとともに、異世代交流の促進
を図り、市民がより豊かな生活を送れるよう努める。 

各施設 
事業担当 

競技会の開催 

市民がトップレベルのプレーに触れる(みる)機会、参加し体験できる(する)機会
等を提供し、幅広い種目の推進や技術の普及に努める。 
全国規模のイベント開催に協力し、スポーツにとらわれることなく施設の活用を
図り、市民への憩いと安らぎの提供に努めるとともに、他団体や企業のイベント等
に共催、後援、協力する。 
「第 7回湘南藤沢市民マラソン 2017」の開催に向け、藤沢市や関係団体と協働す
る中で、市民に愛され継続して開催される大会となるよう財団が一丸となって取り
組みを進める。 
日本のビーチバレー発祥の地“藤沢”にて、広く市民が参加できる大会からトッ
プレベルのプレーに触れる機会まで、ビーチバレーの普及・推進に主眼をおいた事
業を展開する。 

 

ビーチバレー
ジャパン 

トップ選手のプレーを間近で見られる国内最高峰の大会で、今回
で 30回目の記念大会として開催する。大会運営をサポートし、市
民にトップ選手のプレーを観戦する機会を提供する。（協力事業） 

事業担当 

ザ・ビーチ 

ビーチバレー、ビーチサッカー、ビーチフラッグス、ビーチ綱引
きの 4種目総合で競うチーム対抗のビーチスポーツ大会。 
今年で 16 回目を迎え、鵠沼海岸におけるビーチスポーツの普及
振興に寄与する大会となっている。（主催事業） 

事業担当 

神奈川県及び 
全国中学生 
ビーチバレー 
大会 

ビーチバレー発祥の地として、次世代を担う子どもたちにビー
チバレーの普及・拡大を目的に開催し、更なる発展を図る。 
近年参加チームが増加傾向にある中で、特に全国大会について

は、引き続き参加地域を増やすように努め、オリンピックに向け
て藤沢からビーチバレーの底上げを目指す。(受託業務) 

事業担当 

湘南オープン 
ウォーター 
スイミング 
2016     

湘南オープンウォータースイミング 2016 の実行委員会に参画
し、ビーチスポーツの普及に努め、江の島スイム(集団泳)の中心
的な運営を担い、初心者や高齢者、障がいのある方の参加をサポ
ートする。（共催事業） 

事業担当

(片瀬海岸) 



 

  

 事  業  名 内    容 担当・会場 

競技会の開催 

第7回湘南藤沢
市民マラソン
2017 

第 7回目となる市民マラソン大会を開催し、その事務局の中心を
担い、市民に愛される大会として継続して行われるよう調整を図
る。さらに、スポーツとしてだけではなく、地域の活性化や経済
にも貢献できるよう努める。(受託業務) 

事業担当 

第 62 回藤沢市
駅伝競走大会 

市内駅伝競走大会を藤沢市陸上競技協会や藤沢北警察署、藤沢市
スポーツ推進委員協議会との協働で開催する。また、参加カテゴ
リーの変更見直しを検討し、より多くの市民に参加機会を提供す
ることで、競技スポーツの普及・推進に努める。(受託業務) 

事業担当 

第 10回 
秋葉台キッズ 

アクアスロン 

小学生を対象として水泳とランニングの2種目を続けて行う競技
会。夏の余韻が残る 9 月の公園で、子どもたちに思い切り身体を
動かしていただき、競技スポーツ活動の楽しさと充実感を体感で
きる場を提供する。 
高価な用具も不要で参加しやすく、競技スポーツへの導入とし

て最適なスポーツである。（主催事業） 

秋葉台 

 

2 指導者・ボランティア組織の充実 

 （1）指導者養成・派遣 

事  業  名 内    容 担当・会場 

指導者養成・派遣事業 

関係機関・地域団体等からの依頼による各種講習会等へ、講師
として職員を派遣し、指導者等の資質向上・育成に協力する。ま
た、指導者育成を目的とした各大学等での指導・教育カリキュラ
ムである体育館施設での研修受け入れ体制を整え、初期段階から
の指導者育成に努める。 
また、スポーツ・健康に関する公民館事業・高齢者施設事業・

市職場研修・総合型地域スポーツクラブ等へ講師として職員を派
遣し、市民の健康づくりについて普及振興に努める。 
さらに、生涯スポーツ推進委員会の提言を受け、ラジオ体操普

及に向けた指導者の派遣も実施する。 

各施設 
（事業担当） 

スポーツボランティア 
サポーター講習会 

スポーツサポーターバンク登録者や賛助会員、各地区のスポー
ツ推進委員の方々等、スポーツ活動に関心のある市民を対象とし
て、スポーツボランティアに関する講習会を開催し、2020年の東
京オリンピック・パラリンピック開催に向け、ボランティア及び
サポーターの資質向上に努め、スポーツを支える基盤の強化を図
る。 

事業担当 

小学校新体力テスト測定員派遣 

市内小学校の体力向上に向けた取り組みとして行われる市内全
校を対象とした新体力テストの実施に際し、本財団で養成した、
「新体力テスト測定員」を学校の求めに応じて派遣する。 
(受託業務) 

事業担当 

 

 （2）ボランティア組織の運営 

事  業  名 内    容 担当・会場 

「スポーツサポーターバンク」
の管理運営 

市民のスポーツ・レクリエーション活動を支え、また、スポー
ツのバリアフリー普及等に協力いただけるスポーツボランティ
アを広く市民に呼びかけて募集し、市民との協働による事業展開
に努める。 

事業担当 

新体力テスト測定員養成講習会 
修了者名簿の管理 

本財団で養成した「新体力テスト測定員」の名簿を適正に管理
し、測定員の効率的な運用を図る。「測定員意見交換会」を開催
し、市民と協働した組織運営に努める。(受託業務) 

事業担当 

障がい者スポーツ関係団体の情
報収集・管理、活動の場の提供 

生涯スポーツ推進委員会など、各種会議に障がい者団体からも委員
に就任していただき、意見を反映させた施設管理、事業運営に努め
る。 

事業担当 



 

  

3 スポーツ施設の管理運営 

事  業  名 内    容 

藤沢市スポーツ施設管理運営 
(指定管理業務) 

・秩父宮記念体育館管理運営 
・秋葉台公園管理運営 
・八部公園管理運営 
・石名坂温水プール管理運営 

市内の拠点スポーツ施設を一括に管理する指定管理者として、スポーツ関係団
体等の支援と連携に努め、各施設の特性及び利用者のニーズを反映し、安全性・
快適性・効率性等、それぞれの側面に配慮した健全な管理運営業務を行う。 
施設の総合管理業務については、異常発生に対するリスク管理を含めた安全・
安心な施設運営に努める。また、利用者の安全については、本財団独自の緊急
時マニュアル、施設・器具等のチェックリストにより、高度な安全性の確保を
維持するとともに、施設で働く職員の安全と健康も確保する。快適性等につい
ては、施設利用者からのモニタリング結果をもとに継続的な改善を進め、利用
者サービスや施設管理レベルの向上並びに環境負荷・コストの軽減に努める。 
等 

■指定管理者制度導入(平成 18年度)から実施してきた主なサービス 
①スポーツ施設予約窓口の開設（石名坂） 
②サービスチケット、ポイントカードの導入（各施設） 
③利用制限の緩和（各プール）  
④開館日拡大や利用時間の延長、年末営業日の実施など（各施設） 

 ⑤トイレ照明等への人感センサー導入（各施設） 
 ⑥施設を拠点としたジョギングコースマップの作成・提供（各施設） 
 ⑦健康体力づくり相談日の開設（各トレーニング施設） 
⑧障がいのある方を対象とした水泳教室・テニス教室の実施（鵠沼・石名坂） 

 ⑨運動公園としての整備…バスケットゴールや卓球台の更新（秋葉台） 
 ⑩多機能トイレの増設・授乳スペースの設置（秩父宮） 
 ⑪定期的に財団管理施設を利用して健康づくりに取り組む方への支援 
                        「ウエルネスチャレンジ」（各施設） 

  ⑫藤沢市鍼灸マッサージ師会と共同したマッサージコーナーの設置 

                               （秋葉台） 

 ⑬新たなプール水殺菌システムの導入（石名坂） 

 ⑭年齢を絞ったトレーニング講座の実施（各トレーニング施設） 

 ⑮大型ディスプレイを設置しインフォメーション機能の強化（各施設）  

 ⑯子どもプール無料開放日の設定（各プール施設） 

 ⑰人工芝球技場の広場としての開放（秋葉台） 

 ⑱トレーニング施設統一の入退場管理システム導入（各トレーニング施設） 

 ⑲Wi-Fiルーター(ａｕ)設置によるインターネット環境整備（秩父宮） 

 ⑳個人用レンタルロッカーの設置（秩父宮・鵠沼） 

○21トレーニングルーム早朝利用時間の実施期間延長（秩父宮） 

 ○22トイレ空間に除菌クリーナー・トイレ音を消す擬音装置の設置（秩父宮） 

  ○23教室欠席者（子ども）に振替施設利用券配布（各プール施設） 

○24秋葉台球技場の開館日拡大（秋葉台） 

■平成 28年度から実施予定の新たなサービス等 

 ①新規レンタル品目の追加（秩父宮・鵠沼） 

 

指定管理区分 担 当 管理施設 

藤沢市運動施設等 

秩父宮記念体育館 秩父宮記念体育館 

秋葉台運動施設事務所 秋葉台公園 

鵠沼運動施設事務所 八部公園 

石名坂温水プール事務所 石名坂温水プール 

ビーチレクリエーションゾーン
の管理運営(受託業務) 

ビーチバレー発祥の地である鵠沼海岸の常設コートの管理運営を関係団体と

調整を執りながら効率的に行い、ビーチエリアの安全管理と美化に努めるとと

もにビーチスポーツの普及・推進を図る。 

手軽に施設を利用していただけるよう、用具の貸し出しを行い、利便性を向上

させ施設の利用促進につなげる。 

 



 

  

4 その他 

事  業  名 内    容 担当・会場 

広報・情報 
事業 

季刊情報誌 
｢Fujisawa 
MIRAI.net｣ 
の発行 

財団季刊情報誌として、引き続き「Fujisawa MIRAI.net」を年 4

回発行し、本財団が開催する各種事業の情報や管理運営する施設

の紹介等の情報を提供する。 

・発行部数 各号 5,000部 

・発行月 年 4回（4月、7月、10月、1月） 

・配布先 市内公共施設、小・中学校、関係団体・機関等 

事業担当 

ホームページ
の拡充 

オリジナルホームページの有効活用により、インターネットを

通じて広く財団を紹介し、各事業課の管理施設案内、教室・事業

等の周知宣伝並びに関連情報の提供を行う。 

スポーツ事業課においては、エクササイズ等の動画配信や、各

施設の教室抽選結果等も発信することにより情報提供のサービ

ス向上を図る。また、湘南藤沢市民マラソンの情報やビーチレク

リエーションゾーンの状況等の情報の発信には Facebook や

Twitterを活用し、参加者や利用者の利便性を向上する。 

事業担当 

施設における
情報案内 

各施設にスポーツ情報コーナー等を設け、スポーツに関するイ

ベント事業や情報を提供するとともに、コーナーの一部を開放し

て市内スポーツサークルの活動を積極的に支援する。 

各施設 
事業担当 

藤沢市みらい 
創造財団展 

本財団が行う事業や管理する施設を広く市民に紹介し、財団の

認知を向上させるとともに、事業参加者や施設利用者の拡大を図

る。 

・時期 2017年 2月中旬(予定) 

・場所 市民ギャラリー地下展示場 

各施設 

事業担当 

スポーツ施設マップ作成 

市民が身近で手軽にスポーツ活動を楽しめるよう、魅力あるス

ポーツ施設マップを作成することにより、市民の生活の一部とし

てスポーツ・レクリエーション活動が採り入れられるよう努め

る。(受託業務) 

事業担当 

スポーツ青少年等奨励事業 

藤沢市体育協会が主催する「スポーツ人の集い」において、競

技会等で優秀な成績を修めた青少年や団体の表彰に協力するな

ど、明日を担うスポーツ青少年の育成やスポーツ・レクリエーシ

ョン活動を側面から支援する。 

事業担当 

スポーツ用品等貸し出し 
（無料・有料） 

手軽に施設を利用していただけるよう、ロッカーの期間レンタ

ル(秩父宮・鵠沼)や、体育館開放種目の用具（各種ラケット等）

やプール用品(ヘルパー等)、ドライヤーや会議室でのプロジェク

ターの貸し出しに加え、新たにスピードガン等の貸し出しを行

い、更なる利便向上及び利用者拡大を図る。 

また、体育関係団体や市内各地区等の開催するイベントに際し、

要望に応じて AEDの貸し出しを行う。 

ビーチレクリエーションゾーンの利便向上のために、ビーチバ

レーボールの貸し出しを引き続き行う。 

各施設 
事業担当 

藤沢市スポーツ施設優先予約 
事務 

施設の優先利用において、次年度の施設優先利用調整会議を開

催するとともに、年間をとおして施設優先予約を受け付け、市民

や関係団体に正確で安定した施設利用を提供する。 

各施設 
事業担当 

藤沢市スポーツ施設使用料収納及
び還付事務 

藤沢市で管理する学校屋外運動場夜間照明設備使用料及びスポ

ーツ広場使用料の収納及び還付事務を行う。 
各施設 

桐原公園他5公園施設使用料収納及
び還付事務 

桐原公園・湘南台公園・遠藤公園・引地川親水公園・西浜公園・

辻堂南部公園の有料公園施設を管理する指定管理者との連携に

より、各公園施設の利用料金収納及び支出事務を適切に執行し、

市内スポーツ施設利用者の利便向上に努める。 

各施設 

事業担当 



 

  

【その他目的を達成するために必要な事業（定款第 4条第 1項第 4号）】 

1 物品販売事業及び駐車場管理運営事業 

（1）スポーツ施設での自動販売機設置・物品販売 

事  業  名 内    容 担当・会場 

自動販売機での飲料水等販売 
管理運営するスポーツ施設において、自動販売機での飲料水等

を販売し、施設利用者へのサービス向上を図る。 
各施設 

スポーツ用品等物品販売 

管理運営するスポーツ施設での水泳用具・スポーツ用品等の販

売により、施設利用者へのサービス向上を図る。 

また、各種大会・イベント等における臨時販売行為について積

極的に参加・協力を呼びかけ、大会参加者等への利便向上に努め

る。 

各施設 
事業担当 

 

 （2）スポーツ施設に付帯する駐車場の管理運営 

事  業  名 内    容 担当・会場 

駐車場管理運営 
・秋葉台公園駐車場 
・八部公園駐車場 
・石名坂温水プール駐車場 

藤沢市内の公共交通機関の整備が十分でない地域からの利用者
や、スポーツ施設を利用するにあたり、多くの用具を持参する利
用者等への利便性向上のため、スポーツ施設付帯の駐車場の管理
運営を行う。 

秋葉台 

鵠沼 

石名坂 

 

2 その他市受託事業 

 （1）藤沢市から受託するスポーツ広場の管理運営 

事  業  名 内    容 

スポーツ広場管理運営 

藤沢市から受託したスポーツ広場の管理について、グラウンド整備業務等を適

正に実施し、市民の安全なスポーツ活動の場としての環境を維持するとともに、

施設案内・予約・鍵の貸し出しなど市民利用が円滑に進められるよう努める。 

大清水スポーツ広場は、平成 27年度をもって閉場。 

担 当 管理施設 

秩父宮記念体育館 
予定:天神スポーツ広場（野球場） 

※供用開始日、市調整中。 

秋葉台運動施設事務所 
女坂スポーツ広場（野球場・球技場） 

葛原スポーツ広場（野球場） 

  

 

 

 

 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

芸 術 文 化 事 業 



 

  

公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

平成 28年度事業計画(芸術文化事業) 

 

 Ⅰ    運営方針 

芸術文化とは、人間の感性を豊かにする知的かつ創造的な活動を指し、文学・音楽・演劇・美術・

写真・映画等の芸術分野、能楽・歌舞伎・講談・落語等の大衆古典芸能、茶道・華道・書道・囲碁・

将棋等の伝統文化と領域が広く奥が深いものです。 

本財団芸術文化事業は、これらの芸術文化を鑑賞し、参加し、創造する機会を提供することにより、

市民一人ひとりがこころ豊かな生活と活力ある社会の実現を図ることを目指し、平成 28年度も多岐に

わたる事業展開に努めてまいります。 

音楽事業は、芸術文化専門委員会での検討を基に、クラシックだけに偏ることのないよう一般企業

との共催により、質の高い J-POP等のコンサートを開催し、より多くの方々のニーズに応えられるよ

う努めます。また、平成 26年度に藤沢市から今後の藤沢市民オペラの方向性が示されたことにより、

3年 1シーズンでのオペラ関連事業の開催が決定しており、平成 29年度の第 23回藤沢市民オペラ G・

プッチーニ「トスカ」公演に向け 2 年目となる本年度は、演奏会形式で G・ロッシーニ「セミラーミ

デ」を上演いたします。併せて、園田芸術監督がホストを務め好評の「オペラを 100倍楽しむ方法」

シリーズを継続して開催し、市民にオペラをより身近に感じていただけるよう努めます。 

演劇事業については、多様な市民ニーズに対応するため、演劇・ミュ－ジカル・大衆芸能等の公演

を行い、話題の作品や良質な作品を低廉な料金で提供することにより、市民の鑑賞機会の拡大を図っ

てまいります。 

また、芸術文化の創造機会の提供として、演劇の体験型ワークショップ、市内小中学校にアーティ

ストが出向いての演奏会や指導等を行なうアウトリーチ事業を実施し、市民への芸術文化の向上に努

めてまいります。 

その他、市民文化活動の支援事業として、美術・書道・写真・短歌・俳句・川柳・茶道・華道や伝

統芸能の展示会や発表会、囲碁・将棋の大会、アマチュア合唱団の合唱祭等を市民や関係団体と協働

で実施し、藤沢市の芸術文化の発展や伝統文化の継承に努めてまいります。 

さらに、音楽・演劇等の舞台芸術活動をしている個人や団体の事業へ助成を行い、地域文化の自発

的活動の活性化と質の向上を図ってまいります。 

平成 28年度の本財団芸術文化事業は、藤沢市から示された藤沢市民オペラの方向性に基づいた事業

展開を図るとともに、各世代における市民ニーズや地域特性を考慮し、発展的かつ効率的な事業展開

を図ってまいります。 



 

  

 Ⅱ     平成 28年度事業計画（平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで） 

【芸術文化の振興を目的とする事業（定款第 4条第 1項第 3号）】 

1 芸術文化事業の企画及び開催 

（1）音楽・演劇鑑賞機会の提供  

事  業  名 内    容 会  場 

音楽事業 

えつこの部屋
Ⅷ 

ピアニスト谷池重紬子が人気のソリストをゲストに迎

え、幅広いレパートリーを聴かせるサロンコンサート。

気軽に良質な音楽を鑑賞し優雅な午後のひとときを提供

する。 

出演：谷池重紬子、澤畑恵美、岡昭宏 

公演日：2016年 4月 10日(日) 

市民会館 

第二展示 

集会ホール 

園田隆一郎の
「オペラを100
倍楽しむ方法」
シリーズ 

マエストロ園田隆一郎プロデュース。自らピアノを弾

き、ゲストとのトークを交えながら様々な角度からオペ

ラの楽しみ方をご案内する。 

公演日：Vol.3 2016年 7月 3日(日) 

    Vol.4 2017年 1月 14日(土) 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 

/市民会館 

藤沢にゆかり
のある音楽家
たちシリーズ 

藤沢・湘南にゆかりのある音楽家たちが主体となって

行う公演。「地域密着型・還元型」の演奏会を開催し、市

民と交流を図る。学校での演奏会も予定。 

公演日：Vol.1 2016年 7月 10日(日) 

    Vol.2 2016年 9月 29日(木) 

    Vol.3 2017年 2月 26日(日) 

    学校  2016年 11月 11日(金) 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 

/市民会館 

大・小ホール 

/鵠洋小学校 

藤沢市民オペ
ラ演奏会形式
公演 G・ロッシ
ーニ「セミラー
ミデ」 

 新たなスタートを切った藤沢市民オペラ 2 年目の演奏

会形式公演。あまり演奏される機会の少ない G・ロッシー

ニ「セミラーミデ」を原語字幕付きで上演する。 

指揮：園田隆一郎 出演：安藤赴美子、妻屋秀和ほか 

ナビゲーター：朝岡聡 

管弦楽：藤沢市民交響楽団 合唱：藤沢市合唱連盟 

公演日：2016年 10月 30日(日) 

市民会館 

大ホール 

南佳孝 with 
オルケスタ・デ
ル・ソル 
featuring麻倉
未稀 

大人のポップスを代表するシンガー南佳孝と、日本の

ラテン(サルサ)音楽の草分けオルケスタ・デル・ソルの

コラボ企画。ゲストに麻倉未稀を迎える。 

出演：南佳孝、オルケスタ・デル・ソル 

ゲスト：麻倉未稀 

 公演日：2016年 7月 20日(水) 

市民会館 

大ホール 

スクリーンミ
ュージック・コ
ンサート【未
定】 

名作映画の中から、誰でもが聴いたことのあるテーマ

曲を中心に、世代を超えて楽しめるコンサートを開催。 

公演日：【未定】 

市民会館 

大ホール 

一青窈 
TOUR 2016  
人と歌～折々 

昨年、第一子を出産し母となった一青窈が、本格的な

ライブ活動を再開。J-POP屈指の歌声を提供する。 

公演日：2016年 6月 5日(日) 

※ＫＭミュージックと共催 

市民会館 

大ホール 

前橋汀子 
名曲の調べ 

日本を代表する国際的ヴァイオリニスト。優雅さと円

熟した演奏を提供する。 

指揮：内藤彰 管弦楽：東京ニューシティ管弦楽団 

公演日：2016年 6月 11日(土) 

※茅ヶ崎市楽友協会と共催 

市民会館 

大ホール 

カメラータ・
ド・ローザンヌ 

世界的なヴァイオリニスト、ピエール・アモイヤルが弟

子をはじめとする国際色豊かな弦楽器奏者たちと結成し

た弦楽アンサンブル、待望の初来日公演。 

公演日：2016年 7月 8日(金) 

※茅ヶ崎市楽友協会と共催 

市民会館 

大ホール 



 

  

事  業  名 内    容 会  場 

音楽事業 

シプリアン・カ
ツァリス 
「ピアノリサ
イタル」 

 その演奏は、超絶技巧的な面と詩人的な面を併せ持っ

ていると称賛されるフランスの世界的なピアニストで作

曲家、シプリアン・カツァリスの独特な世界観を提供す

る。 

公演日：2016年 10月 15日(土) 

※茅ヶ崎市楽友協会と共催 

市民会館 

大ホール 

モスクワ・クラシ
ック・バレエ 

「くるみ割り人
形」 

モスクワ・クラシック・バレエは、ロシアの首都モス

クワを本拠地に国際的な活躍を遂げている実力派バレエ

団。クリスマスイブの夜を舞台にしたファンタジー作品

をご鑑賞いただく。 

公演日：2016年 12月 11日(日) 

※茅ヶ崎市楽友協会と共催 

市民会館 

大ホール 

スターダスト
☆レビュー 
「STARDUST 
REVUE 35th 
Anniversary 
Tour」 

2016年 5月にデビュー35周年を迎えるスターダスト☆

レビューの記念ツアー。エンターテインメント性の高い

“記憶”に残る音楽やパフォーマンスをお楽しみいただ

く。 

公演日：2017年 1月 29日(日) 

※ＫＭミュージックと共催 

市民会館 

大ホール 

演劇事業 

加藤健一事務
所 
「ハリウッド
でシェイクス
ピア(仮)」 

シェイクスピアの代表作「真夏の夜の夢」を題材とし

た夏祭りのような夢物語。加藤健一事務所が手掛ける新

作舞台を上演。 

出演：加藤健一、粟野史浩、瀬戸咲妃、小宮孝泰ほか 

公演日：2016年 9月 17日(土) 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 

CATプロデュー
ス 
「花嫁」 

向田邦子の作品を石井ふく子が舞台化された話題作の

再演。 

原作：向田邦子 演出：石井ふく子 

出演：高橋恵子、小林綾子、金子貴俊、西郷輝彦ほか 

公演日：2016年 11月 19日(土) 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 

トム・プロジェ
クト 
「挽歌(仮)」 

演劇界で最も注目されている劇団チョコレートケーキ

の座付き作家と演出家が、東日本大震災を題材に創り上

げた新作を上演。 

出演：安田成美ほか 

公演日：2016年 12月 13日(火) 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 

落語鑑賞会 

毎年恒例の落語鑑賞会。人気落語家を招き、落語の歴

史と粋を笑いとともに楽しむ機会を提供する。 

鑑賞会(冬)出演：【未定】 

公演日：【未定】 

鑑賞会(春)出演：【未定】 

公演日：【未定】 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 

/市民会館 

小ホール 

M&Oplays 
直人と倉持の
会 vol.2 
「期待(仮)」 

あるホテルの 1 室を舞台に、過剰な「期待」が生み出

す恐怖をテーマに描く心理劇。怪優・竹中直人とコメデ

ィの名手・倉持裕が挑む意欲作を上演。 

作・演出：倉持裕 

出演：竹中直人、渡部豪太、田口トモロヲほか 

公演日：2017年 1月 21日(土) 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

（2）芸術文化の創造の機会の提供 

事  業  名 内    容 会  場 

アウトリーチ事業 
(学校訪問事業) 

声楽家や音楽家等が小中学校を訪問し、鑑賞事業や指導

を通し、児童・生徒の情操教育に寄与する。 

実施期間：2016年 4月～2017年 3月 

対象校数：年間 15校程度 

市内小・中学校 

演劇ワークショップ 

シェイクスピアの戯曲をテキストに、毎回、様々な演出

を付け、参加者自ら演じる。最終日には照明を点けての公

演を開催。舞台芸術を創造する機会を提供し、芸術文化へ

の理解を深める。 

講師：宮崎真子(演出家・劇団俳優座所属) 

実施期間：全 6回【未定】 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 

ヤングアメリカンズ 
ジャパンツアー2016夏 

「若者の素晴らしさを音楽によって社会に伝えよう」を

コンセプトに、音楽公演と教育を柱にした小中学生を対象

としたワークショップ。子ども達の自主性、自立心を養う。

最終日に成果発表公演を開催。 

実施日：2016年 8月 16日(火)～18日(木) 

※湘南未来クラブと共催 

市民会館 

大ホール 

藤沢市民まつり 
ザ ブラス クルーズ 

藤沢市民まつりを盛り上げ、吹奏楽の活性化を目指して

開催。 

公演日：2016年 9月 25日(日) 

※藤沢市民まつりザ ブラス クルーズ実行委員会 

と共催 

市民会館 

大ホール 

 

 

（3）芸術文化の普及 

事  業  名 内    容 会  場 

みらい子どもフェスタ 2016 
ファミリーコンサート 

子ども向けに毎年開催しているコンサート。フェステ

ィバルバンド公演を予定。次世代への芸術文化の普及・

振興に努める。 

公演日：2016年 5月 4日(水・祝) 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 

みらい子どもフェスタ2016 
ファミリーミュージカル 
「アルプスの少女ハイジ」 

子ども向けに毎年開催しているミュージカル。幼児か

ら大人まで楽しめる作品を上演予定。次世代への芸術文

化の普及・振興に努める。 

公演日：2016年 5月 5日(木・祝) 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 

ワンコインコンサート 

普段、コンサート会場に足を運べない幼児と保護者を

対象に昼のひと時を低廉な価格でクラシックを楽しんで

いただくコンサート。年 5回を予定。 

公演日：2016年 6月 8日(水)、9月 7日(水)、 

10月 5日(水)、11月 2日(水)、 

2017年 1月 11日(水) 

市民会館 

小ホール 

ロビーコンサート 

気軽に良質なクラシック音楽に親しんでいただくこと

によって、市民文化の向上と音楽のまちづくりを目的とす

る。市役所新館 1階ロビーにおいて 6回、ロビー以外でも

2回のクラシック音楽コンサートを実施する。 

開催日：奇数月第三水曜日 

公園の音楽会：2016年 5月 5日(木・祝) 

新人演奏会：2016年 6月 25日(土) 

オーディション：2017年 3月 1日(水)or8日(水)【未定】 

※トライアングルコンサートと共催 

市役所新館 

1階ロビー 

/湘南台 

文化センター 

/市民会館 

小ホール 

 

 

 



 

  

2 地域における芸術文化及び伝統文化の継承 

事  業  名 内    容 会  場 

第 12回 
春の野点と邦楽のしらべ 

市民会館第二展示集会ホール庭のしだれ桜のもとで、

茶道協会各流派の点前、箏曲、長唄、詩吟の演奏。市民

一般を対象に鑑賞及び交流の場として開催。 

開催日：2016年 4月 3日(日) 

※藤沢市文化団体連合会と共催 

市民会館 

第二展示 

集会ホール 

市民短歌大会 

短歌愛好者から広く詠草を募集し、作品の発表、鑑賞

及び研究の場、交流の場として春と秋に開催。 

開催日：春の大会 2016年 4月 10日(日) 

秋の大会 2016年 10月 9日(日) 

※藤沢市民短歌会と共催 

市民会館 

第二会議室 

市民俳句大会 

俳句愛好者から広く詠草を募集し、作品の発表、鑑賞

及び研究の場、交流の場として春と秋に開催。 

開催日：春の大会 2016年 4月 29日(金・祝) 

     秋の大会 2016年 10月 10日(月・祝) 

※藤沢市俳句協会と共催 

市民会館 

第一展示 

集会ホール 

第 66 回藤沢市展 

美術(絵画・立体)・書道・写真・華道各部の作品公募

を行い、創作発表の場とするとともに、各協会の作品も

あわせて展示し、市民に鑑賞の場を提供する総合芸術展

として開催。優秀な作品に賞を贈り表彰する。1週目に写

真・華道、2週目に美術、3週目に書道を各 6日間展示。 

開催日：2016年 5月 24日(火)～6月 12日(日) 

※藤沢市展実行委員会主催 

藤沢市民 

ギャラリー 

第34回ふじさわ合唱祭 

アマチュア合唱団の育成を目的として開催。市合唱連

盟に加盟するアマチュア合唱団約 50団体が一堂に会し、

発表するとともに交流を図る。また、合唱を愛好する市

民に身近な場として合唱鑑賞の機会を提供し、市内音楽

文化の振興と日常化を図る。 

開催日：2016年 7月 24日(日) 

※藤沢市合唱連盟と共催 

市民会館 

大ホール 

第30回ふじさわ川柳大会 

川柳愛好者から広く作品を募集し、発表、鑑賞及び研

究の場として、また交流の場として開催。 

開催日：2016年 9月 17日(土) 

※ふじさわ川柳大会実行委員会と共催 

市民会館 

第一展示 

集会ホール 

第 14回 
湘南グッドウィルコンサート 

 市内にある中学校の吹奏楽部が中心となっての合同演

奏会。演奏の向上と学生同志の交流と演奏機会を提供。 

開催日：2016年 10月 9日(日) 

※湘南グッドウィルコンサート実行委員会と共催 

市民会館 

大ホール 

第 37回藤沢市芸術文化展 

美術・書道・写真・華道の 4部門 5団体の作品を展示発

表することにより、市民に鑑賞の機会を提供し市民文化の

振興に寄与する。 

開催日：2016年 10月 18日(火)～23日(日) 

※藤沢市文化団体連合会と共催 

藤沢市民 

ギャラリー 

第 48回藤沢市民囲碁大会 

囲碁愛好者を対象に囲碁の研究発表の場を提供すると

ともに愛好者相互の親睦を図り、市民の生活文化の向上

に資することを目的に開催。 

開催日：2016年 11月 23日(水・祝) 

※藤沢市囲碁連盟と共催 

市民会館 

第一展示 

集会ホール 

第 28回文化講演会 

市民文化の向上を図るため芸術文化各ジャンルの著名

な講師を招聘し講演会を開催。 

開催日：2016年 11月 12日(土) 

※藤沢市文化団体連合会と共催 

市民会館 

小ホール 



 

  

事  業  名 内    容 会  場 

第 31回藤沢市名人戦 
および一般将棋大会 

将棋の研究発表の場を提供し、愛好者の親睦を図り、

市民の生活文化の向上に資することを目的に開催。 

開催日：2016年 11月 27日(日) 

※藤沢将棋連盟と共催 

市民会館 

第一展示 

集会ホール 

第 29回伝統芸能発表会 

邦楽・三曲・吟詠・謡曲・民謡民舞の 5 団体が大衆・

古典芸能を発表するとともに、こども教室の児童・生徒

にも発表の機会を提供し、日本伝統芸能の鑑賞機会の提

供・普及と後継者の育成に寄与する。 

開催日：2016年 12月 4日(日) 

※藤沢市文化団体連合会と共催 

市民会館 

小ホール 

湘南ハーモニーコンサート 

市内にある中学校の弦を含む器楽部が中心となっての

演奏会。学生同士や一般団体との交流機会を提供する。 

公演日：2017年 1月 22日(日) 

※湘南ハーモニーコンサート実行委員会と共催 

市民会館 

大ホール 

第4回ワクワク！ 
体験ひろば 

次世代の育成を目的とした体験教室。若い世代に文化

芸術と触れ合う機会を提供し、地域文化の振興に寄与す

る。 

開催日：2017年 3月 11日(土)、12日(日) 

※藤沢市文化団体連合会と共催 

市民会館 

第一、二展示 

集会ホール 

/第二会議室 

/和室 

文芸ふじさわ第51集刊行 

市民文化の向上のため、文芸愛好者の一年間の文芸諸活動を集大成する意

味で、俳句・短歌・川柳・五行歌・現代詩・随筆の作品を広く募集。編集委

員により検討・編集し、毎年度末に刊行。 

募集期間：2016年 9月～11月中旬 

 

 

3 芸術文化団体等への支援 

事  業  名 内    容 

芸術文化助成事業 

本市を中心として音楽・演劇等の舞台芸術活動をしている個人または団体に

対して助成する。 

助成対象事業：(1)芸術文化活動の発表事業 

(2)各種大会参加事業 

(3)海外公演事業 

(4)本市の文化振興に寄与するもので財団が特に認める事業 

助成金額：対象となる経費の 2分の 1以内で、予算の範囲内を限度とする。 

募集期間：2015年 12月 1日(火)～12月 25日(金) ※前年度に募集 

     (5団体の応募があり、4団体に合計 75万円の助成を予定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4 その他 

事  業  名 内    容 

広報・情報事業 

季刊誌の発刊 

季刊誌「Fujisawa MIRAI.net」を発刊し、広く財団の事業やイベントを広

報すると共に、雑誌としての魅力も持たせることにより、より多くの方々に

手に取っていただけるよう努める。 

発刊：年 4回 

イベントニュ
ース等 

音楽や演劇の年間公演事業等について地域情報紙を活用し、イベントニュ

ースとして 98,000部を配布し、市民に情報提供を図る。また、有料公演事業

の発売日にあわせて、日刊紙、地域情報紙で情報提供し、集客の向上を図る。 

イベントニュース(保存版)：年間 2回予定 

レディオ湘南 

レディオ湘南の「湘南クラシックサロン」の番組後にアーツストリート番

組を設け、音楽・演劇等の情報を提供する。また、「♥palette♥ ～湘南ライフ

をあなた色に～」に月 1回の生出演し事業の情報を提供する。 

放送日：毎週土曜日 8:56～、日曜日 8:56～、20秒ＣＭ 1日 3本 

生放送：毎月第 3金曜日 13:00～ 

ホームページ 

ホームページの活用により、インターネットを通じて広く財団を紹介し、

施設案内、公演等の情報を提供するとともに、予約、購入できるサイトへの

リンクを貼り、販路の拡大、集客力の向上を図る。 

藤沢市みらい
創造財団展 

本財団が行う事業、管理する施設を広く市民に紹介し、事業や施設の認知

を向上させ、事業参加や施設利用の拡大を図る。 

 時期：2017年 2月中旬(予定) 

場所：市民ギャラリー地下展示場 

 

 


