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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 

本財団は平成24年4月に公益財団法人として新たにスタートをきり、公益性と公共性を重視し、 

各種事業運営を行う中で市民サービスの向上に努めてまいりました。 

 この間、青少年施設は平成25年度から5ヵ年、スポーツ施設については平成26年度から3ヵ年の

期間において藤沢市から指定管理者として再指定を受けることができ、今後も継続して青少年、スポ

ーツ、芸術文化活動の推進に努め、市民の心豊かで活き活きとした健康な生活形成に寄与してまいり

ます。 

 指定管理者制度という一定期間毎に受託者の選定が行われる厳しい制度下において、指定更新によ

る事業の継続は保たれたものの、一方で、本財団が抱える課題への対応も必要となっています。 

 藤沢市においては、平成 24 年度に新・行政改革基本方針が策定され、出資団体についても昨年 10

月に第二次出資団体改革基本方針が示される中で、平成26年度から28年度までを集中改革期間と位

置づけ、各団体における課題等について具体的な取組みを進めることとされています。本財団では平

成26年1月に中期経営計画を策定し、今後3ヵ年において「組織の効率化」、「人材育成」、「自主財源

の確保等による財務強化」、「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項目を重点取組み項目とした改革に取り組み、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目指してまいります。 

 平成26年度は改革初年度として、財団を取り巻く状況と課題解決に向けた取組みについて、本財団

全ての職員が共通の認識を持つことに重点をおき、計画に沿った取組みを進めてまいります。 

 また、各事業においては、多様化する市民ニーズに応えることができるよう創意工夫を凝らした事

業運営に努めてまいります。 
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公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

平成26年度事業計画(青少年事業) 

 

 Ⅰ    運営方針 

 かつて、多くの子ども達は、仲間とともに自然の中で遊びながら、あるいは、地域において生活し、成

長する過程で様々な自然体験や社会体験を日常的に積み重ね、成長する機会がありました。 

今の青少年を取り巻く環境は、心や体を鍛えるための負荷が軽く、便利・快適・安全である一方、子ど

も達は全力を出して学び、遊び、体験する機会を失ってきています。 

このような中、すべての子ども・若者の健やかな成長を支援し、現代社会で求められている創造性やチ

ャレンジ精神、リーダーシップ、国籍を越えて協働するためのコミュニケーション能力等を身につけた人

材を育成するため、人づくりの原点であり、人間的な成長に必要不可欠な「体験活動」にチャレンジする

機会を様々な事業の実施や施設運営を通して行ってまいります。 

そして、このような活動を行うため、地域の方々や青少年団体、さらに個人ボランティア、ＮＰＯをは

じめとする民間団体との連携を積極的に図り、本財団及び本財団が管理運営する施設が中心となり行うこ

とにより、地域の絆(きずな)づくりを進め、市域及び地域全体で連携を図りながら、青少年育成を進めて

まいります。 

また、「ふじさわ子ども・若者計画2014」に基づき、体験活動の推進や居場所等の提供を行い、「社会を

生き抜く力」として必要な基礎的な能力を養い、コミュニケーション能力や自立心、協調性、責任感、変

化に対応する力、異なる他者と協働する能力等を育むことにより、社会生活を円滑に営む上で困難を有す

る若者の自立を支援します。 

さらに、指定管理者として運営する青少年施設においては、平成27年度に実施される第三者評価制度を

念頭に置き、提案書に掲げた事業計画・目標に基づき、着実な施設運営を実行してまいります。 

放課後児童健全育成事業(児童クラブ管理運営)については、「藤沢市放課後児童健全育成事業実施要綱」

に基づき、「地域の子どもは地域が見守り育てる」を基本に、積極的に保護者や地域の方々との協力、連携

を行ってまいります。 

少子高齢化や女性の社会進出、共働き家庭の一般化等で利用児童数が増加するなか、待機児をださない

ことを原則に、児童クラブの利用ニーズの高まりに対応した結果、次第に大規模施設が多くなっています。  

児童一人ひとりに対する十分な目配りと、子どもの安全や情緒の安定を確保することに重点的に取り組

み、保護者の多様なニーズに対応できる柔軟な運営を行ってまいります。 

 また、平成27年度からスタートする予定である「子ども子育て支援新制度」により、児童福祉法が改正

され、児童クラブについても市の条例により運営基準が示されることとなります。新たな制度体系の方向

性を理解し、すべての児童に放課後の居場所を提供できるように計画的に条件整備を進め、さらには時代

のニーズに適応したサービスの質の維持、向上のための事業展開を図ってまいります。 



Ⅱ     平成26年度事業計画（平成26年4月1日から平成27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、ともに生

きる体験を通して互いの人権を尊重する心を養うとともに、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。 

外国人のための日本語講座 

全23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。 

日本語ボランティア養成 

講座 

全10回 

青年が外国人に日本語を教える学習活

動を通して、ともに学ぶ仲間や外国人と

の交流を図り、異文化への理解を深め

る。 

日本語フォローアップ講座 

全2回 

日本語講座の授業の進め方や疑問点な

どを共有し、今後の日本語講座を円滑に

実施できるようにスタッフのレベルア

ップを図る。 
 

 

（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 

小学生リーダー研修 

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

といった成長に役立つ体験の場を提供し、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40人及び育成者 

・時期 通年(6月～3月) 

・場所 藤沢青少年会館他 

・内容 仲間づくり、野外活動、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

修会の実施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 藤沢青少年会館ほか 

・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 

コミュニティリーダー 
中学生・高校生 

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

運営までを自主的に行うことで、達成感を得るとともに、一人ひとりに責任

感を持たせ、同年代との相互交流を深める。 

・対象 市内在住、在学の中学生20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 

藤沢市の未来を担う子どもたちが藤沢市の更なる発展に向け、子どもたち
の自由な発想力でアイディアや企画を発表することで、市政への関心を高め、
子どもたちの社会参加を推進する。 
・対象 市内在住、在学の小学校5・6年生 20人 
・時期 7月頃からを予定  ※全3～4回予定 
・場所 藤沢青少年会館他 
・内容 将来を担う子どもたちに自分の住んでいる地域に愛着や問題意識を

持たせ「自ら考える力」を養い、子どもの視点による「地域活性化」
の方法を考える。それらを「若者からの提案」として意見を発表す
る場を提供し、社会参加を推進する。 

湘南藤沢ダンスMIX Ver.16 

ダンスを通じて、青少年が目標に向かって努力し、達成感を得るとともに、

青少年の活力を高め、創造性を育む。 

・対象 市内在住、在学、在勤の小学生以上30歳以下の者を含む2人以上の

グループ 

・時期 予選会 2014年7月6日(日)    本選会 2014年9月14日(日) 

・場所 予選会 湘南台市民シアター    本選会 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1,000円 

・委託先 湘南藤沢ダンスMIX Ver.16実行委員会 

親子人形劇のつどい 

親と子が人形劇を一緒に鑑賞することにより、親子の会話の機会を増やし、

健全な親子関係と明るい家庭づくりを推進する。 

・対象 市内在住の親子400人 

・時期 2014年12月20日(土) 

・場所 藤沢市民会館小ホール(予定) 

・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 おとな300円 子ども200円 

シースクール 

藤沢市に住む青少年が藤沢市の地理的特性である海や浜を自分のフィール

ドとして活用するために、サーフィンやヨットの体験を通して、海に親しむ

心を養う。 

・対象 市内在住、在学の中学生・高校生 

・時期、場所等 

事 業 名 時 期 場 所 人 数 

サーフィン教室 2014年7月25日(金) 鵠沼海岸 
中学生・高校生

30人 

ヨット教室 2014年8月16日(土) 江ノ島 
中学生・高校生

20人 

・協力 藤沢市サーフィン協会、藤沢市ヨット協会 

・内容 サーフィン・ボディボードの体験、 ヨット漕艇体験 

・参加費 1人3,000円 

 
 
 
 



 

 

事  業  名 内    容 

海とあそぼう 

藤沢市の地理的特性である「海」と名所である「江の島」を舞台に、カッ

ターボート・シーカヤック漕艇体験、海辺の生物観察や江の島探索を行い、

体験から協調性や規律を学ぶ。 

・対象 市内在住、在学の小学校5・6年生60人 

・時期 2014年8月9日(土) [予備日8月10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 

・内容 カッターボート漕艇体験、シーカヤック漕艇体験、海辺の生物観察

・参加費 1人1,000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ともに、未

体験の事柄に挑戦し、チャレンジ精神を養う。また、仲間と生活体験を行い、

共に挑戦することで、協調性を育む。 

・対象 市内在住、在学の小学校5・6年生45人 

・時期 2015年1月10日(土)～12日(月・祝) 2泊3日 

・場所 藤沢市八ヶ岳野外体験教室(予定) 

・内容 雪あそび(雪上レクリエーション・そり遊び等)、スノーシューハイ

    ク等 

・参加費 1人12,000円 

・委託先 雪ん子プロジェクト実行委員会 

 

（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 

青少年活動指導者養成講座 
(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指導者(リーダー)を養成する。

なお、講座修了後は原則として「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。 

・対象 市内在住、在学、在勤の18歳以上20人 

・時期 通年(全12回) 

・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し、小学生リーダー研修を対象

とした実践研修を行う。 

・参加費 1人5,000円 

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 2014年11月24日(月・祝) 

・場所 藤沢市民会館小ホール 

・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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

事  業  名 内    容 

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

ともに、参加者に各団体への関心を持つ機会を設け、自主的な青少年活動の

広がりが期待できる事業を行う。また、実行委員会や事業当日を通して、団

体相互のコミュニケーションや交流の場とする。 

・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 2014年5月5日(月・祝) こどもの日  

・場所 藤沢市少年の森 

・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 

※ゴールデンウィークに開催するスポーツ事業や芸術文化事業と連携し、広

報等を協力して実施する。 

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、各団体が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、地域子育ての拠点として、子育て支援活動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」、初心者講習会(空手・手話・スポーツチ

  ャンバラ・茶道等)、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、異世代交流事業等 

②辻堂青少年会館  

  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、フィルムスタジオ、映画会等    

③少年の森 

  どろんこまつり、親子キャンプ・デイキャンプ、稲作体験学習、森っこ

  あつまれ、夜の自然観察、子どもキャンプ、森の寺子屋、森の幼稚園、

  レッツエンジョイキャンピング、ウォークラリーといも掘り、森のレク

  リエーション大会、冒険王国、親子でたき火等 

 ④児童館 

  子育て支援活動(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)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し、多種多様な事業展開を図っ

ていくことでその役割を担っていく。 

 なお、ニート・引きこもりといった現代の青少年を取り巻く諸問題につい

ても方策を模索しながら引き続き進めていく。 

 また、市内青少年活動の拠点施設として各関係機関と連携を取り、様々な

形で青少年活動を支援していく。 

【平成26年度の主な経営方針】 

5年間の取り組み 平成26年度の方針・取り組み内容 

利用手続きの簡素化 
利用者からの意見集約を行い、担当職員で

検討委員会を組織する 

青少年利用者拡大のため

の利用方法改善 

利用者からの意見集約を行い、担当職員で

検討委員会を組織する 

財団ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに代わる施

設毎のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの開設 

ホームページのレイアウト、掲載内容の確

認 

問題をかかえる青少年へ

の取り組み・関係団体との

連携 

現在の状況などの情報収集、関連する研修

会への積極的な参加 

利用者拡大のためのＰ

Ｒ・広報活動 
広報活動の実施 

藤沢青少年会館運営委員

会の再編 
運営委員の選出・依頼 

職員の資質の向上 
各種研修会への積極的な参加、研修を活か

した施設管理運営 

若者ボランティア支援事

業 

関連する研修への参加、関連団体への連絡

調整、実施に向けた準備 

既存事業の見直し及び新

規事業の検討 

既存事業の見直しを図り、社会変化に合わ

せた新規事業の検討・実施 

居場所事業の改善 新たな取り組みの実施 

 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」、初心者講習会(空手・手話・

       スポーツチャンバラ・茶道等)、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、異世代交流事業等、

       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) 

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、フィ

       ルムスタジオ、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。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 大限に活かし、青少年本人が自立する場としての青少年の健

全育成を推進するための事業を実施する。 

【平成26年度の主な経営方針】 

5年間の取り組み 平成26年度の方針・取り組み内容 

「冒険遊び場」居場所事業

の展開 
ＮＰＯ等との連携の検討 

インターネットを活用し

た利便性の向上 

インターネットを活用した事業改善の検

討 

交通アクセスの利便性の

向上 

駐車場増設に向けて検討し、市及び地域と

の調整 

貸出物品の検討 
野外炊事道具の貸し出し及び返却方法の

利便性の向上 

宿泊研修施設の利便性の

向上 

アンケートによって判明したニーズを把

握した上で、少年の森運営委員会で検討 

施設内の植物・昆虫等の名

前及び種類の掲示 
市民及びＮＰＯ等との連携の調整 

施設保守管理計画の策定 
施設修繕箇所の調査、修繕計画の策定及び

市との調整 

既存事業の見直し及び新

規事業の検討 

既存事業の見直しを図り、社会変化に合わ

せた新規事業の検討及び実施 

困難を有する青少年への

取り組み 
関係団体との連携及び実態調査 

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、稲作体験学習、森っこあつまれ、夏の夜の自

然観察、子どもキャンプ、森の寺子屋、森の幼稚園、親子キャ

ンプシリーズ、親子ウォークラリーといも掘り、冒険王国、秋

のレクリエーション大会、親子でたき火等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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、条例および規則を遵守した上で、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、地域活動の育成を支援し、子ども達の育ちに関する組織や人とのつ

なぎ役となり、子どもたちが健全に育成する拠点として事業展開を図ってい

く。 

【平成26年度の主な経営方針】 

5年間の取り組み 平成26年度の方針・取り組み内容 

地域と協働した運営・活動

の拡大 

地域密着型の事業展開の強化と協力団体

の拡大 

事業の検証・調査研究及び

新規事業・アウトリーチの

取り組み 

職員の交換勤務実施 

合同事業・移動児童館について検討 

児童援助の拡大・地域の子

どもたちの遊び拠点・居場

所づくり 

中高生の状況ニーズ調査 

利用者の拡大・利便性の向

上 

飲食などアンケート調査による要望に対

する分析・検討を行う 

施設・備品保守管理計画・

安全性の向上 

計画的な修繕実施と避難訓練の定期的実

施 

アンケートの実施・活用 
利用者以外にもアンケートによる幅広い

意識調査と利用ニーズの調査を実施 

子育て支援事業の推進・新

たな子育て支援事業の取り

組み 

事業内容・実施回数の検証・見直し 

地域や学生ボランティア 

活用の推進 
ボランティア活用による事業内容の拡大 

職員の資質向上と利用者の

活動支援 
研修会への参加・自主研修実施の取り組み

管理運営費の節減及び環境

への取り組み、事業経費縮

減への取り組み 

前年度の運営状況を精査し、事業計画も含

め経費の節減への取り組みを検討 

充実した広報の取り組み 
広報媒体を洗い出し、既存のホームページ

の見直し・検討 

【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 

地域子供の家管理運営 

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供の家の管理運営を行う。 

 藤沢市地域子供の家条例及び条例施行細則を遵守し、「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 大限に活かし、地域

子供の家指定管理事業計画に基づいた事業を展開していく。 

【平成26年度の主な経営方針】 

5年間の取り組み 平成26年度の方針・取り組み内容 

地域との協働による施設

運営  
地域との情報交換の充実 

施設利用者の利便性の向

上 
新たなアンケート調査の実施と分析 

広報活動の推進 新たな広報媒体活用への取り組み 

既存事業の再検証と新事

業の実施 
新事業への取り組み 

子育て支援事業の実施 子育て支援事業の企画・立案 

危機管理マニュアルの更

新と安全対策 
新たな危機管理マニュアルの取り組み 

各地域に則した危機管理

マニュアル作成 

各地域に則した危機管理マニュアルの取

り組み 

施設保守管理計画 施設修繕及び修繕計画の策定、市への報告

施設運営費の削減 
施設運営に係る事業費や光熱水料費の調

査、分析 
 

 

 （2）SL広場管理運営 

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 

少年の森における宿泊を伴う青少年の自然体験活動、青少年指導者等の研

修のための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、親子でキャンプについて学ぶ「親子キ

ャンプシリーズ」事業での研修や「菜の花キャンプ」「寺子屋キャンプ」「中

学生キャンプ」などの自然体験活動事業を予定している。夏の研修にはこど

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。 

【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) 

青少年健全育成の一環として、藤沢市からの受託により児童クラブの管理

運営を行う。 

 就労等により、保護者が昼間家庭にいない児童の健全な育成に資するため、

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。 

 さらに、児童に適切な遊び及び生活の場を与えて、健全な育成を図る。 

・対象 主に小学生1年生から4年生までの放課後児童 

ただし、5・6年生も施設状況により入所可 

・場所 藤沢市内42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 いちょう 秋葉台 

風の子 高 砂 小 羊 羽 鳥 

杉の子 善 行 めだか 大清水 

竹の子 八 松 たんぽぽ 小 糸 

チンチロ 大 道 たいよう 六 会 

芝の子 明 治 よつば 鵠 南 

どんぐり 片 瀬 さわやか 藤 沢 

コロリン 村 岡 ぽてんこ 鵠 沼 

浜 見 浜 見 みつばち 石 川 

わんぱく 大 鋸 はすいけ 鵠 洋 

つくしんぼ 大 越 おおぞら 六 会 

かめの子 亀井野 なかさと 中 里 

うさぎ 富士見台 つばめ 新 林 

ありんこ 滝の沢 はやぶさ 湘南台 

ひまわり 湘南台 いるか 片 瀬 

つばさ 辻 堂 さくら 本 町 

ちびっこ 駒 寄 麦の子 明治・羽鳥 

なかよし 俣 野 てんとう虫 滝の沢 

さくらんぼ 長 後 はばたき 辻 堂 

かもめ 新 林 そよかぜ 天神・六会 

ごしょみ 御所見 すまいる 長 後 

※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30分から午後7時まで 

学校長期休業日(土曜日含む) 午前8時00分から午後7時まで 

学校行事等振替休日 午前8時30分から午後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地域活動への参加等、地域の特性を活かした活動を行う。 

⑤児童の活動状況の把握と家庭への連絡を行う。 

⑥その他、児童の健全育成を助ける活動を行う。 

【事業内容】 

①全体事業  

・「児童クラブ交流会」 

42 児童クラブの保護者の実行委員会に財団が委託する。指導員と内

容を決定し、体育館での運動会を延べ4日2会場で行う。 

・「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) 

・「財団展」 

年1回市民ギャラリー地下展示場で財団の事業と共に児童クラブの 

ＰＲを行う。 

・「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」 

市内 42 クラブを 4 つのブロックに分け、正副ブロック長が中心とな

り、円滑なクラブ運営のための情報交換、意見交換を行う。 

・「事業担当会議」 

担当者がキャンプやクラブまつり等の自主事業の計画書について精

査、検討を行う。児童クラブ全体事業の窓口となる。 

・「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」は法人主催だが、クラブ単位で実施する。 

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   

・児童数増加に対応した施設整備を行う。 

・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 

季刊情報紙「スクランブルエッ
グ」の発行 

季刊情報紙として「スクランブルエッグ」を年 4 回発刊し、青少年事業課

が開催する各種事業の情報や報告並びに青少年活動に役立つ情報等を提供

し、市民の青少年活動に関する関心を高めるとともに意識の高揚を図る。 

・作成部数 各号2,500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、青少年関係団体・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

を向上させ、事業参加や施設利用の拡大を図る。 

・時期 2015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 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 

青少年活動共催支援 

市内の青少年が主体となって行う活動や指導者、育成者が取り組む青少年

育成活動を対象に共催支援(助成金)を行い、その活動をサポートする。 

・支援事業種別 

事業種別 事業内容 

青少年活動支援事業 

地域文化の向上やボランティア活動の推進

等、青少年が主体となって行う実践活動等の

事業 

社会参加活動支援事業 
地域で展開する青少年の様々な研修活動や

実践活動の事業 

国際交流活動支援事業 
国際人を養成するため、外国青年との交流や

国際理解等を実践する事業 

環境保全活動支援事業 
青少年が主体となって取り組む環境保全活

動や調査研究活動等を実践する事業 

自然とのふれあい活動

支援事業 

青少年の自由な発想に基づいて企画した活

動や自然とのふれあいを深めるアイディア

に富んだ事業 

青少年育成活動支援 

事業 

青少年指導者が中心となり行う活動や育成

者が青少年育成のための指導方法を検討す

る研修会等の事業 

社会環境整備活動支援

事業 

青少年が健全に成長するためのより良い環

境を作り出すために展開(開催)していく実

践事業 

・支援限度額 5万円 

・申請期間 通年(2月末日まで) 

 

（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 2015年1月下旬(予定) 

・場所 藤沢市民会館第2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 



2 その他市受託事業 

 （1）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、満20歳を迎えた者及び迎える者で組織する

実行委員会が中心となり、事業の企画・運営を行う。 

・対象 1994年4月2日から1995年4月1日までに生まれた新成人 

・時期 2015年1月12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16回親子ふれあいコンサート 

時代を超え、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 2014年12月14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16回藤沢市親子ふれあいコンサート実行委員会 

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古くから歴史や伝統・文化を体験する事業を

行う。 

・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 

青少年が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の地域

との繋がりや社会性を育むことができる居場所づくりを推進することを目的

とする。 

・対象 市内在住・在学の青少年 

・時期 通年(人を配置する居場所事業は年間約100日) 

・場所 藤沢青少年会館他、活動に適した場所 

・内容 青少年が困難な状況にならないように、達成感や自分の必要性を感

じることができる仲間づくり、青少年自身がありのままの自分でい

ることができる居場所づくりを推進し、将来自立できるよう支援を

行う。 

村岡子どもの居場所事業 

村岡地区の子どもたちの安全、安心な活動拠点(居場所)を設け、地域にお

いて子どもたちが心豊かで健やかに育まれる環境づくりを図ることを目的と

する。 

・対象 小学生、中学生、付添人のいる幼児 

・時期 通年(予定) 

・場所 村岡公民館子ども室(予定) 

・内容 玩具の貸出し、工作等あそびの提供 

・委託先 村岡子どもの居場所事業実行委員会 

 

 （2）藤沢市から受託する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の委託 

3箇所の児童クラブについて、社会福祉法人・学校法人へ委託する。 

名 称 設置小学校区 委 託 先 

神明しいのみクラブ 本 町 (社福)湘南児童福祉会 

高谷子どもクラブ 高 谷 (社福)高谷福祉会 

おひさま子どもクラブ 大 庭 (学)大竹学園 
 



 

 

3 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、職員の研修受講を積極的

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26年度事業計画(スポーツ事業) 

 

 

Ⅰ     運営方針 

平成26年度は、第3期指定管理期間3年間の初年度であり、次期指定管理者として選定されるため

の重要な期間の1年ととらえています。 

これまでも、スポーツ活動に対する市民ニーズの多様化、施設の管理や事業実施など様々な場面に

おいて、きめ細かく質の高いサービスの提供を実践し市民の信頼を高めてまいりましたが、財政面に

おいては藤沢市への依存度が高く、この状況からの脱却を図るため、平成25年度に立ち上げた「収益

事業検討会議」で検討された、新たな収益事業の実施や拡大へ向け調整を図ります。 

施設の管理においては、引き続き利用される市民の皆様が安全に安心してご利用いただける施設づ

くりに重点を置くのはもちろん、施設で働く全てのスタッフの安全と安心も確保してまいります。 

事業の実施にあたっては、市民ニーズの高い「子どもの体力向上」や「中高年の方の健康づくり」

を目的とした事業に重点を置き、障がいのある方と健常者とのバリアフリーを推進する「スポーツノ

ーマライゼーション事業」や藤沢市の地域特性を活かした「ビーチスポーツ事業」など、スポーツに

触れていただく機会の拡大を図るとともに、市民のスポーツ実施率の向上を目指してまいります。 

湘南藤沢市民マラソンは、2014大会から運営会社を介さず本財団がその任にあたっており、青少年

事業課と芸術文化事業課のみならず、総務課をも巻き込んだ協力体制で臨んでおり、市民に愛される

大会として継続して実施できるよう、2015大会も財団全体で盛り上げます。 

基本的な運営方針として、市民と協働した運営を心がけることにより、見学・観戦者として「みる」、

参加者・選手として「する」、ボランティア・企画者として「ささえる」といった様々な側面からスポ

ーツに親しむ機会を設け、市民一人ひとりのライフステージにあったスポーツ活動を楽しむことの出

来る環境を構築し、市民が生涯スポーツ活動をとおして健康を維持できるよう努めてまいります。 

【みる・する・ささえる】 



 

 

 Ⅱ    平成26年度事業計画（平成26年4月1日から平成27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256教室(予定) 

施設名 開催予定数 

秩父宮記念体育館 58教室 ｵｰﾌﾟﾝ教室9種など 

鵠沼運動施設 
八部公園プール 

25教室 親子たいそう教室など 
40教室 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ水泳教室など 

秋葉台文化体育館
秋葉台公園プール

43教室 小学生短距離教室など 
30教室 ﾁｬﾚﾝｼﾞ!水泳教室など 

石名坂温水プール 60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】 

施設壁面のクライミングウォールを活用し、近年人気のクライ
ミング事業を実施する。 

【スポーツクライミング体験】 

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】 

また、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、簡単な教室等を行い利用機会の拡大
を図る。 

【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共に
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今日、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 

平成22年度に新たに策定された、藤沢市健康増進計画に基づき、
藤沢市スポーツ推進課、地域保健課、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、より実効のある事業展開に努める。 

各施設 

健康増進課と
の協同による
「介護予防推
進事業」 

市内の高齢者を対象に健康増進課と協同して「介護予防推進事
業」を実施する。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する。 

秩父宮 

トレーニング
ルームの運営 

各個人の運動目的に適した「一般スポーツ体力相談」を行うと
ともに、生活習慣改善を目的としたカウンセリング・日常の運動
プログラム作成を行う「健康づくり相談」を実施し、市民の健康
づくりへの取り組みを支援する。 

また、トレーニング利用登録者を対象にパーソナルトレーニン
グやさまざまなプログラムサービスを実施し、マシントレーニン
グにとらわれることなく、効率的なトレーニング方法を提供し、
初級者から上級者まで幅広く市民の健康増進に努める。また、高
齢者限定講座を設け、高齢者に配慮した内容で実施する。 

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。石名坂では、泳力認定別教室も開催。 

秋葉台 
石名坂 

 

 （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 

管理施設内の敷地を有効活用したイベントやファミリー、親子で気軽に参加でき

るイベント、また施設近隣の方とともにつくるイベント等を展開し、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。 

各施設 

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（5/4

鵠沼、5/5秩父宮、秋葉台、石名坂）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2014 

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。OWS（Open Water Swimming）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…八部公園夏の救急フェア2014】 

【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」の要素も含めたジ
ュニア対象の水泳大会を、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や餅つきなど、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＆ハートフルフェスタin秩父宮記念体育館】 
【八部公園フェスティバル】 
【新春！秋葉台元気祭】 
【石名坂地域感謝祭】 
さらに、市民センターや地域団体等と協働イベントを開催し、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8回秋葉台 
フットサル 
大会 

競技目的のチームからレクリエーション目的のチームまでカテ
ゴリー別に参加チームを募り、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
だけるよう対応。現役プロ選手も講師として多数参加。 

秋葉台 

スポーツチャ
レンジフェス
ティバル
Vol.13 

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
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。 

秩父宮 
秋葉台 
市内 

ふれあいスポ
ーツ交流会 

体力や身体機能の異なる方々が、スポーツの持つ楽しさ、充実感
を共有することのできるユニバーサルスポーツの普及振興を図
る。また、中学校体育連盟などの協力により、将来を担う若者や
子どもたちが交流会に参加いただくことで、ユニバーサルスポー
ツについて理解を深めていただく。 
～ふれあいスポーツ交流会～ 
【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（障がい者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
努める。バリアフリースポーツの推進。 
【八部公園ふれあいテニス大会】  
生涯スポーツ推進委員会の提言を受け、障がい者スポーツ教室

を開催。 
 【障がい者ふれあいスイム】 
 

秩父宮 
鵠沼 
秋葉台 

 



 

 

 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測定を実施する。 
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 

秩父宮 
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。 
 【サイクルチャレンジ藤沢】【マラソンクリニック】 

【大相撲藤沢場所(わんぱく相撲)】 

【ベルマーレフットサルクリニック】他 

秩父宮 
秋葉台 

鵠沼 

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。 
「2015湘南藤沢市民マラソン」の開催に向け、藤沢市他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。 

事業担当 
(鵠沼海岸)
秋葉台 

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 高峰の大会で、今回
で28回目の開催となる。 
大会運営をサポートし、市民にトップ選手のプレーを提供する。 

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大運動会。 
今年で 14 回目を迎える大会で、湘南の夏の風物詩にまで発展し
てきている大会。 

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、底辺の拡大を図るべく開催される
県大会及び全国大会の開催、運営に努め、大会の発展を図る。 
特に全国大会は、全国全ての地域からの参加を目標に、文字どお
りの全国大会を目指しており、年々参加地域が増えており藤沢か
ら全国へ元気を発信する。(受託業務) 

湘南オープン 
ウォーター 
スイミング 

近年、盛り上りを見せるオープンウォーター大会の実行委員会に
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)に
おいては運営の中心を担い、初心者や高齢者、障がいのある方の
参加をサポートする。 

2015 湘南藤沢
市民マラソン 

第5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かれるよう調整を図
る。 
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) 

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し、競技スポーツの普
及・推進を図る。(受託業務) 

 



 

 

事  業  名 内    容 担当・会場

競技会の開催 

第8回 
秋葉台キッズ 

アクアスロン 

小学生を対象とした水泳とランニングの2種目で行う競技会。 
青空の下、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
適なスポーツ。 

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。 
さらに、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 

ユニバーサルスポーツサポータ
ー養成講習会 

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、ユニバーサルスポーツサポーター養成講習会を開催し、ボラ
ンティア及び指導者の資質向上に努め、さらなるスポーツの普
及・推進に努める。 

事業担当 

小学校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掛けて募集し、市民との協働による事業展開
に努める。 

事業担当 

体力テスト測定員養成講習会 
修了者名簿の管理 

個人情報の保護に関する規程に基づき、本財団で養成した「体
力テスト測定員」の名簿を管理し、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運営管理業務を行う。 
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安心も確保する。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。 
■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等 

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、特定営業日の実施など（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（秩父宮・鵠沼・秋葉台） 
⑧肢体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） 

 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・石名坂） 

 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） 

 ⑱3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） 

 

■平成26年度から実施予定の新たなサービス等 

 ①キッズ自転車のレンタル（鵠沼） 

 ②3トレーニング施設統一のシステム本稼働、メニュー提供 

（各トレーニング施設） 

 ③秋葉台球技場の開館日拡大 

 ④教室欠席者(子ども)に振替施設利用券配布（各施設） 

 など 

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 

季刊誌の発刊 

季刊誌「ダッシュふじさわ」を年 4 回発刊し、財団スポーツ事

業及び藤沢市の各種スポーツ情報、並びに藤沢市医師会による医

学的見地に基づく、スポーツ活動と身体に関する情報等を提供す

る。 

情報の発信により、市民のスポーツ活動への関心を高めるとと

もに意識の高揚を図る。 

スポーツだけではなく、青少年事業や芸術事業に関する情報も

提供する。 

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、施設案内、教室・事業の周知宣伝並び

に関連情報の提供を行うとともに、エクササイズ等の動画配信を

充実する。 

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

の状況などの情報の発信には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。 

また、日常の健康づくりに関するオリジナルの印刷物を作成・

配布し、健康情報の提供に努める。 

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、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 2015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やプール用品(ビー

ト板等)の貸出し、ドライヤーや会議室でのプロジェクター、雨

天時の傘(販売を検討中)の貸出し等を行い、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の貸出しを行い、一般団体においても要望に応

じた貸し出しが出来るよう要綱を整備する。 

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

レーボールとビーチサッカーゴールの貸し出しに加え、ビーチテ

ニス用具の貸し出しの検討を進める。 

各施設 
事業担当 

藤沢市スポーツ施設使用料収納及
び支出事務 

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支出事務を行う。 
各施設 

桐原公園他5公園施設使用料収納及
び支出事務 

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。 

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。 

 公園施設においては、新たに園内への設置を推進する。 

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・鍵の貸出など市民利用が円滑に進められるよう努める。 

担 当 管理施設 

秩父宮記念体育館 
大清水スポーツ広場（球技場・野球場） 

旧神奈川県立藤沢高校グラウンド（野球場） 

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26年度事業計画(芸術文化事業) 

 

 Ⅰ    運営方針 

芸術文化は、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。 

これらの芸術文化を鑑賞、参加、創造することにより、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ります。芸術文化事業課では、この実現に向け、平成26年度においても創意工夫

を凝らした様々な事業を行ってまいります。 

まず、音楽事業、演劇事業については、こどもの日のイベントとして3事業課合同で行う、みらい

子どもフェスタにおいて、家族揃って楽しむことのできる音楽会や、ファミリーミュージカルを実施

し、親子のふれあいを図るとともに、鑑賞者の裾野を広げてまいります。 

また、体験型の演劇ワークショップや、小中学校をアーティストが出向いて演奏、指導を行なうア

ウトリーチ事業を実施し、日頃出来ない体験に気軽にふれあえる環境を整え、青少年を始め、市民の

芸術文化の創造性向上に努めます。 

実演芸術の実施についても、文化芸術振興基本法の基本理念にのっとり、積極的に努めることも本

事業課の重要な役割であることから、音楽事業については、全国的に高い評価を得ている市民オペラ

の理念に根ざしたクラシック演奏会や、藤沢や湘南にゆかりのある出演者の公演をより多く実施し、

市民がより音楽文化を身近に感じ、親しみを持っていただけるように配慮します。演劇事業について

は、広域な市民ニーズに対応するため、各演劇、ミュ－ジカル、大衆・古典芸能等の公演を行い、全

ての事業において、良質で低廉な料金で提供することにより、鑑賞機会の拡大を図ってまいります。 

また、平成26年度は、市民のアマチュアオーケストラとして、歴史ある藤沢市民オペラ公演の多く

で演奏していただいた藤沢市民交響楽団の創立55周年記念公演を実施し、市民に根付いた藤沢市の音

楽文化を広く発信してまいります。 

その他、市民文化活動の支援事業では、美術・書道・写真等の壁面芸術、短歌・俳句・茶道・華道

等や伝統芸能の展示会、発表会、そして、囲碁・将棋の各大会を市民や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。 

また、音楽、演劇等の舞台芸術活動をしている個人または団体の事業への助成を行い、地域文化の

自発的活動と向上を図ってまいります。 

市民ニーズ、世代間や地域特性を考慮した芸術文化事業の展開を図ることはもとより、各事業間に

おける協力体制の構築や共同事業の企画など、事業相互の効果的な連携により、さらに発展的で効率

的な事業展開を目指してまいります。 



 

 

 Ⅱ     平成26年度事業計画（平成26年4月1日から平成27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
Ⅳ 

多くの再演を望む声に応え、2年ぶりに開催。人気のソ

リストをゲストに迎え、イタリアオペラからカンツォー

ネまで幅広いレパートリーを聴かせるコンサート。気軽

に良質な音楽を鑑賞する機会を提供する。 

出演：谷池重紬子、岡田尚之、城宏憲ほか 

公演日：2014年4月13日(日) 

市民会館 

第二展示 

集会ホール 

湘南の歌姫た
ちⅣ～フィガ
ロの仲間たち
を迎えて～ 

シリーズ4回目。湘南在住のソリストが第22回藤沢市

民オペラで共演したソリストをゲストに迎え、オペラア

リアから日本歌曲まで様々な曲目を鑑賞する機会を提供

する。 

出演：悦田比呂子、山本香代、栗林朋子、坂元陽子ほか 

公演日：2014年10月18日(土) 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 

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。 

公演日：Vol.1 2014年10月25日(土) 

Vol.2 2014年12月予定 

Vol.3 2015年2月21日(土) 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 

藤沢市民交響
楽団創立 55 周
年記念公演 
「レクイエム」 

 藤沢市民交響楽団創立55周年の記念公演。ヴェルディ

「レクイエム」を市民交響楽団・市合唱連盟と共催し、

市民に根付いた音楽文化を発信する。 

指揮：小田野宏之 

出演：藤沢市民交響楽団・藤沢市合唱連盟・菅英三子・

福井敬ほか 

公演日：2014年11月30日(日) 

※藤沢市民交響楽団および藤沢市合唱連盟と共催 

市民会館 

大ホール 

チェンバーア
ン サ ン ブ ル 
「ミュー」  

隠れた名曲の発掘と演奏を積極的に手がけているチェ

ンバーアンサンブル「ミュー」の藤沢公演。国内外で活

躍をしている実力派メンバーが、良質な音楽を鑑賞する

機会を提供する。 

公演日：2015年1月31日(土) 

市民会館 

小ホール 

横山幸雄ピア
ノ・リサイタル 

人気・実力ともに常に音楽界をリードするトップアー

ティストとして活躍し、常に注目を集めているピアニス

ト横山幸雄が名曲を演奏し、良質な音楽を鑑賞する機会

を提供する。 

公演日：2015年2月8日(日) 

市民会館 

大ホール 

仲道郁代ピア
ノ・リサイタル 

幅広い活躍で人気の仲道郁代ピアノ・リサイタル。良

質な音楽を鑑賞する機会を提供する。 

公演日：2014年5月31日(土) 

※鵠沼室内楽愛好会と共催 

市民会館 

大ホール 

ベルリン交響
楽団 

ドイツ・ベルリン交響楽団を招聘し、ピアニスト及川

浩治と共演。日頃触れることが少ない海外の良質な音楽

を鑑賞する機会を提供する。 

公演日：2014年6月14日(土) 

※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 

キエフバレエ
「白鳥の湖」 

名門バレエ団を招聘し、日本でもお馴染みの「白鳥の

湖」を子ども向けにアレンジした公演。世界の優れた舞

台芸術を親子で鑑賞する機会を提供する。 

公演日：2014年8月3日(日) 

※茅ヶ崎市楽友協会と共催 

市民会館 

大ホール 

曹雪晶(二胡)
演奏会 

中国・上海民族楽団の二胡（中国伝統の擦弦楽器）演

奏者を招聘し、日頃聴くことの少ない楽器の鑑賞機会を

提供し関心を深める。 

公演日：2014年9月15日(月・祝) 

※茅ヶ崎市楽友協会と共催 

市民会館 

小ホール 

湘南グッドウ
ィルコンサー
ト 

市内にある中学校が中心に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の機会を提供する。 

公演日：2014年10月13日(月・祝) 

※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 

ふじさわ市民
ミュージカル
「アイの刻」 

歌・ダンス・芝居がミックスされた総合的なステージ

であるミュージカルの制作・上演を通して、市民の自主

的な文化活動を創造し、地域に対する愛情を育み、まち

づくり・ひとづくりに貢献する。 

公演日：2014年8月30日(土) 

※ふじさわ市民ミュージカル実行委員会 

市民会館 

大ホール 

宝くじ文化 
公演 

神奈川フィルハーモニー管弦楽団の演奏と青島広志が

ユーモアを交えた解説とともにクラシック音楽への理解

を深め、次世代への芸術文化の普及・振興に努める。 

公演日：2015年1月7日(水) 

※神奈川県、自治総合センター共催 

市民会館 

大ホール 

ニューイヤー
コンサート 

毎年恒例の湘南室内合奏団によるニューイヤーコンサ

ート。良質な音楽を鑑賞する機会を提供する。 

公演日：2015年1月10日(土) 

※湘南室内合奏団と共催 

市民会館 

大ホール 

湘南ハーモニ
ーコンサート 

市内を中心に活躍する藤沢ウインドオーケストラを中

心に市内の中学校 3 校参加による合同演奏会。一般の演

奏団体と学生の交流と演奏の機会を提供する。 

公演日：2015年2月(予定) 

※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 

 
 
 
 
 
 
 
演劇事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

日中友好会館 
「京劇」 
（予定） 

中国の伝統芸能である京劇を開催し、日頃目にするこ

との少ない本場の「京劇」を鑑賞する機会を提供すると

ともに、日中友好を図る。 

出演：中国小梅花公演団員 

公演日：2014年10月21日(火) 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 

わらび座 
ミュージカル 
「ブッダ」 

手塚治虫原作の「ブッダ」を本格的にミュージカル化

した話題作。子どもから大人まで幅広い世代が、日頃触

れることの少ない本格的ミュージカルを鑑賞する機会を

提供する。 

出演：劇団わらび座 

公演日：2014年11月9日(日) 

市民会館 

大ホール 

二兎社 
「鴎外の怪談」 

文豪・森鴎外の人間像の秘密に迫る意欲作。その時代

背景が織りなす鴎外とその周りで生きた人々との実話に

もとづいた魅力ある演劇公演を鑑賞する機会を提供す

る。 

出演：金田明夫、水崎綾女ほか 

公演日：2014年12月6日(土) 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 



 

 

事  業  名 内    容 会  場 

 
 
 
 
 
演劇事業 

 

藤沢講談会 

藤沢市出身の講談師による講談会を開催し、日本の伝

統芸能として、市民に鑑賞の機会を提供する。 

出演：一龍斎貞水・一龍斎春水ほか 

公演日：2015年3月14日(土) 

市民会館 

小ホール 

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。 

出演：柳家さん喬、柳家喬太郎ほか 

公演日：2014年12月23日（火・祝） 

出演：柳家小三治ほか 

公演日：2015年2月14日（土） 

湘南台 

文化センター 

市民シアター/ 

市民会館 

小ホール 

 

（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) 

藤沢市民オペラ等で活躍する音楽家が小・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：2014年4月～2015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。「ロミオとジュリエット」、「テ

ンペスト」、「ヴェニスの商人」、「オセロー」など過去に取

り上げ、 終日には照明を点けての公演形式。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：未定（全6回） 

湘南台 

市民シアター 

 

（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 
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：2014年5月4日(日・祝) 

湘南台 

市民シアター 

みらい子どもフェスタ 
ミュージカル 

子ども向けに毎年開催しているミュージカル。「ごんぎ

つね」と「つるのおんがえし」の二本立で上演予定。次

世代への芸術文化の普及・振興に努める。 

公演日：2014年5月5日(月・祝) 

湘南台 

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親子を対象に昼

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。多くのリクエストに応え、年5回を予定。 

公演日：2014年9月3日(水)、12月3日(水)、 

2015年1月14日(水)、2月4日(水)、3月4日(水) 

市民会館 

小ホール 



 

 

事  業  名 内    容 会  場 

ロビーコンサート 

市民の方に気軽に良質なクラシック音楽に親しんでも

らうことによって、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3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 

野外音楽会：2014年5月5日(月・祝) 

新人演奏会：2014年6月28日(土) 

25周年コンサート：2014年10月18日(土) 

オーディション：2015年3月11日（水） 

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 

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、吟詠の演奏。市民

一般を対象に鑑賞及び交流の場として開催。 

開催日：2014年4月6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 2014年4月13日(日) 

    秋の大会 2014年10月26日(日) 

※藤沢市民短歌会共催 

市民会館 

第二会議室/ 

第二展示 

集会ホール 

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 2014年4月29日(火・祝) 

    秋の大会 2014年10月13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 64 回藤沢市展 

美術・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、市内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：2014年6月3日(火)～6月22日(日) 

※第64回藤沢市展実行委員会と共催 

藤沢市民 

ギャラリー 

第32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：2014年7月27日(日) 

※藤沢市合唱連盟と共催 

市民会館 

大ホール 

第28回ふじさわ川柳大会 

川柳愛好者から広く参加を募集し、作品の発表、鑑賞

及び研究の場としてまた同時に交流の場として開催。 

開催日：2014年9月13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46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：2014年11月3日(月・祝) 

※藤沢市囲碁連盟と共催 

市民会館 

第一展示 

集会ホール 



 

 

事  業  名 内    容 会  場 

第35回芸術文化展 

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：2014年11月4日(火)～11月9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29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：2014年11月23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26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

な招聘講師による講演会を平成元年度から開催。 

開催日：2014年11月15日(土) 

※藤沢市文化団体連合会と共催 

市民会館 

小ホール 

第27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：2014年12月14日(日) 

※藤沢市文化団体連合会と共催 

市民会館 

小ホール 

文芸藤沢第49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：2014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：2013年12月1日(日)～12月22日(日) ※前年度に募集 

 

4 その他 

事  業  名 内    容 

 
 
 
 
 
広報・情報事業 
 
 
 
 
 

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後番組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。 

放送日：毎週土曜日 9:50～・日曜日 22:50～ 

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、購入できるシステムを

導入し、販路の拡大、集客力の向上を図る。 



 

 

事  業  名 内    容 

 
 
広報・情報事業 

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 2015年2月中旬(予定) 

・場所 市民ギャラリー地下展示場 

 
 

 

 


