
 

 

公益財団法人キラリ財団 平成 29年度事業計画 

（平成29年4月1日から平成 30年3月31日まで） 

 

 

１ 公益目的事業 

（１）芸術文化振興に関する事業 

市民のみなさまのおかげで、本年度富士見市民文化会館キラリふじみ（「以下、キラリふじみ」）は、

開館15周年をむかえます。キラリふじみならではの取り組みとして、本年度から３カ年をかけて東南ア

ジア各国との演劇やダンス等の舞台芸術作品の国際共同制作に取り組んでまいります。 

その他、これまでのキラリふじみを拠点にした地域の芸術文化振興にむけた取り組みでの経験や蓄積

を活かして、「富士見市文化芸術振興基本計画」が目標とする、市民が主体となった“文化芸術による

まちづくり”を積極的に推進していくため、公演(創造)事業、教育普及事業そして市民参加事業の三つ

の枠組みの事業をそれぞれ充実・発展させていきます。また、この施設の貸与により同様に地域の芸術

文化の振興を図ります。 

ア 公演(創造)事業 

芸術監督とアソシエイト･アーティスト＊1が持続的に地域に関わりながら、市民の文化的ニーズを踏

まえた演劇、ダンス、音楽などの創造事業を展開します。そのことで、市民がより主体的に文化芸術に

関わりを持てる機会を創出します。また、外部の芸術団体による優れた舞台芸術作品を招聘して、地域

の観客に幅広い鑑賞機会を提供します。 

 
 

 

 

 

事業名 実施日予定日 会場

キラリ☆風流寄席
～平成落語ブーム!!いま、落語が面白い～

6月24日（土） マルチホール

田中泯×柳家喬太郎公演 7月26日(水） メインホール

ジャンル：グレイ　人形演劇『（タイトル未定）』 8月 マルチホール

演劇集団　円
『橋爪功・夏の夜の朗読』

8月（予定） メインホール

キラリふじみ・レパートリー新作
　『僕の東京日記』

9月 マルチホール

『キラリ音楽祭2017』
～明日のために今日をはじめる～

9月 メインホールほか

＊1 アソシエイト･アーティスト 
キラリふじみのレパートリー作品の創造や市民と協働した作品創作を担うアーティスト。2011年からスタートした枠

組み。現在は、田中泯（舞踊）、矢野誠（音楽）、永井愛（演劇）、白神ももこ（舞踊）、田上豊（演劇）の5名がア
ソシエイト・アーティストとして活動。 
レパートリーとは、国や地域、そして時代を代表する演劇・舞踊・音楽などの作品のことであるが、キラリふじみで

は、その概念に、地域で暮らす市民の文化的な財産という意味合いを再設定し、富士見ならではのオリジナリティをも
った作品を創造・上演及び再演し、全国へ発信する作業を続けている。 



 

 

イ 教育普及事業 

芸術監督とアソシエイト･アーティストを中心に、市民(特に青少年)が舞台芸術についての知識や方

法を学ぶためのレクチャーや学校等へのアウトリーチ事業を展開し、将来芸術文化活動を担う人材や観

客の育成に努めます。また、舞台芸術をより身近に感じていただけるようリージョナルカンパニー

『ACT-F』、『ダンスカフェ』にも継続して取り組んでまいります。 

 

 

ウ 市民参加事業 

市民自らが行う様々な分野の文化芸術活動に発表の場と機会を提供することで、文化芸術振興の担い

手や、市内で活動するアーティストの支援、育成を行います。そのことで市民が生きがいをもって、文

東京デスロック新作公演 12月 マルチホール

キラリふじみ・コンサートシリーズ
ニューイヤーコンサート2018

1月 メインホール

青年団『さよならだけが人生か』 1月 メインホール

キラリふじみ狂言公演
万作の会『（演目未定）』

2月（予定） メインホール

日本・タイ国際共同制作ダンス公演 3月 メインホール

事業名 実施日予定日 会場

キラリふじみ・リージョナルカンパニー
ＡＣＴ-Ｆ（アクトエフ）

通年 マルチホールほか

キラリふじみ『ダンスカフェ』 通年 アトリエほか

こどもステーション☆キラリ 通年 アトリエほか

キラリふじみのアトリエ 通年 アトリエほか

キラリふじみ・ワークショップ
夏休みこども劇場 『えんげきをつくろう！』

7月31日（月）～8月6日（日） マルチホール

小中学校へのアウトリーチワークショップ 7月～3月（予定） 市内小中学校・県立高校

『スタインウェイ演奏体験＆観覧』 2月12日(月・祝） メインホール

キラリふじみ・ワークショップ
『ツナがる演劇～中高生の最初の一歩～』

3月（予定） 展示・会議室他



化的に豊かな生活を送ることのできるまちづくりに寄与します。 

 

 

エ 施設貸与事業 

地域の芸術文化活動の拠点として、市民(地域住民)の芸術文化活動の研鑽の場、発表の場を提供しま

す。 

 

 

（２）スポーツ振興に関する事業 

富士見市立市民総合体育館はメインアリーナの屋根が崩落してから3年余りを経て本年5月から通常

の形に戻ります。メインアリーナ棟復旧に併せてサブアリーナ棟の大規模改修が行なわれ、以前のアス

レチックジムに比べ大幅に充実したスポーツジムと各種レッスンを行なえるスタジオ、会議室を改造し

た多目的室が新たな施設となります。2020年の東京オリンピック･パラリンピックに向かう残りの指定

期間の2年間、新たに策定を予定している「富士見市スポーツ推進計画(案)」の基本理念「スポーツで

キラリ☆と健康!!」の下、市民の声を大切にしながら専門性を活かした運営を実施し、キラリ☆ムーブ

メント＊2という基本方針に基づき、生涯スポーツ活動の推進･普及･支援、健康増進事業及びスポーツ情

報収集･提供等の事業を一層推進し、信頼と実績を積み上げてまいります。 

 

 

事業名 実施日予定日 会場

平成29年度 キラリ☆ふじみ中高生美術展
（含む市内中学校美術部合同展）

8月8日（火）～13日（日） 展示・会議室

2017公募 キラリ☆ふじみ陶芸展 9月16日（土）～22日（金） 展示･会議室

キラリ☆ダンスフェスティバルvol.15 12月9日（土）・10日（日） メインホール

第16回キラリ☆ふじみ書の大作展 1月6日（土）～12日（金） 展示・会議室

第16回キラリ☆新春邦楽演奏会 1月（予定） メインホール

キラリふじみ・リーディング　 10月（予定） マルチホール他

第16回キラリ☆ふじみ絵画大作展 2月16日（金）～21日（水） 展示・会議室

第16回キラリ☆ふじみ華大作展 3月2日（金）～4日（日） 展示･会議室

キラリ☆かげき団　第12回公演『（タイトル未
定）』

3月17日（土）・18日（日） マルチホール

＊2 キラリ☆ムーブメント 
「地域における交流促進」、「体を動かすことの楽しさを実感」、「市民一人ひとりが健康で生きいきと暮らすまち

づくり」というキーワードも付け加えて、スポーツを通じて友情やフェアプレイ精神をはぐくみ世界平和を目指すとい
う「オリンピック･ムーブメント」の精神を富士見市で発展させていく趣旨で、平成26年に当財団が掲げた富士見市立
市民総合体育館運営の基本方針。 



ア スポーツ振興事業 

乳幼児からご高齢の方まで幅広い層の地域住民に向けて、充実した活力のある事業を展開することで、

スポーツに親しみ、健康維持及び増進に寄与していけるよう努力してまいります。 

 

 

生涯スポーツ活動の推進・普及事業

事業名 開催数
開催毎
の回数

定員
開催毎の
参加費

実施時期 会場

キラリ☆スポーツカレッジ

楽しい卓球教室
3回 10回

初心者 20名
経験者 20名

5,000円

5月～6月

9月～11月
1月～3月

メインアリーナ

キラリ☆スポーツカレッジ

スーパーボイス
3回 10回 30名 5,000円

5月～6月
9月～11月

1月～3月

多目的室1,2

キラリ☆スポーツカレッジ

ベリーダンス
3回 10回 30名 5,000円

5月～6月
9月～11月

1月～3月

多目的室1,2

キラリ☆スポーツカレッジ

弓道教室
2回 5回 20名 2,000円

6月～7月
11月～12月

弓道場

キラリ☆スポーツカレッジ

初めてのフットサル教室
2回 10回 30名 5,000円

6月～8月

12月～2月
メインアリーナ

キラリ☆スポーツカレッジ

ボクシングエクササイズ
2回 6回 20名 3,000円

6月～8月
12月～2月

多目的室1,2

キラリ☆スポーツカレッジ

親子リトミック
2回 6回 20組 3,000円

5月～6月
9月～10月

多目的室1,2

キラリ☆スポーツカレッジ

ベビーヨガ
2回 6回 20組 3,000円

5月～6月

9月～10月
柔道場

キラリ☆スポーツカレッジ

ピラティス
2回 6回 20名 3,000円

8月～10月
1月～3月

多目的室1,2

春休み卓球教室 1回 3回
低学年 20名
高学年 20名

各 1,500円 4月 増進センター

夏休み卓球教室 1回 3回
低学年 20名

高学年 20名
各 1,500円 7月 メインアリーナ

インディアカ教室 1回 6回 15名 3,000円 11月～12月 サブアリーナ

ＺＵＭＢＡ 1回 6回 25名 　3,000円 6月～7月 剣道場

フラダンス 1回 6回 25名 　3,000円 9月～10月 剣道場

フットサル大会 1回 1回 8チーム 8,000円 2月 メインアリーナ

リフレッシュヨガ 1回 6回 25名 　3,000円 10～11月 柔道場



 

 

イ 施設貸与事業 

地域のスポーツ活動の拠点として、地域住民のスポーツの練習の場、日頃の成果を競い合う場を提供

します。 

 

 

（３）地域活性化に関する事業 

富士見市民文化会館キラリふじみで行う地域交流イベント等の事業や市民の発表の場の提供を通じ

て、日頃からまちづくりの分野で活動する市民や団体、福祉施設や自立支援施設など幅広い地域住民同

士が出会い、交流する場を提供し、個人や社会という地域全体の活性化に貢献します。 

15周年となる今年度、新たに取り組む『食の交流祭（仮題）』は、市内及び近郊の農業者、飲食店関

係者、消費者などが一堂に会し、参加者同士が交流を深めながら、その育みと地域文化の振興の連動性

を学んだり、再認識する文化会館が新しい視点をもって取り組む地域振興イベントです。 

 

生涯スポーツ活動を行う市民への支援事業

事業名 開催数
開催毎

の回数
定員

開催毎の

参加費
実施時期 会場

新体力測定 1回 1回 50名 200円 9月 メインアリーナ

健康増進事業

事業名 開催数
開催毎
の回数

定員
開催毎の
参加費

実施時期 会場

パークエクササイズ 2回 1回 20名 1回　500円 秋・春 文化の杜公園

家でも出来る
トレーニング＆ストレッチ

6回 1回 15名 1回 　50円 2ヵ月に1回 市内公共施設

生活習慣病予防講座 6回 1回 15名 1回 　50円 2ヵ月に1回 市内公共施設

食育講座 6回 1回 15名 1回 　50円 2ヵ月に1回 市内公共施設

心の健康・体の健康 6回 1回 15名 1回 　50円 2ヵ月に1回 市内公共施設

事業名 実施日予定日 会場

キラリふじみのアトリエ 通年 アトリエほか

サーカス・バザール 7月8日（土）・9日（日） 全館

平成29年度 キラリ☆ふじみ中高生美術展
（含む市内中学校美術部合同展）

8月8日（火）～13日（日） 展示・会議室



 

 

２ 収益事業 

 当財団は以下の収益事業を行ない、公益目的事業資金の一部に充ててまいります。 

（１）公の芸術文化施設の目的外利用への施設貸与に関する事業 

富士見市民文化会館キラリふじみの目的外利用への施設貸与にも積極的に対応し、利用料収入の確保、

稼働率の維持改善にも貢献します。 

（２）公のスポーツ施設の目的外利用への施設貸与に関する事業 

富士見市立市民総合体育館の目的外利用への施設貸与にも積極的に対応し、利用料収入の確保、稼働

率の維持改善にも貢献します。 

（３）公の芸術文化施設における自動販売機等による収益事業 

富士見市民文化会館キラリふじみの利用者に対するサービスの一環として自動販売機(飲料水及び軽

食）を設置し、販売会社からの設置手数料により一定の収益を確保します。利用者主催公演のチケット

の窓口販売等も請け負い、手数料収益とします。 

（４）公のスポーツ施設における自動販売機等による収益事業 

富士見市立市民総合体育館の利用者に対するサービスの一環として自動販売機(飲料水等）を設置し、

販売会社からの設置手数料により一定の収益を確保します。その他、スポーツ用具のレンタルやタオル

等の販売を行ないます。 

 
 

平成29年3月28日 
  公益財団法人キラリ財団 
  理事長  紫 関 伸 一 

2017公募 キラリ☆ふじみ陶芸展 9月16日（土）～22日（金） 展示･会議室

食の交流祭（仮題） 11月26日(日) 展示・会議室ほか

キラリ☆ダンスフェスティバルvol.15 12月9日（土）・10日（日） メインホール

第16回キラリ☆ふじみ書の大作展 1月6日（土）～12日（金） 展示・会議室

第16回キラリ☆新春邦楽演奏会 1月（予定） メインホール

第16回キラリ☆ふじみ絵画大作展 2月16日（金）～21日（水） 展示・会議室

第16回キラリ☆ふじみ華大作展 3月2日（金）～4日（日） 展示･会議室


