
 

 

公益財団法人キラリ財団 平成 30年度事業計画 

（平成30年4月1日から平成 31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 

富士見市民文化会館キラリふじみは、地域文化の拠点施設として市民の多様な文化芸術へのニーズに

対応する総合的な事業に取り組んでいます。本年度も施設の役割を果たすよう、公演(創造)事業、教育

普及事業、市民参加事業を総合的に展開してまいります。なかでも、東南アジア各国との国際共同制作

では、昨年度のタイとのダンス作品の上演に続き、本年度はインドネシア・マレーシアとの演劇作品の

制作を行い、海外の文化や価値観に触れる機会を提供します。また、施設の貸与により地域の芸術文化

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“市民の文化的財産となる舞台作品”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。 

多田淳之介芸術監督が主宰する東京デスロックの『カルメギ』(第50回東亜演劇賞で演出賞、作品賞

等を受賞)を招聘上演します。また、アソシエイトアーティスト田上豊の『mother-river-Homing』

『mother-river-Welcome』の2作品を一挙に上演するなど、レパートリー作品を含めた公演の鑑賞機会

をより多くの市民に提供していきます。 

＊1 アソシエイト･アーティスト 
キラリふじみと継続的に関わり、市民と密着して芝居や歌などを作り上げていく仕事を担っていくアーティスト 

事業名 実施日予定日 会場

ジャンル：グレイ　人形演劇
ヒトカタ遣い×モノ遣い『さみだれ』（仮）

5月25日（金）・26日（土） マルチホール

二兎社『ザ・空気ver.2』 6月17日（日） メインホール

キラリ☆風流寄席 6月23日（土） マルチホール

東京デスロック『가모메 カルメギ』 7月27日(金)・28日(土) マルチホール

『キラリ音楽祭2018』～明日のために今日をはじめる～ 10月 メインホール

キラリふじみ×東南アジア＝舞台芸術コラボレーションvol.2

日本・インドネシア・マレーシア共同制作
10月 マルチホール

キラリふじみ・コンサートシリーズ2019 1月 メインホール



 

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、幅広い文化芸術を体験する機会を

充実させます。また、多田芸術監督が主導する「リージョナルカンパニーACT-F」では<世界>をテーマ

に当館や市内各所で様々なプログラムを展開し「文化芸術活動を通じた地域振興」の実現を目指します。 

 

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

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。 

キラリふじみ・レパートリー『Mother-river Homing』
『Mother-river Welcome』2本立て上演

2月 マルチホール

キラリふじみ狂言公演　万作の会『（演目未定）』 2月 メインホール

橋爪功・夜の朗読 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30日（月）～8月5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 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11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 展示・会議室他

事業名 実施日予定日 会場

平成30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7日（火）～12日（日） 展示・会議室

2018公募 キラリ☆ふじみ陶芸展 9月15日（土）～21日（金） 展示･会議室

キラリ☆ダンスフェスティバルvol.16 12月8日（土）・9日（日） メインホール



 

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リニューアルオープンから間もなく1年を迎えます。新規の利用団体が

増えてくるなど、徐々に利用が活発化してきました。スポーツジム･スタジオは見込みよりも利用が伸

び悩んでおりましたが、市･財団･委託業者による取り組みにより、年明けからは少しずつ利用が増加し

ています。初回講習会の受講者は 3,800人(平成30年3月 7日現在)を超えていますので本年度はその

方々にリピーターになっていただくべく、PR の充実はもとより、スタジオプログラムの工夫やサポー

ト体制の充実等、一層の対策により利用増へ努力してまいります。 

リニューアルオープン 2 年目であり、今指定管理期間最終年度でもある本年度は、「富士見市スポー

ツ推進計画」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、信頼と実績を重ねてまいり

ます。 

 

ア スポーツ振興事業 

昨年度事業の中で得た参加者の方のご意見を参考にしながら、いくつかの事業を通年で開催する、新

規事業を設けるなど、充実した事業展開をしてまいります。乳幼児からご高齢の方まで幅広い層の地域

住民に向けて活力のある事業を展開することで、スポーツに親しんでいただけるよう、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。 

＊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。 

第17回キラリ☆ふじみ書の大作展 1月6日（日）～12日（土） 展示・会議室

第17回キラリ☆新春邦楽演奏会 1月 メインホール

第17回キラリ☆ふじみ絵画大作展 2月15日（金）～20日（水） 展示・会議室

第17回キラリ☆ふじみ華大作展 3月1日（金）～3日（日） 展示･会議室

キラリ☆かげき団　第13回公演『（タイトル未定）』 3月 マルチホール

生涯スポーツ活動の推進・普及事業 ※＝新規事業

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
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
親子リトミック　おすわり

1回 6回 20組 3,000円 5月～6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　よちよち

1回 6回 20組 3,000円 9月～10月 多目的室1,2

キラリ☆スポーツカレッジ
協栄シェイプボクシング

49回 - 25名 500円 4月～3月 剣道場

キラリ☆スポーツカレッジ
やさしいピラティス

33回 - 25名 500円 4月～3月 剣道場

キラリ☆スポーツカレッジ
ベビーとママのヨガ＆産後ダ
ンス

21回 - 20組 500円
4月～3月

第2,第4水曜
柔道場

キラリ☆スポーツカレッジ
小学生フットサルスクール

47回 -
低学年 30名
高学年 30名

各　1,000円 4月～3月 メインアリーナ

キラリ☆スポーツカレッジ

体育館de個サル※ 47回 - 30名 各　1,000円 4月～3月 メインアリーナ

キラリ☆スポーツカレッジ

小学生バスケスクール※ 42回 -
低学年 30名
高学年 30名

各　1,000円 5月～3月 サブアリーナ

キラリ☆スポーツカレッジ

小学生バレースクール※ 1回 -
低学年 30名
高学年 30名

各　1,000円 サブアリーナ

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 メインアリーナ

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

フィットネスタイチー＆太極

舞※ 1回 6回 25名 3,000円 9月～10月 剣道場

ＺＵＭＢＡ 1回 6回 25名 3,000円 11月～12月 剣道場

フラダンス 1回 6回 25名 500円 9月～10月 剣道場

はじめてのヨガ（朝） 33回 - 25名 500円 4月～3月 多目的室1.2

はじめてのヨガ（夜）※ 49回 - 25名 500円 4月～3月 剣道場

ブレイクレティクス 5回 1回 30名 2,500円 7月～8月 スタジオ

フットサル大会 1回 1回 8チーム 8,000円 8月 メインアリーナ

小学生フットサル大会※ 1回 1回 8チーム 8,000円 9月 メインアリーナ



 

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、また、

レクリエーションや交流の場を提供します。 

 

（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。 

昨年度より地域の祭りを新しい形で再生することを目指して実施している『ふじみ大地の収穫祭』で

は、農業や商業、その他多様な分野で活躍する市民と協働して、多様な市民が交流しながら、人々が文

化的に豊かに暮らせるまちづくりに取り組みます。 

生涯スポーツ活動を行う市民への支援事業･健康増進事業 ※＝新規事業

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 300円 10月 メインアリーナ

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

キラリ☆スポーツカレッジ

スーパーボイス 初級・中級※

コース

44回 - 30名 500円 4月～3月 多目的室1,2

脳活性＆予防体操※ 6回 1回 25名 500円 6月～7月 多目的室1.2

子ども護身術＆親子で

シナプソロジー※ 1回 1回 25名 500円 2月 剣道場

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

キラリふじみのアトリエ 通年 アトリエほか

サーカス・バザール 7月7日（土）・8日（日） 全館

平成30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7日（火）～12日（日） 展示・会議室

2018公募 キラリ☆ふじみ陶芸展 9月15日（土）～21日（金） 展示･会議室

ふじみ大地の収穫祭 11月23日(金・祝) 展示・会議室ほか



 

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。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30年3月29日 
  公益財団法人キラリ財団 
  理事長  紫 関 伸 一 

キラリ☆ダンスフェスティバルvol.16 12月8日（土）・9日（日） メインホール

第17回キラリ☆ふじみ書の大作展 1月6日（日）～12日（土） 展示・会議室

第17回キラリ☆新春邦楽演奏会 1月 メインホール

第17回キラリ☆ふじみ絵画大作展 2月15日（金）～20日（水） 展示・会議室

第17回キラリ☆ふじみ華大作展 3月1日（金）～3日（日） 展示･会議室


