
第 2 号議案 

平成２７年度事業計画 

１．事業概要 

【重点方針】 

１ 文化・スポーツ振興財団としての役割 

 長引く景気低迷に起因する経済状況は、市補助金の予算縮減など、厳しい財政状況

を踏まえ、事業の見直しや検証を加えた中で、「いつでも、どこでも、誰でも学べる環

境づくり」「身近にスポーツが楽しめる環境づくり」を目指す笛吹市との連携を強化し、

市民に身近な財団として、その使命を自覚し役割を後退させることなく、地域の芸術文

化・スポーツの向上と地域住民の福祉及び地域活性化を図るため、積極的な事業の展開

を図る。 

加えて、より市民に密着し地域の特性や特徴を尊重し活かしながら市民と行政の中間

的立場をフルに発揮し、文化・スポーツ振興を通じ地域活性化に寄与するため持続可能

な支援・協力を図ることとする。 

 

２ 文化施設及びスポーツ施設を活用した文化・スポーツ活動の推進 

 指定管理者として受託した、市民にとって親しみのある身近な施設で、気軽に低廉

で高質な文化・芸術とのふれ合いを、提供することにより、感動と楽しみの中から市民

の文化力向上のため、鑑賞・交流事業等を実施する。また、スポーツの楽しさや再発見

及び競技人口の拡大等を醸成することにより、市民の元気づくりを促すため広範囲の市

民を対象にした特色あるスポーツ大会事業を実施する。 

 

３ 「協働」「創造」による文化・芸術活動の推進 

 甲斐の国千年の都としての歴史や俳壇の巨匠飯田蛇笏・龍太を生んだ笛吹市は、豊

かな文化的財産を抱え、市民の文化芸術力は経験を積み重ね高い向上心を有している。

こうした環境の中にある、市民の芸術文化に対するニーズに応えるため、従来の提供型

事業に加え市民との「協働」や「創造」事業を積極的に企画実施することにより、多く

の市民が自ら考え行動をしながら、芸術文化にふれ合う底辺拡大に寄与する。 

 

 

 

 

 

 

 



【主要事業】 

○芸術文化・スポーツ振興事業（公益目的事業） 

 

１ 芸術文化・スポーツイベント振興事業 

感動と楽しみの中から育む市民の文化力向上や、スポーツの楽しさや再発見の中から

交流や競技力向上及び動機付けを図り、芸術文化・スポーツの底辺拡大に寄与するため、

偏りのない事業を行う。（別紙参照） 

 （１）創造事業（市民と共に創り出す文化芸術事業） 

 （２）協働事業(市民と協働で行う文化芸術事業) 

（３）提供（主催）事業（高質で洗練された芸術文化の提供事業） 

（４）芸術文化活性化事業（児童生徒出前による指導体験事業） 

（５）スポーツ振興事業 

 

２ 施設の管理運営事業 

 市民の生涯学習や芸術文化・スポーツ及びコミュニティ活動の場として、その機能が

十分に発揮されよう常に清潔の保持に努め、安心で快適な施設として、親しまれ利用が

促進されるような施設運営を行う。 

（１） スコレーセンター・パリオ管理運営事業 

 （２） 体育３施設管理運営事業 

 （３） 境川総合会館運営事業 

 （４） 境川スポーツセンター運営事業 

 

３ 文化・スポーツ団体支援事業 

 本市の文化・スポーツの主たる団体である文化協会、体育協会及びスポーツ少年団

等への支援協調を通じ、連携を強化しながら人材育成を含めた芸術文化・スポーツ振興

を図る。 

支援団体   （１）笛吹市文化協会 

       （２）笛吹市体育協会 

       （３）笛吹市スポーツ少年団 

       （４）境川地区体育協会 

       （５）境川地区スポーツ少年団 

 

４ その他 

 市民の生涯学習の振興のため、社会教育事業に参画し市民講座を企画実施する。 

 

 

 



○利用環境・利用効率向上事業（収益事業） 

 

１ 施設の貸与 

 公益目的以外の利用への施設の貸出。 

 

２ 自動販売機設置 

 利用環境を促進するため管理受託施設内に自動販売機を設置し清涼飲料水等の販売

を行う。 

 スコレーセンター  ３台 

 農村スポーツ広場  １台 

 中央テニスコート  ５台 

 笛吹市清流館    ４台 

 境川総合会館    １台 

 

○法人の運営 

 

１ 公益法人として業務執行及び運営していくため役員会並びに評議員会を実施。 

    （１）理事会の開催    第１回  平成２７年５月予定 

                 第２回  平成２８年３月予定 

                 他業務執行上必要な時に開催 

 

    （２）評議員会の開催   第１回  平成２７年６月予定（定時） 

                 第２回  平成２８年３月予定（臨時） 

                 他業務執行上必要な時に開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
平成２７年度 芸術文化振興事業 

 
        （定款第 4条第 1項第 1号） 

№ 事業名 月・日 曜日 
事業概要 

目的 内容 

1 

トロンボーンア

ンサンブル「クン

スト」コンサート 

4月 4日 土 

笛吹市民に良質な音楽を提供し、芸術文化を身

近に感じ、親しみを持って頂くことを目的とす

る。 

古くからヨーロッパで「神の楽器」として、

教会など宗教的な場所で活躍してきたトロ

ンボーン。人間の声の音域に近く、合奏に

よって荘厳なハーモニーを奏でるこの楽器

を、日本を代表する３人の名手達が奏でま

す。公演の前には講習会を開催します。 

2 

金川の森ブラス

クインテット演

奏会 

5月 9日 土 

市文化芸術の振興と地元音楽家の育成。優秀な

地元音楽家に発表の場を提供することにより、

練習の励みにしてもらい、育成をはかる。笛吹

市民に良質な音楽を提供し、芸術文化を身近に

感じ、親しみを持って頂くことを目的とする。 

山梨県内の交響楽団や吹奏楽団でそれぞれ

活動しているメンバーによる金管五重奏団

「金川の森」の演奏会。 

3 
紅薔薇演奏会 

邦楽の響き 
5月 16日 土 

市文化芸術の振興と地元音楽家の育成。優秀な

地元音楽家に発表の場を提供することにより、

練習の励みにしてもらい、育成をはかる。笛吹

市民に良質な音楽を提供し、芸術文化を身近に

感じ、親しみを持って頂くことを目的とする。 

山梨県内に住んでいる邦楽の様々な分野の

人達で結成されている紅薔薇邦楽合奏団に

よる公演。 

4 
劇団やまなみ公

演 
6月 21日 日 

市文化芸術の振興と地元で活動する演劇家の

育成。発表の場を提供することにより、練習の

励みにしてもらい、育成をはかる。笛吹市民に

良質な演劇を提供し、芸術文化を身近に感じ、

親しみを持って頂くことを目的とする。 

今年で創立 60年を迎える「劇団やまなみ」

による演劇公演。「劇団やまなみ」は、稽古

場がスコレーセンターのすぐ近くにあり、

地域の人達に守られ演劇活動を続けてい

る。 

5 
ジェントルブリ

ーズコンサート 
7月 25日 土 

市文化芸術の振興と地元音楽家の育成。優秀な

地元音楽家に発表の場を提供することにより、

練習の励みにしてもらい、育成をはかる。笛吹

市民に良質な音楽を提供し、芸術文化を身近に

感じ、親しみを持って頂くことを目的とする。 

日本の伝統楽器である尺八と最新テクノロ

ジーの集合体であるエレクトーンの異色ユ

ニット「ジェントルブリーズ」と、笛吹市

民劇団によるコンサート。 

6 
小・中学生囲碁・

将棋大会 
夏休み   

日本の伝統文化である囲碁･将棋の普及･発展

に寄与する。笛吹市の子ども達と市内外の囲

碁・将棋愛好者たちの交流を目的に行ってい

る。 

毎年、夏休み・春休みの期間中に市内外の

囲碁・将棋愛好者たちの交流を目的に、小

中学生を対象とした囲碁・将棋大会を開催

しています。 

7 

宝くじ文化公演

高嶋ちさ子「男

組」 

9月 19日 土 

日頃、一流の舞台芸術に触れる機会の少ない住

民に、プロの演奏を間近で楽しむ機会を提供す

ることにより、ホールへの集客を促進し地域の

活性化および芸術文化の振興を図る。 

宝くじ文化公演高嶋ちさ子「男組」。自治総

合センターの助成により安価な料金にて提

供します。 



8 
川口聖加・片野耕

喜 
9月 26日 土 

笛吹市民に良質な音楽を提供し、芸術文化を身

近に感じ、親しみを持って頂くことを目的とす

る。 

川口聖加（ソプラノ）、片野耕喜（テノール）

等によるコンサート。 

9 

ブラックボトム

ブラスバンド 

アウトリーチ～ 

わ っ し ょ

い!!LIVE 

10/1 

～ 10/3  

木 

～ 

土 

市文化芸術の振興と地元音楽家の育成。笛吹市

民に良質な音楽を提供し、芸術文化を身近に感

じ、親しみを持って頂く。 

子供達の感性や創造力の育成（子供達に音楽を

好きになってもらう。将来の観衆開拓）の為に

小学校でのアウトリーチを、又ホールへ足を運

ぶことが難しい皆様に、生の本物の音楽を届

け、楽しい時間を過ごして頂きたいので、病

院・福祉施設等へアウトリーチを行う。又、音

楽団体の士気を高め、今後の活動の意欲を持た

せる事を目的に指導会を行い、コンサートで共

演する機会を設ける。 

ブラックボトムブラスバンドが 3日間（木

曜日～土曜日）笛吹市に滞在し、小・中学

校、福祉施設等での出前コンサートを行い、

最終日にスコレーセンターでのコンサート

を開催します。コンサートには、市内吹奏

楽部が共演予定。 

10 第 18回笛吹薪能   10月 13日 火 

日本の伝統芸能である能・狂言のすばらしさを

伝えるため薪能公演の実施。 

梅若玄祥、山本東次郎（2人とも人間国宝）

等日本を代表する能楽師・狂言師が出演し

ます。 

11 
山梨交響楽団コ

ンサート 
10月 24日 土 

市文化芸術の振興と地元音楽家の育成。優秀な

地元音楽家に発表の場を提供することにより、

練習の励みにしてもらい、育成をはかる。笛吹

市民に良質な音楽を提供し、芸術文化を身近に

感じ、親しみを持って頂くことを目的とする。 

山梨交響楽団演奏会 

12 

ソノリテ甲府吹

奏楽団 

アンサンブルコ

ンサート 

11月 14日 土 

市文化芸術の振興と地元音楽家の育成。優秀な

地元音楽家に発表の場を提供することにより、

練習の励みにしてもらい、育成をはかる。笛吹

市民に良質な音楽を提供し、芸術文化を身近に

感じ、親しみを持って頂くことを目的とする。 

地元吹奏楽団「ソノリテ甲府吹奏楽団」が、

木管五重奏、金管八重奏、クラリネット三

重奏、フルートアンサンブル等小アンサン

ブルに分かれて演奏を披露。 

13 
第 8 回笛吹音楽

祭 

11/21 

 ～ 11/23 

土 

～ 

月 

市文化芸術の振興と地元音楽家の育成。音楽愛

好者に発表の場を提供することにより、練習の

励みにしてもらい、育成をはかる。笛吹市民に

良質な音楽を提供し、芸術文化を身近に感じ、

親しみを持って頂くことを目的とする。 

全国から集まった演奏者が、オーケストラ

コンサートで練習の成果を披露します。「ア

ンサンブルコンサート」「ロビーコンサー

ト」「絵画展」等も実施します。 

14 
マリンバデュオ

コンサート 
秋頃   

笛吹市民に良質な音楽を提供し、芸術文化を身

近に感じ、親しみを持って頂くことを目的とす

る。地元音楽家の育成。 

市川志寿子さんと林由香里さんによる、マ

リンバとビブラフォン、ピアノ等によるデ

ュオコンサート。 

15 

陸上自衛隊東部

方面音楽隊指導

会～演奏会 

12月 5日 土 

市文化芸術の振興と市内中学・高校吹奏楽部員

の育成。笛吹市民に良質な音楽を提供し、芸術

文化を身近に感じ、親しみを持って頂くことを

目的とする。 

陸上自衛隊東部方面音楽隊員による市内

中・高吹奏楽部を対象とした演奏指導会と

一般市民向けの演奏会の開催。 



16 

ハンドベルクリ

スマスコンサー

ト 

12月 19日 土 

市文化芸術の振興と地元音楽家の育成。優秀な

地元音楽家に発表の場を提供することにより、

練習の励みにしてもらい、育成をはかる。笛吹

市民に良質な音楽を提供し、芸術文化を身近に

感じ、親しみを持って頂くことを目的とする。 

山梨英和高等学校聖歌隊によるハンドベル

とコーラスのクリスマスコンサート。 

17 

フィーリングジ

ャズオーケスト

ラコンサート 

秋～冬頃   

市文化芸術の振興と地元音楽家の育成。優秀な

地元音楽家に発表の場を提供することにより、

練習の励みにしてもらい、育成をはかる。笛吹

市民に良質な音楽を提供し、芸術文化を身近に

感じ、親しみを持って頂くことを目的とする。 

地元人気ジャズバンド「フィーリングジャ

ズオーケストラ」によるクリスマスコンサ

ート。 

18 

山梨交響楽団ニ

ューイヤーコン

サート 

1月 16日 土 

市文化芸術の振興と地元音楽家の育成。優秀な

地元音楽家に発表の場を提供することにより、

練習の励みにしてもらい、育成をはかる。笛吹

市民に良質な音楽を提供し、芸術文化を身近に

感じ、親しみを持って頂くことを目的とする。 

 

山梨交響楽団員が木管五重奏、弦楽四重奏、

金管五重奏、チェンバーオーケストラ等、

小アンサンブルに分かれて演奏を披露。 

19 
山梨県警察音楽

隊演奏会 
1月 24日 日 

市文化芸術の振興と地元音楽家の育成。優秀な

地元音楽家に発表の場を提供することにより、

練習の励みにしてもらい、育成をはかる。笛吹

市民に良質な音楽を提供し、芸術文化を身近に

感じ、親しみを持って頂くことを目的とする。 

 

山梨県警察音楽隊による演奏とカラーガー

ドのフラッグ演技。 

20 
ダン活 

山田うん 

1/25 

～1/30 

月 

～ 

土 

コンテンポラリーダンスを通して、ダンスの楽

しさや、表現する喜びを市民の皆様に体感して

いただきたい。多くの市民の自己表現力や、コ

ミュニケーション能力などを引き出し、表情が

生き生きしたものへ変化していって欲しい。ま

た、公演を通して、新しい鑑賞者層の掘り起こ

しをはかりたい。 

６日間（月曜日～土曜日）笛吹市に滞在し、

小・中学校等でのアウトリーチ、スコレー

センターにてワークショップを行い、最終

日に公演を開催します。公演には、ワーク

ショップ参加者が共演。 

21 
若手音楽家によ

る室内楽の調べ 
冬頃   

笛吹市民に良質な音楽を提供し、芸術文化を身

近に感じ、親しみを持って頂くことを目的とす

る。地元音楽家の育成。 

東京芸術大学で学ぶ若手音楽家による演奏

会。 

22 

ソノリテ甲府吹

奏楽団ウィンタ

ーコンサート 

冬頃   

市文化芸術の振興と地元音楽家の育成。優秀な

地元音楽家に発表の場を提供することにより、

練習の励みにしてもらい、育成をはかる。笛吹

市民に良質な音楽を提供し、芸術文化を身近に

感じ、親しみを持って頂くことを目的とする。 

地元吹奏楽団「ソノリテ甲府吹奏楽団」に

よるコンサート。 



23 
笛吹市民劇団第

10回公演 

3/12 

 ～  3/13 

土 

～ 

日 

演劇を通して住民の心をつなぎ、地域ぐるみで

文化芸術を育む心を育てたい」という思いのも

と、平成 18 年に市民劇団を設立。笛吹市民に

良質な演劇を提供し、芸術文化を身近に感じ、

親しみを持って頂くことを目的とする。 

地元の小中高校生を中心とした地域住民に

よる、ミュージカル公演を二日間に渡り上

演。脚本・音楽・ダンスすべてオリジナル。

衣装や大道具も自分たちで作ります。劇団

員は、約 50日の練習を重ねて本番に臨みま

す。 

24 
スコレー杯将棋

団体戦 
3月   

日本の伝統文化である将棋の普及･発展に寄与

する。笛吹市民と市内外の将棋愛好者たち、子

どもからお年寄りの世代間交流を目的に行っ

ている。 

笛吹市民と市内外の将棋愛好者たちの交流

を目的に、子どもから大人まで 5人一組な

らどなたでも参加できる将棋大会を行って

います。 

25 
小・中学生囲碁・

将棋大会 
春休み   

日本の伝統文化である囲碁･将棋の普及･発展

に寄与する。笛吹市の子ども達と市内外の囲

碁・将棋愛好者たちの交流を目的に行ってい

る。 

毎年、夏休み・春休みの期間中に市内外の

囲碁・将棋愛好者たちの交流を目的に、小

中学生を対象とした囲碁・将棋大会を開催

しています。 

26 その他     
「笹子追分人形公演」「スティールパン」「新進気鋭の製作家と演奏家による弦楽器の響き」

等の公演を予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
平成２７年度 スポーツ振興事業 

 
        （定款第 4条第 1項第 2号） 

№ 事  業  名 月・日 
曜

日 

事  業  概  要 

目   的 内   容 

1 
第 11 回笛吹市長杯争奪ソ

フトテニス大会 
5月 10日 日 

市内外から中学～壮年の方が集まり、日頃

の練習の成果を発揮るするともに選手たち

の交流を深めることを目的とする。 

男女別に13部門に分かれトーナメント戦

を行う。 

2 
第 21 回清流杯争奪少年柔

道大会 
5月 10日 日 

社会教育の一環として、柔道を通じて青少

年の健全育成・非行防止を目的とする。 

市内外の柔道スポーツ少年団が参加し三

部門に分かれてトーナメント戦を行う。 

3 
第 23 回清流杯争奪わんぱ

く相撲大会笛吹場所 
5月 31日 日 

市内の子供たちが参加して交流を深めるこ

とを目的とする。団体・個人優勝者は両国

国技館で行われる全国大会に出場する。 

市内の相撲好き小中学生が参加。団体戦

と個人戦があり優勝者は両国国技館で行

われる全国大会に出場する。 

4 
第 10 回笛吹市軟式野球大

会 

8月 2日 

9日 
日 

石和町野球部発足に尽力され、多くの選手

育成に携わり、関東に石和町の名をとどろ

かせた故根津氏の功績をたたえ開催されて

いた「根津杯軟式野球大会」の主旨を引き

継ぎ、本市スポーツ振興、野球人口の底上

げを図ることを目的とする。 

二日間に分けトーナメント戦を行う。優

勝チームを決する他にベストナイン賞を

決める。 

5 

笛吹市夏まつり協賛 第

46 回石和温泉柔道大会兼

第 51 回笛吹市スポーツ少

年団大会 

8月 9日 日 

社会教育の一環として、柔道を通じて青少

年の健全育成・非行防止を目的とする。 

市内外の柔道スポーツ少年団が参加し地

元との交流を図る。 

6 
第 27 回スコレーカップわ

んぱくサッカー大会 

9月 5日 

6日 

土 

日 

少年がサッカーの楽しさを感じ、サッカー

を通じて心身の健全育成と相互親睦並びに

技術の向上を図る 

峡東地区を中心としたチームが集い初日

に予選として 4 チームのリーグ戦、二日

目は予選の順位でリーグ戦を展開する。 

7 
第 24 回スコレー旗少年野

球大会 
10月 24日 土 

県内外から野球スポーツ少年団が参加し、

日々の練習の成果を発揮すると共に選手た

ちの交流を深めることを目的とする。 

千葉県「館山市」のチームを招待し市内

外のチームで交流する。4チームのリーグ

戦を行う。 

8 
第 24 回清流杯争奪少年剣

道大会 
12月 6日 日 

市内にある道場の生徒たちが集まり、日頃

の練習の成果を発揮すると共に選手たちの

交流を深めることを目的とする。 

市内外の剣道スポーツ少年団が参加し、

小学生・中学生の部に分かれリーグ戦を

行う。 

9 
笛吹市スコレー杯スポーツ

少年団実戦空手道大会 
12月中旬 日 

市内の小中学生・一般の空手経験者が集ま

り日々の練習の成果を発揮すると共に年齢

の違う選手たちの交流を深めることを目的

とする。 

市内外の空手道スポーツ少年団、経験者

が参加し部門別にわけトーナメント戦を

行う。 

10 

第 23 回笛吹市清流杯争奪

高等学校兼第 24 回笛吹市

清流杯争奪中学校弓道大会 

1月 10日 日 

県内外から弓道選手が参加し、日々の練習

の成果を発揮すると共に選手たちの交流を

深めることを目的とする。 

中学校男女・高校生男女の団体戦並びに

個人戦を行う。 

 


