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平成２９年度 公益財団法人ひばり事業計画 

 

平成２９年４月 １日から 

平成３０年３月３１日まで 

 

総括 

 

・公益財団法人として、節目の５年目となり、より一層各事業を推進していく。 

・公益目的事業への理解を深め、スポーツ振興・自然体験・都市生活者との交流等、公益

財団としての役割を果たす。 

・高島市の施設を管理・運営する指定管理者として契約最終年となり、次回も引き続き指

定管理者に指名されるよう、しっかりと準備していく。 

・施設利用者へのサービス向上と創意工夫を凝らし、集客・増収に努める。 

 

 

高島市今津総合運動公園 

 

・市民のスポーツ振興と健康の維持増進に寄与し、併せて高島地域の活性化と産業の発展

に資する。 

・利用者が活動しやすいスポーツ施設として、安全な施設環境の整備と美化に取り組む。 

・あらゆる年齢層の方々が参加していただけるよう各種スクール、健康教室、大会・イベ

ントを企画、開催する。 

・全国規模のスポーツ大会やイベントを誘致し、施設の有効活用に努める。 

 

 

健康づくり・スポーツ振興事業（公益目的事業１） 

 

・高島市から指定管理者として指定を受けたスポーツ施設を活かし、健康の維持増進、相

互交流を図るための事業を実施する。 

・子どもたちがスポーツに親しむことができるイベント等を開催し、青少年の健全育成に

努める。 

・高齢者が健康で明るく充実した生活を送るために必要な事業を実施し、また安全な施設

環境を整える。 
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（１）スクール・教室開催事業 

 

・各教室がより一層、楽しみとやりがいを実感してもらえるよう、参加者に目的に応じた

目標を提案していく。 

・スタッフそれぞれが、資格の取得とスキルを向上させ、質の高い実技指導を提供する。 

・海洋性スポーツにおいては、琵琶湖を活かした体験活動の継続と、冬季においても屋内

温水プールを活用したイベントを行う。 

・地域で開催する各教室への派遣指導者として更なる知識・技術の向上を目指す。 

・学校体育（水泳）の派遣指導において、各学年に応じた技術指導を行う。 

・テニススクールについては、気軽にテニスを始めてもらえるよう体験会の開催や、初心

者対象の大会を開催するとともに、技術の向上にも取り組む。  

 

(スイミングスクール） 
   

詳細事業名 対象 実施予定回数 受講料 

幼児コース ３歳～年長児 

年４４週 １５,５００円（３ヶ月） 

年８８週 １８,５００円（３ヶ月） 

年１３２週 ２０,５００円（３ヶ月） 

ジュニアコース 
年長児～中学

生 

年４４週 １４,５００円（３ヶ月） 

年８８週 １８,５００円（３ヶ月） 

年１３２週 ２０,５００円（３ヶ月） 

中学生 中学生 週４回 ２０,５００円（３ヶ月） 

初心者 

１８歳以上 
年４０週 

３０日 ５,２００円 

ステップアップ ６０日 ９,５００円 

泳力認定会 ９０日 １２,５００円 

マスターズ   

はつらつ元気 ６５歳以上   

プライベートＡ 

全ての方 随時 

２,５００円（４５分間） 

プライベートＢ ３,０００円（６０分間） 

グループ ２,０００円/人 

水泳上達プログラム ４,０００円/人 

幼児アクアリズム運動 保育園児 随時 ２００円/人 

出張水泳教室 小中学生 夏季 ５,０００円（２時限） 

着衣水泳教室 小学生 夏季 無料 

学校水泳教室 小中学生 随時 ３００円/人 
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（短期水泳教室・無料体験） 
    

詳細事業名 コース 対象 回数 定員 参加料 

夏休み 
ジュニア 小学生 ５日×２期 ５０名 ５,０００円／期 

無料体験 ３歳～年長児 １日 ２０名 無料 

冬休み 無料体験 ３歳～年長児 １日 ２０名 無料 

春休み 
ジュニア 小学生 ５日×１期 ５０名 ５,０００円／期 

無料体験 ３歳～年長児 １日 ２０名 無料 

 

 

（テニススクール） 
   

詳細事業名 対象 実施予定回数 受講料 

キッズ ３歳～５歳 

４８回 
１０,５００円（２ヶ月） ショート ６歳～８歳 

ミディ ８歳～１１歳 

ジュニア １１歳～１５歳 １２,５００円（２ヶ月） 

一般平日 
１８歳以上 

４８回 

１４,５００円（２ヶ月） 

一般ナイター １５,５００円（２ヶ月） 

シニア ６５歳以上 １０,５００円（２ヶ月） 

プライベート一般Ａ 
１８歳以上 

６０回 ５,２００円／回 

プライベート一般Ｂ １２回 ７,３００円／回 

プライベートＪｒＡ 
３歳～１７歳 

６０回 ３,０００円／回 

プライベートＪｒＢ １２回 ５,０００円／回 

グループ 全ての方 １０回 ２５,０００円／回 

 

（その他教室） 
    

詳細事業名 対象 時期 定員 参加料 

カヌー教室 小中学生 夏季 ２０名 １,０００円／人 

ヨット教室 小中学生 夏季 ２０名 １,０００円／人 

マリンスポーツ体験 小中学生 夏季 ２０名 １,０００円／人 

プールでＯＰヨット 小学生 秋冬季 ２０名 ５００円／人 

プールでカヌー 小学生 秋冬季 ２０名 ５００円／人 

段ボールボート 小学生 秋冬季 ２０名 ５００円／人 

水辺の安全教室 小学生 夏季 ２０名 無料 

レクリエーションクラブ 小中学生 春～秋 ２０名 ６,０００円/人 
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（２）健康づくり事業 

 

・健康寿命の延伸を目的に、生活の中に運動を取り入れることの啓発に努める。 

・継続して参加していただける魅力のある教室を開催し、加齢による身体機能や体力の低

下を緩やかにする。 

・青年、壮年、中年期の方が運動を行うことや、頻度を高めるきっかけをつくり、事業参

加を促していく。 

・地域のスポーツ推進員、保健師等で構成されている「公益目的健康づくり事業外部評価

委員会」において、体を動かす機会の少ない方や、意欲の乏しい方に、スポーツ参加を

呼び掛ける方策を協議していく。 

 

（健康づくり教室） 
    

詳細事業名 対象 回数 定員 参加料 

やさしいヨーガ １８歳以上 週１回 ３０名 

７,７００円（８回/２ヶ月） 

４,１００円（４回/１ヶ月） 

１,５５０円（１回） 

太極拳 １８歳以上 週１回 ３０名 
４,１００円（４回/１ヶ月） 

１,４００円（１回） 

健康体操 ６５歳以上 週１回 １０名 トレーニングルーム利用料 

ストレッチ体操 １８歳以上 週１回 １０名 トレーニングルーム利用料 

トレーニングルーム講習会 １６歳以上 随時 １名～ トレーニングルーム利用料 

水中歩行 １８歳以上 週２回 ２０名 プール利用料 

アクアビクス １８歳以上 週３回 ４０名 プール利用料 

ノルディックウォーキング １８歳以上 週１回 １５名 トレーニングルーム利用料 

 

（３）大会・イベント開催事業 

 

・地域のスポーツ振興を目的に、日々のトレーニングや練習の成果を発揮してもらえる大

会等を開催する。 

・子どもたちが「夢」をもってスポーツに取り組めるようなイベントや高齢者が年間を通

し、継続して参加できる各種大会を開催する。 

・各大会、イベントがマンネリ化して行かないよう、工夫を凝らし多くの方々に参加を呼

び掛ける。 

・スポーツ等を通じて都市生活者との交流の輪が広がるよう、高島市の関係部局をはじめ、

観光協会、商工会等と連携し、スポーツツーリズムを促進する。 
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（大会・イベント等） 
    

詳細事業名 対象 回数 定員 参加料 

グラウンドゴルフ月例会 １８歳以上 １０回 １５０名 ７００円～１,５００円 

ゲートボール大会 １８歳以上 ２回 ４０チーム ３,０００円/チーム 

テニス大会 １８歳以下 ５回 ３０名 ３,０００円／人 

わくわくキッズフェスティバル ３歳～小学生 １回 １５０名 ５００円／人 

スポーツチャレンジ ５歳～１０歳 １回 １００名 無料／人 

公認水泳認定会 ２５ｍ完泳の方 通年 無し １,２００円～２,７００円 

水泳記録会 ２５ｍ完泳の方 １回 ５０名 ３００円 

水プロ 市内小学生 通年 無し 無料 

ウォーターマラソン 全ての方 通年 無し 無料 

インターネット水泳記録会 全ての方 通年 無し 無料 

 

 

 

 

誘致している主な大会 

 

大会名 種目 利用施設 人数 

全国私学女子ソフトボール大会 ソフトボール 各グラウンド ４,０００人 

近畿私学女子ソフトボール大会 ソフトボール 各グラウンド ２,０００人 

全国ソフトテニス研修大会 ソフトテニス 屋内外テニスコート ５００人 

滋賀県ソフトテニス選手権大会 ソフトテニス 屋内外テニスコート ３００人 

全日本軟式野球大会 軟式野球 スタジアム ５００人 

滋賀県高校野球春季・秋季大会 硬式野球 スタジアム １,０００人 

滋賀県学童野球選手権大会 少年野球 スタジアム ５００人 

マザーレイクカップ野球大会 硬式野球 スタジアム ２００人 

京都新聞杯少年サッカー大会 少年サッカー 各グラウンド ８００人 

チャレンジカップ U１１サッカー大会 少年サッカー 各グラウンド ５００人 

高島市民大会 各種目 各グラウンド １,０００人 

高島こどもフェスティバル イベント サンルーフ １,０００人 

高島市産業・ソバフェスタ イベント サンルーフ ５,０００人 
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家族旅行村ビラデスト今津 

 

・お客様の声を施設運営、サービス向上に反映させ、平日、ハイシーズンを問わず、賑わ

いのある施設を目指す。 

・個人、団体客が体験やイベントに参加して楽しんでいただけるよう、魅力のあるプラン

を提供する。 

・ホームページを活用し、各種プランの宣伝、販売等、発信力を強化する。 

・開村して二十数年の年月が経過しており、施設の維持管理を強化し、利用者の安全確保

に万全を期す。 

 

 

体験交流センターゆめの 

 

・新たに開設したホームページを活用し、「そば打ち体験」を中心に施設のＰＲを強化する。 

・利用者の意見「声」を聴き、ニーズに合ったより良いサービスの提供に努めるとともに、

継続した業務改善を図る。 

・過去に利用していただいたお客様へＤＭの送付等、積極的にアプローチしていく。 

・レストランの集客状況を適切に判断し、営業時間の見直しも含め検討していく。 

 

ふるさと・自然体験交流事業（公益目的事業２） 

 

（１）自然体験・観察事業 

 

・施設周辺の自然を活かした特色のある体験事業を促進するするともに、施設や周辺環境

の維持管理に努める。 

・子どもたちが自然とふれあう場を提供し、学習的要素も取り入れた宿泊型体験の実施。 

・都市圏に居住する人々を受け入れ、自然を満喫していただけるよう各種体験プラン等を

提供する。 

・季節的な事業を定期的に行い、積極的に参加を促す。 

 

詳細事業名 対象 実施予定回数 参加料 

星空観察会 全ての方 ９回 ８００円/回 

オオクワガタ飼育体験 全ての方 ３回 ２,０００円/回 

カキツバタウォーク 全ての方 １回 １,０００円/回 

 



7 

 

大自然とふれあう２日間 小学生 １回 ８,５００円/回 

フィールドビンゴ 全ての方 随時 １００円/回 

セラピーロードウォーキング 全ての方 ５回 １,０００円/回 

ノルディックウォーキング 全ての方 ５回 １,０００円/回 

山野草ウォーキング 全ての方 随時 ３,０００円/回 

 

 

（２）ふるさと体験等レクリエーション事業 

 

・地元特産物の「箱館そば」等地元の魅力を活かした各種体験事業を行い、地産地消にも

努める。 

・初心者でも、キヤンプが楽しめるようアウトドア講習会を開催する。 

・地元の自然を活かした各種事業を行い、都市生活者との交流を図る。 

・新たな体験メニューの導入と、様々なレクリエーションを提案し、多くの方が参加して

いただけるよう努める。 

 

 

詳細事業名 対象 実施予定回数 参加料 

そば打ち体験 全ての方 随時 １,０００円/人 

モロコ釣り体験 全ての方 随時 ２,０００円～３,０００円 

春山開き 全ての方 １回 無料 

キャンプファイヤー 全ての方 随時（要予約） ６,２００円/回 

魚つかみ体験 全ての方 随時（要予約） ２１,０００円/回 

木工体験（どんぐり工房） 全ての方 随時 ５００円/回 

絵付け体験 全ての方 随時（要予約） ３００円/回 

ストーンペイント 全ての方 随時（要予約） ５００円/回 

流しそうめん体験 全ての方 随時（要予約） １,３００円/人 

バームクーヘン作り 全ての方 随時（要予約） ５００円/回 

草木染 全ての方 随時（要予約） ５００円/回 

勾玉づくり 全ての方 随時 ５００円/回 

焼き芋体験 全ての方 １回 ５００円/回 

竹パンづくり 全ての方 １回 ５００円/回 

木登り体験 全ての方 ６回 ３,０００円/人 
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施設利用者への利便提供事業（収益事業） 

 

レストラン 売店 物品貸出等 

・レストラン、ＢＢＱについては、運動公園、家族旅行村、各施設ごとにお客様のニーズ

にあった食事を提供する。 

・日帰り客、宿泊客に食事プランの販売を強化する。 

・各種レンタル用品の充実を図り、貸出を促進する。 

・地域特産物を中心に商品の充実を図り、土産物等売店販売を促進する。 

 

箱館そば鴫野 

・例年どおり、１２月１０日～３月１０日までの期間限定で営業を行う。 

・９０日間の営業期間中、ふるさとの味を守り、安心安全な食事、生そばを提供する。 

・更なるサービスの向上と集客に努める。 

 

事業実施にあたるスタッフ取得資格一覧 

公益社団法人 日本プロテニス協会 プロフェッショナルコーチ 

公益財団法人 日本体育協会 公認テニス教師 

公益財団法人 日本体育協会 公認テニスコーチ 

公益社団法人 日本フィットネス協会 アクアビクスインストラクター 

公益社団法人 日本フィットネス協会 アクアウォーキングインストラクター 

公益財団法人 日本武術太極拳連盟 公認指導員 

公益財団法人 日本体育施設協会 体育施設運営士 

公益財団法人 健康体力づくり事業団 健康運動実践指導者 

日本ライフセービング協会 CPR（心肺蘇生法） 

海洋性レクリエーション アクアインストラクター 

海洋性レクリエーション アドバンストインストラクター 

AEA認定 アクアフィットネスインストラクター 

日本赤十字社 赤十字水上安全法救助員 

一般社団法人 日本スイミングクラブ協会 アクアフィットネスインストラクター 

一般社団法人 日本スイミングクラブ協会 水泳認定員 

公益財団法人 日本水泳連盟 公認 C級審判員 

公益財団法人 日本水泳連盟 公認競技役員 

公益財団法人 日本体育協会 公認水泳コーチ 

公益財団法人 日本体育協会 公認水泳上級教師 

 


