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平成３０年度 公益財団法人ひばり事業計画  

 

平成３０年４月 １日から 

平成３１年３月３１日まで 

 

（１）総括 

 

● 公益財団法人に移行して、今年度で６年目となり、これまでに培ってきた事を活かし、

より一層公益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々、

当財団の役目をしっかりと果たす。 

● 高島市の施設を管理、運営する指定管理者として、基本協定に基づき適切な施設管理

に努めるとともに、効率的な運営に取り組む。 

● 施設利用者へのサービス向上と、創意工夫を凝らし、更なる集客と増収に努める。 

 

（２） 高島市今津総合運動公園 

 

● 地域住民のスポーツ振興と健康の維持増進に寄与し、併せて高島市の活性化と産業の

発展に資する。 

● 利用者が使いやすい総合スポーツ施設として、安全で快適な施設環境の整備と美化に

取り組む。 

● 子どもから高齢者に至る幅広い年齢層のニーズを掴み、各種スクール、健康教室、各

種大会、イベントを開催し、多くの参加者を募る。 

● 今年度より、総合運動公園内の体験交流センターゆめのと運営体制を一本化し、効率

を図るとともに、アイデアと工夫をもって集客に努める。 

● 経年劣化が顕著となってきた総合運動公園において、日々の点検をより一層強化し、

安全な施設の維持管理に努める。 

● 全国規模の大会やイベント誘致のため、高島市および関係諸団体と連携し、施設の有

効活用を図る。 

 

① 健康づくり・スポーツ振興事業（公益目的事業１） 

 

● スポーツ固有の楽しさや、喜びを体験することでの健康づくりや、相互交流を図るた
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めの事業を実施する。 

● 子ども達がスポーツから学ぶことが出来る教育的価値のある事業を開催し、青少年の

健全育成に寄与する。 

● 高齢者が健やかな生活を送ることを支援する。 

● 施設利用者が思い切り体を動かすことが出来るよう、安全で魅力のある施設を目指す。 

 

１ スクール教室開催事業 

 

● 泳ぐ楽しさを教えるスイミングスクールとして、楽しくやりがいがあるものになるよ

う、受講者の目標に応じた内容を個々に提案する。 

● 海洋性スポーツにおいては、琵琶湖を活かした体験活動に取り組む。 

● テニススクールについては、技術の向上に取り組むとともに、シニア層向けの体験会

を開催し、受講生の掘り起こしを図る。 

● 走ることを中心とした持久系スポーツを用いた新たな教室を開講し、心身の成長を育

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回 １５,５００円（３ヶ月） 

年８８回 １８,５００円（３ヶ月） 

年１３２回 ２０,５００円（３ヶ月） 

年４４回 １４,５００円（３ヶ月） 

ジュニアコース 
年長児～中学

生 

年８８回 １８,５００円（３ヶ月） 

年１３２回 ２０,５００円（３ヶ月） 

中学生 中学生 週４回 ２０,５００円（３ヶ月）, 

スポーツ ４泳法完泳 週４回 ２２,０００円（３ヶ月） 

トライアスロン 小学生 週１回 
受講生 ４,５００円 

一般生 １４,５００円 

初心者 

１８歳以上の方 
年４０回 

  

ステップアップ ３０日間  ５,２００円 

泳力認定会 ６０日間  ９,５００円 

マスターズ ９０日間 １２,５００円 

はつらつ元気 ６５歳以上の方   

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） 
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グループ 
全ての方 随時 

２,０００円（１人／６０分間） 

水泳上達プログラム ４,０００円（１人／６０分間） 

幼児アクアリズム運動 保育園児 随時 １００円 

出張水泳教室 小中学生 夏季 ５,０００円 

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 ３,０００円／人（２Ｈまで） 

 

（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 

 

（短期水泳教室・無料体験）     

詳細事業名 コース 対象 回数 定員 受講料 

夏休み 
ジュニア 小学生 ５日×２期 ５０名 ６,５００円／期 

無料体験 ３歳～年長児 １日 ２０名 無料 

春休み 無料体験会 ３歳～年長児 １日 ２０名 無料 

 

（その他教室）      

詳細事業名 対象 時期 定員 参加料 

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 ６月～９月 １０名 ６,０００円／人 

カヌー教室 小学４年以上 夏季 ２０名 １,０００円／人 

夏の思い出をつくろう スクール生 夏季 ２０名 ５,０００円／人 
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２ 健康づくり教室 

 

● 高齢者志向に応じた運動を楽しく行える教室を開催し、健康寿命の延伸を支援する。 

● 長期間、事業に参加していただける魅力のある内容を提供し、運動の習慣付けを図る。 

● 青年、壮年、中年期の日常生活に身体を動かしていない方のスポーツニーズを引き出

し、自発的、主体的に運動するための機会を提供する。 

● 地域の有識者で構成される「公益目的健康づくり事業外部評価委員会」では、市と協

力し、運動する意欲を向上させる方策を協議検討する。 

 

（健康づくり事業）      

詳細事業名 対象 回数 定員 受講料 

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） 

太極拳 １８歳以上 週１回 ３０名 

１,５５０円（１回） 

４,１００円（４回／１ヶ月） 

１,４００円（１回） 

いきいきトレーニング ６０歳以上 月２回 ２５名 １０,０００円（１２回／６か月） 

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 元気１００倍体操 １８歳以上 週１回 １０名 

トレーニング講習会 １６歳以上 随時 １名～ 

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 

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・イベント等開催事業 

 

● 高齢者が年間を通じて参加できる各種大会を工夫を凝らして開催する。 

● 子ども達に身体を動かす楽しさや、汗をかく清々しさを伝える事業に取り組む。 

● スポーツを楽しみ、親しんでもらえるイベントを開催する。 

● スポーツを通じて、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。 

 

（大会・イベント等開催事業）     

詳細事業名 対象 実施予定回数 定員 参加料 

グラウンドゴルフ月例会 １８歳以上 年間１０回 １２０名 ７００円～１,５００円 
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ゲートボール大会 １８歳以上 年間４回 ２００名 ３,０００円／チーム 

スポーツチャレンジフェ

スティバル 

年少児～小学

低学年 
年１回 １００名 無料 

泳力認定会 ２５ｍ完泳 通年 上限なし １,０００円～３,０００円 

水泳記録会 ２５ｍ完泳 夏季 ５０名 ３００円 

水に賢い子どもを育む年間型プログラム 市内小学生 通年 上限なし 無料 

 

（３） 家族旅行村ビラデスト今津 

 

● お客様の声を施設やサービスに反映させ、平日・ハイシーズンを問わず、活気と賑わ

いのある施設を目指す。 

● 施設利用者が安心して滞在できるよう、日常点検を強化し、安全確保に万全を期す。 

● 「おもてなし」の気持ちをもって、ご利用者のみなさまが笑顔になっていただけるよ

うなサービスの提供に努める。 

● 旅行会社とタイアップして、団体客の誘致を図る。 

● ホームページやＳＮＳを活用し、各種プランの宣伝、販売を促進する。 

 

（４） 体験交流センターゆめの 

 

● 子ども会、学校関係、各種団体に「そば打ち体験」・「もろこ釣り体験」に参加してい

ただけるようＰＲ活動に注力する。 

● お客様の多様なニーズを把握するため、定期的なアンケートを実施し、継続的な業務

改善に努め、サービス向上に努める。 

● 観光協会をはじめ関連団体と連携し、団体客の誘致を図る。 

● リピーター確保のため、過去の利用団体へ積極的なアプローチを行う。 

● 総合運動公園と運営体制を一本化し、効率的な事業運営を行うとともに、経費削減に

努める。 

 

② 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 
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● 施設周辺の自然環境を活かした特色のある体験事業を促進するとともに、施設の維持

管理と質の向上を目指す。 

● 各月に定期的に事業を開催し、積極的に参加を促す。 

● 例年人気のある事業はしっかりと継続し、宿泊者から日帰りのお客様まで楽しんでい

ただける体験メニューを提供する。 

● 子ども達が自然にふれあう場を提供し、学習要素も取り入れた宿泊型体験を実施。 

 

（自然体験・観察事業）    

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 

１２回 ８００円／回 

オオクワガタを育てよう ３回 ２,０００円／回 

カキツバタウォーク １回 １,０００円／人 

家族でふれあう大自然 小学生 １回 ８,５００円／人 

フィールドビンゴ 

全ての方 

随時 １００円／回 

ノルディックウォーキング ４回 １,０００円／回 

セラピーロードウォーキング ５回 １,０００円／人 

山野草ウォーキング シーズン期間 ３,０００円／人 

木登り体験 ５回 ３,０００円／人 

シャクナゲとバーベキュー シーズン期間 ３,０００円／人 

カキツバタとバーベキュー シーズン期間 ３,０００円／人 

 

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」を使ったそば打ち体験を促進するとともに、地元の魅力を

発信し、地産地消にも努める。 

● 今年度から、琵琶湖固有の本もろこ釣り体験を再開し、多くの方に体験していただけ

るようＰＲする。 

● 地元の自然を活かした事業を行い、都市生活者との交流を図る。 

● 旅行村に訪れていただいた方々に「思い出」になるような、魅力のあるプランを提供

する。 

 

（ふるさと体験等レクリエーション事業）   

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 

もろこ釣り体験 ６月～１０月 ２，０００円～３，０００円 
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春山開き 

全ての方 

年１回 無料 

キャンプファイヤー 要予約 ６，２００円／回 

魚つかみ 要予約 ２１，０００円／回 

どんぐり工房（木工体験） 随時 ５００円／回 

ウォーターバトル 随時 ５，０００円／回 

宝探し体験 

要予約 

５００円／回 
ストーンペイント 

グラウンドゴルフ大会 
１，３００円／人 

流しそうめん体験 

バームクーヘン作り 

５００円／回 

勾玉作り 随時 

飯盒炊飯体験 随時 

焼き芋体験 年１回 

竹パン作り体験 年１回 

 

（３）施設利用者への利便提供事業（収益事業） 

 

運動公園・ゆめの 

● スポーツをされる利用者が快適に活動できるように、貸出備品の充実を図る。 

● 運動公園で開催する大会要項に「ゆめの」の案内を掲載。 

● 宴会やバーベキューの利用者を確保するため、お客様の予算に応じたプランを提供。 

● 観光協会と連携し、バスツアーの食事処としての情報を提供。 

● 地元特産品のお土産を中心に商品の充実を図る。 

 

家族旅行村ビラデスト今津 

● コテージ・キャンプ場の宿泊客への食事つきプランの販売を促進。 

● キャンプ用品等、レンタル品の充実と貸出の促進。 

● 自炊に必要な備品や、団体客向けの食材の提供。 

● 地域特産物を取り入れたメニューを提供し、食事内容の充実。 

 

箱館そば鴫野 

● 例年どおり１２月１０日～３月１０日までの３ヶ月間、期間限定で営業を行う。 

● 営業期間中、ふるさとの味を守り、安心安全な食事と生そばを提供。 

 

 


