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計画中期の取組 実施報告について 

 

計画推進のための実施プログラムについて、以下のとおり実施しましたので

報告いたします。 

 

【実施プログラム②「対話による美術鑑賞」事業の推進】 

■アートみーる３期生募集及び選考状況 

募集期間：1 次募集 平成 28 年４月 15 日（金）～５月 16 日（月） 

     2 次募集 平成 28 年７月１日（金）～８月 19 日（金） 

募集人数：20 人 

選考方法：「対話による美術鑑賞事業への期待・抱負」（800～1,200 字程度） 

をテーマとした作文及び 5 月 28 日・29 日の説明会兼合同面談 

会を経て決定 

応募人数：１次募集６人、２次募集 13 人 

合格人数：19 人（女性 17 人、男性 2 人） 

 

■市民向け「対話による美術鑑賞」体験会 

●「対話による美術鑑賞」体験会 in 西東京市美術協会展 

実施日時：平成 28 年４月 21 日（木） 

    １回目 10 時 30 分～11 時 2 回目 11 時 30 分～12 時 

会 場：南町スポーツ・文化交流センター「きらっと」 

参加者（体験側）：１回目 17 人、２回目 14 人 合計 31 人 

参加者（実施側）：アートみーる 9 人（１期生５人、２期生４人） 

ARDA２人、文化振興課２人、生活文化スポーツ部長 

市長、秘書広報課長 

内 容：展示作品を使った「対話による美術鑑賞」体験 

ｱﾝｹｰﾄ回答：８件（別紙①参照） 
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体験会内容の説明         展示作品を使った対話による美術鑑賞 

                                              

  
          展示作品を使った対話による美術鑑賞 

 

●アートみーる３期生募集に伴う体験会  

実施日時：平成 28 年５月 10 日（火） ９時 45 分～13 時 00 分 

会 場：コール田無 

参加者（体験側）：１回目６人、２目８人 合計 14 人 

参加者（実施側）：アートみーる 12 人（１期生７人、２期生５人） 

ARDA２人、文化振興課１人 

 取 材：J:COM   

内 容：活動内容の説明、ＶＴＳ体験、アートカードゲーム体験 

 ｱﾝｹｰﾄ回答：７件（別紙①参照） 
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活動内容の説明                  ＶＴＳ体験 

 

 

アートカードゲーム体験               取材の様子 

 

●「対話による美術鑑賞」体験会 in やおよろずのさんぽ市 

実施日時：平成 28 年５月 22 日（日）10 時～16 時 

会 場：田無神社境内 

参加者（体験側）：子どもから大人までトータル 50 人以上 

参加者（実施側）：アートみーる 10 人（１期生７人、２期生３人） 

ARDA１人、文化振興課２人 

内 容：アートカードゲーム体験及びアートみーる活動ＰＲ 

  
アートカードゲーム体験              アートみーる活動ＰＲ 
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●アートみーる３期生２次募集に伴う体験会（１回目）  

実施日時：平成 28 年７月 12 日（火） 13 時 30 分～15 時 30 分 

会 場：コール田無 

参加者（体験側）：６人（女性 5 人、男性１人） 

参加者（実施側）：アートみーる６人（１期生３人、２期生２人、３期生１人） 

ARDA１人（兼１期生）、文化振興課１人 

 内 容：活動内容の紹介、アートカードゲーム体験、ＶＴＳ体験 

 ｱﾝｹｰﾄ回答：６件（別紙①参照） 

 

  
アートカードゲーム体験                ＶＴＳ体験 

 

●アートみーる３期生２次募集に伴う体験会（２回目）  

実施日時：平成 28 年７月 23 日（土） 11 時 45 分～12 時 45 分 

会 場：保谷こもれびホール 

参加者（体験側）：７人（大人５人、子供２人） 

参加者（実施側）：アートみーる８人（１期生４人、２期生４人） 

文化振興課１人 

 内 容：アートカードゲーム体験、ミニＶＴＳ体験 

 ｱﾝｹｰﾄ回答：４件（別紙①参照） 

  
保谷こもれびホールロビーでの体験会 
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●アートみーる３期生２次募集に伴う体験会（３回目）  

実施日時：平成 28 年８月４日（木） 10 時 30 分～13 時 25 分 

会 場：コール田無 

参加者（体験側）：16 人（大人 13 人、子供３人） 

参加者（実施側）：アートみーる８人（１期生 4 人、２期生２人、３期生 2 

人）、文化振興課１人 

 内 容：活動内容の紹介、アートカードゲーム体験、ミニＶＴＳ体験、 

ＶＴＳ体験 

 ｱﾝｹｰﾄ回答：９件（別紙①参照） 

  
アートカードゲーム体験 

  
ミニＶＴＳ体験                    ＶＴＳ体験 

 

■アートみーる研修   

●アートみーる１期生フォローアップ研修 

回数 実施日 参加人数 内 容 

第１回 ４/15 

 

１期生８人 

２期生１人 

ARDA２人 

合計 11 人 

①VTS 映像コーチング 

②VTS コーチング 
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●アートみーる２期生フォローアップ研修 

 回数 実施日 参加人数 内 容 

第１回 ４/19 2 期生 5 人 

ARDA２人 

合計７人 

VTS コーチング 

ファシリテーター、コーチ、書記に分かれ

ての実践研修 

第２回 ５/17 ２期生６人 

ARDA２人 

合計８人 

VTS コーチング 

ファシリテーター、コーチ、書記に分かれ

ての実践研修 

第３回 ６/14 ２期生８人 

ARDA2 人 

合計 10 人 

ＶＴＳコーチング 

ファシリテーター、コーチ、書記に分かれ

ての実践研修 

第４回 ８/26 

 

２期生４人 

１期生２人 

ARDA２人 

応援１人 

合計９人 

ＶＴＳコーチング 

ファシリテーター、コーチ、書記に分かれ

ての実践研修 

 

●アートみーる１・２・３期生合同研修 

回数 実施日 参加人数 内 容 

第１回 ８/10 

 

１期生１人 

２期生２人 

３期生１人 

大和ｼｬﾍﾞﾗｰ８人 

子供８人 

ARDA１人 

合計 21 人 

＜夏のお楽しみ研修＠ムサビ＞ 

夏のお楽しみ研修として、武蔵野美術大

学美術館で本物の作品を活用しての実践練

習を実施。 

 

■小学校における「対話による美術鑑賞」事業の実施 

●平成 28 年５月 27 日（金）実施 

実施校：芝久保小学校① 

対 象：４年生２クラス 77 人 

参加者：１期生５人、２期生３人、ARDA１人、文化振興課１人 

見 学：保護者１人 

ｱﾝｹｰﾄ回答：別紙②参照 
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●平成 28 年６月 20 日（月）・24 日（金）実施 

実施校：田無小学校② 

対 象：４年生３クラス 88 人、わかば学級 12 人 

参加者：６/20 １期生６人、２期生４人、３期生２人、ARDA２人 

文化振興課１人 

６/24 １期生 7 人、２期生４人、３期生２人、ARDA２人 

文化振興課１人 

 ｱﾝｹｰﾄ回答：別紙②参照 

 

●平成 28 年７月４日（月）・５日（火）実施 

実施校：保谷第二小学校③ 

対 象：４年生３クラス 87 人 

参加者：７/４ １期生８人、２期生４人、ARDA２人 

７/５ １期生６人、２期生４人、３期生２人、ARDA１人 

ｱﾝｹｰﾄ回答：別紙②参照 

 

●平成 28 年７月 11 日（月）・15 日（金）実施 

実施校：上向台小学校④ 

対 象：４年生４クラス 147 人 

参加者：７/11 １期生５人、２期生４人、３期生２人、ARDA１人 

応援１人 

     ７/15 １期生５人、２期生４人、ARDA２人、応援１人 

ｱﾝｹｰﾄ回答：別紙②参照 

 

●平成 28 年９月９日（金）実施 

実施校：柳沢小学校⑤ 

対 象：４年生２クラス 66 人 

参加者：１期生７人、２期生５人、ARDA２人 

ｱﾝｹｰﾄ回答：別紙②参照 

 

●平成 28 年９月 26 日（月）実施 

実施校：本町小学校⑥ 

対 象：４年生２クラス 47 人 

参加者：１期生８人、２期生４人、ARDA１人 
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■美術館における「対話による美術鑑賞」事業の実施 

実施日：平成 28 年６月 28 日（火） 

実施校：田無小学校 

対 象：４年生３クラス 88 人、わかば学級 12 人 

場 所：武蔵野美術大学美術館 

参加者：１期生８人、２期生７人、３期生３人、ARDA３人、応援５人 

文化振興課２人 

 

  
美術館における「対話による美術鑑賞」事業実施風景 

 

■アートみーるの主な広報活動 

●FM 西東京番組出演 

番組名：「まちともプラス」  

実施日：平成 28 年６月 29 日（水） 

参加者：１期生２人、２期生１人、文化振興課１人 

内 容：「対話による美術鑑賞」事業及びアートみーる３期生２次募集をＰＲ 

 

 番組名：「Art Radio～西東京市文化芸術振興会より」 

実施日（収録日）：平成 28 年７月 27 日（水） 

参加者：１期生１人、文化振興課１人 

内 容：「対話による美術鑑賞」事業及びアートみーる３期生２次募集をＰＲ 
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●アートみーる募集活動 in 西東京サマーフェスティバル 

実施日：平成 28 年７月 30 日（土）、31 日（日） 

会 場：西東京サマーフェスティバル会場内のペデストリアンデッキ 

参加者：７/30 1 期生 2 人、文化振興課１人 

７/31 ２期生２人、３期生１人、文化振興課１人 

内 容：アートみーる３期生２次募集ＰＲ活動（チラシ・リーフレットの配布） 

を実施。 

 

【実施プログラム③多摩六都フェア事業の推進】 

■多摩六都フェア「映画制作プロデュース体験ワークショップ」 

来年度の市民映画制作に向けて、プロット選考や脚本制作等、映画制作プロ

デュースを体験するとともに、映画監督やカメラマンなど専門講師による講座

や、実際に撮影・編集を行い、プロモーション映像を制作。 

 

●受講生募集 

募集期間：平成 28 年６月１日（水）～７月 31 日（日） 

受講期間：平成 28 年９月 10 日（土）～平成 29 年３月 12 日（日） 

     全 27 回を予定 

上映発表会：平成 29 年３月 12 日（日） 

募集人数：30 人 

応募人数：34 人（受講生確定人数 32 人）  

主  催：西東京市、多摩北部都市広域行政圏協議会 

 

●プロット募集 

 募集内容：多摩六都の地域を題材とした映画プロット（あらすじ）の募集（テ 

ーマ：多摩六都地域を舞台とする人間ドラマ） 

募集期間：平成 28 年６月１日（水）～７月 31 日（日） 

応募件数：29 作品 

入  賞：グランプリ 1 点 旅行券３万円分 副賞として、西東京のおみや 

げいっぴん便り 
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【実施プログラム④文化ボランティアの育成】 

■会場係ボランティア 

●活動状況 

活動日 活動場所 公演名 活動人数 

4/24 保谷こもれびホール 

メインホール 

西東京 Hula フェスティバル ①3 人 

②1 人 

③1 人 

5/22 保谷こもれびホール 

メインホール 

絵本 de クラシック「ブレーメン

の音楽隊」（子ども向けコンサー

ト） 

４人 

10/１ 保谷こもれびホール 

メインホール 

ピアノマラソンコンサート ①１人 

②１人 

 

10/15 保谷こもれびホール 

メインホール 

避難訓練つきコンサート ３人 

（予定） 

 

■オープニングイベント舞台進行の裏方ボランティア募集 

募集内容：市民文化祭オープニングイベントの舞台進行のお手伝い 

募集期間：平成 28 年６月 15 日（水）から７月８日（金）まで 

 応募人数：１人 

 

【実施プログラム⑤文化芸術情報収集・発信の仕組みづくり】 

■主な広報活動（市報以外）＜文化振興係分＞ 

発信日 情報発信ツール タイトル・内容など 

4/2 エフエム西東京① 番組「ウイークエンドボイス」内のコーナー「ディ

レクターズピックアップニュース」で、「対話によ

る美術鑑賞」について放送 

4/4 ひばりタイムス 「対話による美術鑑賞」で心解放、頭すっきり 

4/13 エフエム西東京② インフォメーションでアートみーる3期生募集 
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4/14 市HP① 対話による美術鑑賞 

市民ボランティア（アートみーる）3期生募集！体

験会も開催します！ 

4/15 市HP② 「第16回西東京市民文化祭」の参加申込みと実行

委員会総会・部会のお知らせ 

4/16 エフエム西東京③ 西東京市からのお知らせ アートみーる3期生募

集及び体験会開催 

4/18 プレスリリース 市民ボランティア（アートみーる）3期生募集・体

験会開催 

4/21 西東京市動画チャン

ネル（YouTube） 

平成26年度多摩六都フェア制作作品「あの惑星の

名は」放映 

5/1 市HP③ 西東京市民文化祭ポスター・総合プログラム表紙を

飾る絵画・写真を募集！ 

5/1 エフエム西東京④ 西東京市民文化祭ポスター・総合プログラム表紙を

飾る絵画・写真を募集！ 

5/2 市HP④ 市民ボランティア（アートみーる）3期生募集中！

体験会も開催します！ 

5/2 市フェイスブック① 市民ボランティア（アートみーる）3期生募集中！

体験会も開催します！ 

5/2 市庁舎案内板 

電子モニター 

市民ボランティア（アートみーる）3期生募集中！

体験会も開催します！ 

5/13 市フェイスブック② 「第16回西東京市民文化祭」の参加申込みと実行

委員会総会・部会のお知らせ 

5/15 こもれびホール 

イベントNEWS 

多摩六都フェア「映画制作プロデュース体験ワーク

ショプ」受講生・プロット募集！ 

5/25 市フェイスブック③ 西東京市民文化祭ポスター・総合プログラム表紙を

飾る絵画・写真を募集！ 

5/25 エフエム西東京⑤ 番組「ほくほくタイムズ」で「対話による美術鑑賞」

事業をPR 

6/1 市民と文化 

（西東京市文化芸術

振興会発行） 

「対話による美術鑑賞」をご存知ですか？ 

6/1 市HP⑤ 多摩六都フェア「映画制作プロデュース体験ワーク

ショプ」受講生・プロット募集！ 
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6/1 市HP⑥ 多摩六都フェアで制作した映画・映像作品の上映会

開催！ 

6/1 エフエム西東京⑥ 多摩六都フェア「映画制作プロデュース体験ワーク

ショプ」受講生・プロット募集！ 

6/7 市フェイスブック④ 多摩六都フェア「映画制作プロデュース体験ワーク

ショプ」受講生・プロット募集！ 

6/17 市フェイスブック⑤ 多摩六都フェアで制作した映画・映像作品の上映会

開催！ 

6/29 エフエム西東京⑦ 番組「まちともプラス」で「対話による美術鑑賞」

事業及びアートみーる3期生2次募集をPR 

6/30 市HP⑦ 対話による美術鑑賞 

アートみーる3期生2次募集！体験会も開催しま

す！ 

7/26 健康都市連合 

日本支部大会冊子 

西東京市健康都市宣言の「学ぶ・創造」の項目に、

「対話による美術鑑賞」の内容を掲載 

7/6 タウン通信 ○文化祭ポスター絵画・写真募集 

○「地域映画」の題材＆映画づくり受講生募集 

7/8 市フェイスブック⑥ 西東京市「対話による美術鑑賞」事業 

アートみーる3期生2次募集！体験会も開催しま

す！ 

7/12 市HP⑧ 西東京市の文化芸術振興を考える市民委員を追加

募集します！【応募期限7/29】 

7/13 市フェイスブック⑦ 西東京市の文化芸術振興を考える市民委員を追加

募集します！【応募期限7/29】 

7/21 エフエム西東京⑧ 生放送情報ワイド番組「Pop'nタワー♪」内 

「多摩六都フェア映画制作プロデュース体験ワー

クショップ受講生・プロット募集」について 

8/6、13 エフエム西東京⑨ 「Art Radio～西東京市文化芸術振興会より」 

8/1 保谷こもれびホール

HP 

活動報告 

2016.7/23こもれびロビーコンサート・「対話に

よる美術鑑賞」体験会（2016年08月01日） 

8/16 エフエム西東京⑩ 日本の文化体験について（西東京市民文化祭） 

9/15 市HP⑨ 西東京市民文化祭ＰＲinアスタについて 

9/15 こもれびホール 

イベントNEWS 

西東京市民文化祭イベント一覧 
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9/16 エフエム西東京⑪ 西東京市民文化祭ＰＲinアスタについて 

9/20 市フェイスブック⑧ 西東京市民文化祭ＰＲinアスタについて 

9/21 タウン通信 市民文化祭、アスタでPR 

10月5日～7日、展示＆ステージ 

10/1 市HP⑩ 西東京市民文化祭開催！ 

10/1 市HP⑪ 西東京市民文化祭オープニングイベントを開催し

ます！ 

10/1 市HP⑫ 西東京市民文化祭各部からのお知らせ 

10/2 エフエム西東京⑫ 第16回西東京市民文化祭について 

10/4 市HP⑬ 多摩六都フェア「映画制作プロデュース体験ワーク

ショップ」始動！！ 

10/7 情報誌ぱど 第16回西東京市民文化祭 

10月号 共催通信CIRCLE 市町村等イベントカレンダー 西東京市民文化祭

開催 

 

【その他】 

■市民文化祭 

●ポスター・総合プログラム表紙使用の絵画・写真の募集 

 募集内容：より多くの市民が関心を深め、身近に感じるよう、ポスターや総 

合プログラムに掲載する絵画・写真などを募集。 

募集期間：平成 28 年６月 15 日（水）～７月 15 日（金） 

応募件数：24 作品（絵画 18 作品、写真６作品） 

入  賞：最優秀賞１人 15,000 円のギフトカード 

     優秀賞 2 人 7,500 円のギフトカード 

 

●西東京市民文化祭 PRin アスタ 

実施期間：平成 28 年 10 月５日（水）～10 月８日（土） 

会 場：アスタビル 2 階センターコート 

来場者：1,121 人 

内 容：展示イベント（文化祭参加団体による作品展） 

   ステージイベント（文化祭参加団体によるステージ発表） 
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【展示イベント実施風景】 

 

   
 

 

【ステージイベント実施風景】 

 

   
器楽の部                     合唱の部 

 

  
器楽の部                     洋舞の部 

 


