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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】 

■市民向け「対話による美術鑑賞」体験会 

●アートみーる講座「対話型美術鑑賞体験講座」  

西東京市多文化共生センターからの依頼で、その会員と一般の方を対象に「対

話型美術鑑賞体験講座」をアートみーる自主活動として実施。 

 

実施日時：平成 29年３月 21 日（火） ９時 30分～11時 25分 

会 場：田無庁舎市民会議室 

鑑賞者：７人（うち講座担当者２人含む） 

参加者：アートみーる８人（１期生６人、２期生２人） 

内 容：活動の紹介、アートカードゲーム、VTS 

  
 

■アートみーる研修   

●アートみーる１・2期生フォローアップ研修 

回数 実施日 参加人数 内 容 

第３回 １/16 

 

１期生６人 

２期生４人 

ARDA１人 

合計 11人 

①VTS コーチング 

②アートカード映像視聴、意見交換 
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●アートみーる３期生研修 

 回数 実施日 参加人数 内 容 

第９回 12/13 ３期生 15人 

１期生１人 

ARDA２人 

合計 18人 

①VTS コーチング 

②アートカード実践 

第 10

回 

１/10 ３期生 13人 

ARDA２人 

合計 15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 11

回 

２/21 ３期生 14人 

１期生１人 

ARDA１人 

合計 16人 

①VTS コーチング 

②アートカード実践 

 

 

第 12

回 

３/７ ３期生 15人 

１期生１人 

ARDA１人 

合計 17人 

①VTS コーチング 

②アートカード実践 

 

 

●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２回 ３/23 １期生９人 

２期生６人 

３期生 14人 

ARDA４人 

文化振興課２人 

合計 35人 

①来年度についての話 

②アートみーるを考える（ロジックモデル

を使って。グループワーク） 

③コーチング（みーるさん個人を振り返る） 

④来年度みーるさんにお願いしたいことに

ついての説明 

 

■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 12 月８日（木）実施 

実施校：住吉小学校⑩ 

対 象：４年生２クラス 55人 

参加者：１期生６人、２期生３人、３期生１人、ARDA１人 

●平成 28年 12 月 14 日（木）・15日（金）実施 

実施校：栄小学校⑪ 
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対 象：４年生３クラス 85人 

参加者：12/14 １期生５人、２期生３人、３期生１人、ARDA２人 

     12/15 １期生５人、２期生３人、３期生２人、ARDA２人 

●平成 29年１月 20日（金）実施 

実施校：谷戸小学校⑫ 

対 象：４年生２クラス 78人 

参加者：１期生４人、２期生２人、３期生１人、ARDA２人 

●平成 29年１月 25日（水）・26 日（木）実施 

実施校：向台小学校⑬ 

対 象：４年生４クラス 129人 

参加者：１/25 １期生６人、２期生１人、３期生３人、ARDA１人 

     １/26 １期生５人、２期生５人、３期生３人、ARDA１人 

●平成 29年１月 31日（火）実施 

実施校：東小学校⑭ 

対 象：４年生２クラス 45人、特別支援学級２人 

参加者：１期生５人、２期生２人、３期生３人、ARDA１人 

●平成 29年２月７日（火）・９日（木）実施 

実施校：碧山小学校⑮ 

対 象：４年生 3クラス 82人 

参加者：２/７ １期生６人、２期生 2人、３期生１人、ARDA１人 

     ２/９ １期生４人、２期生４人、３期生３人、ARDA１人 

●平成 29年２月 13日（月）・14 日（火）実施 

実施校：けやき小学校⑯ 

対 象：４年生 3クラス 97人 

参加者：２/13 １期生４人、２期生２人、３期生５人、ARDA２人 

     ２/14 １期生４人、２期生１人、３期生７人、ARDA１人 

●平成 29年３月３日（金）実施 

実施校：東伏見小学校⑰ 

対 象：４年生２クラス 53人 

参加者：１期生５人、２期生４人、３期生３人、ARDA１人 

●平成 29年３月 15日（水）・16 日（木）実施 

実施校：谷戸第二小学校⑱ 

対 象：４年生 3クラス 88人 

参加者：３/15 １期生７人、２期生３人、３期生１人、ARDA１人 

     ３/16 １期生６人、２期生２人、３期生４人、ARDA１人 
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■「対話による美術鑑賞」実施に向けた調整会議 

●平成 29年３月８（水） 第２回実施 

場 所：保谷庁舎 別棟Ｃ会議室 

出席者：教育指導課 1人、小学校図工部会担当校長（碧山小学校校長） 

文化芸術振興推進委員会委員（小学校図画工作専科教員）１人 

ARDA２人、文化振興課 2人 

内 容：「対話による美術鑑賞」事業経過報告、平成 29年度実施内容、今後 

の展開 

【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」 

●『つなぐ人（仮）』上映発表会 

実施日：平成 29年３月 12日（日）  

会 場：保谷こもれびホール 小ホール 

主 催：西東京市、多摩北部都市広域行政圏協議会 

受講生：30人 

来場者：164人 

内 容：平成 28年度多摩六都フェア「映画制作プロデュース体験ワークショ 

ップ」では、プロの映画監督を講師に迎え、圏域市民から募集した受 

講生が来年度制作予定の地域映画のプロモーション映像（予告映像） 

『つなぐ人（仮）』を制作。また、映画脚本のもととなるプロット（あ

らすじ）も圏域市民から募集し、29 作品の応募があった。上映発表

会当日は、その作品上映の他、ゲストを招いてのトークショー等を実

施。 

 

【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 

12/３ 保谷こもれびホール 

メインホール 

荒井雅至とムシカアレグレ こ

もれびクリスマスコンサート 

７人 
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１/７ 保谷こもれびホール 

メインホール 

フレッシュ名曲コンサート こ

もれびニューイヤー・コンサート 

７人 

 

１/28 保谷こもれびホール 

メインホール 

西東京フィルハーモニーオーケ

ストラ 第 22回定期演奏会 

２人 

１/29 保谷こもれびホール 

メインホール 

コーラスこもれび 

発表コンサート 

２人 

２/４ 保谷こもれびホール 

メインホール 

青島広志の楽しい音楽講座 ４人 

３/26 保谷こもれびホール 

メインホール 

東邦音楽大学フルートオーケス

トラコンサート 

８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） 

発信日 情報発信ツール タイトル・内容など 

12/10 市 HP⑯ ・第 16回西東京市民文化祭を終えて 

・西東京市民文化祭各部からのお知らせ（報告に

ついて） 

 

12/15 市 HP⑰ 西東京市伝統文化等継承事業 どんど焼を実施

します！ 

１月号 共催通 CIRCLE 市町村等イベントカレンダー どんど焼 

１/２ 市フェイスブッ

ク⑪ 

西東京市伝統文化等継承事業 どんど焼を実施

します！ 

１/13 プレスリリース 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」上映発表会を開催!! 

１/15 市 HP⑱ 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」上映発表会を開催!! 

１/15 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

クショップ」上映発表会を開催!! 

取材日

１/10 

エフエム西東京

⑬ 

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」上映発表会について 

１/21 市フェイスブッ

ク⑫ 

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」上映発表会を開催!! 

 



6 

 

２月号 共催通 CIRCLE 市町村等イベントカレンダー 多摩六都フェア

「映画制作プロデユース体験ワークショップ」上

映発表会 

２/１ 市 HP⑲ 「日本の文化体験フェス」in市民文化祭の模様を

映像上映 

３/３ 市フェイスブッ

ク⑬ 

「日本の文化体験フェス」in市民文化祭の模様を

映像上映 

３/４～

26 

多摩六都科学館

にて上映 

「日本の文化体験フェス」in市民文化祭の模様を

映像上映 

３/13 J:COM デイリー

ニュース 

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」上映発表会の模様 

３/24 市 HP⑳ 文化芸術振興推進委員会勉強会 テーマ「アート

で何ができるのか」 アニメーション作家による

トークと作品上映 

３/24 市フェイスブッ

ク⑭ 

アニメーション作家によるトークと作品上映会

開催！テーマ「アートで何ができるのか」 

 

【その他①（文化芸術振興イベントの充実）】 

■オリンピック・パラリンピック普及文化事業 

●「日本の文化体験フェス」in市民文化祭 上映会 

実施日：平成 29年３月４日（土）～３月 26日（日） 

会 場：多摩六都科学館 

内 容：10月～11 月に実施した「日本の文化体験フェス」in市民文化祭の 

模様の映像を上映。 

■伝統文化等継承事業補助金交付事業 

●どんど焼き明保中会場 

実施日：平成 29年１月８日（日） 

会 場：明保中学校 

来場者：約 1,700人  

参加者：約 240人 

 内 容：どんど焼（中学生と実行委員会で竹切等準備、お汁粉等振舞、模 

擬非常食炊き出し、太鼓演奏等）を実施。受付（可燃分別）で中学 

生ボランティアが活躍。 
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●保谷第二小学校どんど焼き 

実施日：平成 29年１月８日（日） 

会 場：保谷第二小学校 

来場者：約 800人 

参加者：76人 

 内 容：どんど焼（実行委員会で竹切等準備、お汁粉等振舞、太鼓演奏等） 

を実施。受付（可燃分別）で中学生ボランティアが活躍。 

●上向台どんど焼 

実施日：平成 29年１月 15日（日） 

会 場：上向台小学校 

来場者：1,586人 

参加者：約 150人 

 内 容：どんど焼（実行委員会で竹切等準備、お汁粉等振舞、模擬非常食炊 

き出し、太鼓演奏等）を実施。受付（可燃分別）で中学生・少年野 

球チームボランティアが活躍。 

●西東京市無形文化財保存事業 

実施日：平成 28年４月６日（水）～平成 29年３月 22日（水） 

会 場：田無神社舞殿、田無神社例大祭、西東京市民まつり 

参加者：約 189人（延べ人数） 

 内 容：新たに親子を受け入れ田無囃子を指導するワークショップ（稽古） 

を 30回実施。田無神社例大祭や西東京市民まつりにて成果として 

締太鼓「ながれ」「真」の演奏を発表。 


