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■２０１６年度町田市後援事業（一部抜粋）  

形
式 № 

事業名 

（主催団体名） 
会場 2016年度の実施概要 

備考 

（2016年度の実績） 

イ
ベ
ン
ト 

１ 

町田ターミナルプラザ 

フリーライブ！！ 

（一般社団法人地域活性化

推進協会） 

町田ターミナルプラザ

市民広場 

・町田・都内・横浜等で活躍するアーティストの出演に
より、町田市民のみならず、東京都内・神奈川県内
からも集客し、周辺地域への町田の魅力を発信する
と共に、地域文化に対する興味向上及びコミュニケー
ションの場となることを目的として開催。 

・5月 3日、7月 31日、9月 17日 

最多来場者数： 
延 370人（9月 17日） 

２ 
～みんなの歌声コンサート～ 

（町田シティオペラ協会） 

和光大学ポプリホール

鶴川 

・親しみやすい懐かしい曲をオペラ歌手の歌唱で聴いた
り、一緒に歌うことを通して町田市民の文化向上、啓
発を図ることを目的として開催。 

・6月 26日 

来場者数： 
延 272人 

３ 

ＦＭＣ194 けいおんフェスタ 

（Free Music Circle 

194） 

まほろ座ＭＡＣＨＩ

ＤＡ 

・音楽を通じ日常生活の余暇を充実させ、人々が集う
元気ある街づくりの一環となるような地域密着型の音
楽祭。 

・6月 19日、11月 13日 

最多来場者数： 
延 102人（6月 19日） 

４ 

高校生ライブMUSIC DAYS 

2016相模原・町田大会 

（高校生ライブMUSIC 

DAYS実行委員会） 

相模原市民会館 

・ダンスやバンドなど、様々なミュージックシーンで頑張っ
ている高校生が、日頃の練習の成果を発表。 

・8月 23日 

来場者数： 
延 1,711人 

５ 

シティ町田タウン音楽祭 

（一般社団法人地域活性化

推進協会） 

町田ターミナルプラザ

市民広場 

・町田及び都内周辺大学の学生が参加出演する地
域活性化イベント。各大学及び学生バンドの出演に
より、町田市民の地域文化に対する興味向上及びコ
ミュニケーションの場となることを目的に開催。 

・6月 12日 

来場者数： 
延 250人 

６ 

ハワイ LOVE フェスティバル 

in町田 2016 

（ハワイ LOVE フェスティバル

事務局） 

町田シバヒロ 

・町田市民や近隣住民にハワイ及びハワイの文化を紹
介するとともに、関連する業者及び出演者も地域の
住民を採用することで、地域活性化につなげることを
目的に開催。 

・8月 20日、21日 

来場者数： 
延 15,000人 

７ 

第 7回町田ジャズフェスティバ

ル（町ジャズ） 

（株式会社町田まちづくり公

社町田ターミナル周辺活性化

協議会） 

ぽっぽ町田、町田ター

ミナルプラザ市民広場 

・地域密着型ジャズイベントで町田駅周辺の活性化
及びジャズ音楽文化の創造を目指すとともに、ジャズ
の生演奏の無料提供を通じて町田周辺の活性化を
目的に開催。 

・7月 23日 

来場者数： 
延 1,500人 

８ 

FLUSS シンフォニカ第 13回

定期演奏会 

（FLUSS シンフォニカ） 

町田市民ホール 

・団員の日頃の練習の成果を発表する定期演奏会。
曲目：「ルスランとリュドミーラ」「ファウスト」「チャイコフ
スキー交響曲第 5番」等 

・11月 20日 

来場者数： 
延 585人 

９ 

梯剛之チャリティーピアノ 

リサイタル 

（梯剛之ポプリホールチャリ

ティーピアノリサイタル実行委員

会） 

和光大学ポプリホール

鶴川 

・生後 1 ヶ月で小児がんのために失明しながらも、現在
世界的に活躍するピアニスト梯剛之を迎えてのチャリ
ティーコンサート。 

・2月 4日 

来場者数： 
延 310人 

10 

アコースティック・カーニバル

2016 

（M-ets(メッツ)） 

つくし野コミュニティセン

ター 

・ギター音楽を中心としたコンサート。ギター音楽を通し
て世代間を超えた地域交流や文化水準の向上、魅
力ある地域社会の創造を目的に開催。 

・8月 28日 

来場者数： 
延 130人 

11 

とっておきの音楽祭 

in Machida 2016 

（とっておきの音楽祭 in 

Machida 実行委員会） 

町田シバヒロ 他 

・障がいのある人もない人も一緒に音楽を楽しみ、音
楽のチカラで「心のバリアフリー」を目指す音楽祭。 

・10月 1日 

来場者数： 
延 50,000人 
※会場周辺の通行量情報
から概算集計 

12 

なかまちチャレンジフェスタ 2nd 

（公益社団法人町田法人

会） 

町田シバヒロ 

・地域で活動する団体によるダンスパフォーマンスの発
表、万歩計やフラフープ持久競争を実施。また、税の
パンフレットの配布や税金クイズを行うことで、税知識
の普及に努める。さらに、企業発展のために税理士や
弁護士等によるお悩み相談や企業ＰＲブースを設
け、経営支援の一助とする。 

・9月 24日 

来場者数： 
延 540人 

13 

新春文化の祭典 in鶴川 

（一般社団法人町田市文化

協会） 

和光大学ポプリホール

鶴川 

・会員の総合発表事業。協会に属する各種独自の文
化を市民等に広く発信し、町田の文化の高まりと活
性化への一助となることを目的に開催。 

・1月 7日～9日 

来場者数： 
延 1,155人 

14 

第 33回地域振興コンサート

「クリスマスに聴くクラシック名曲

集」 

（そよかぜサロン） 

柳橋会館 

・地域の活性化をめざし、高齢者や障がい者等、誰も
が本格的で良質な音楽を楽しめるよう工夫したコン
サート。ヴァイオリン、ギター、チェロによる演奏会。 

・12月 18日 

来場者数： 
延 125人 
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形
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15 

第 14回留学生トークプラザ 

（一般財団法人町田市文

化・国際交流財団） 

町田市立中央図書館 

・市内及び周辺地域の各大学に留学している外国
人留学生に、日本での勉学や生活を通して感じ
たこと等を話し、市民との懇談を行うなど、交流を
図る。 

・11月 20日 

来場者数： 
延 40人 

16 

第 19回町田発国際ボラン

ティア祭 2016夢広場 

（2016夢広場実行委員

会） 

ぽっぽ町田 

・国際交流及び国際協力の分野で活躍する市民
団体やＮＰＯが参加し、市民と交流するイベン
ト。民族楽器の演奏や民族ステージも実施。 

・11月 3日 

来場者数： 
延 500人 

17 

3.11支援者の集い 2017 

～私たちは忘れない～ 

（一般社団法人鶴の羽の

会） 

和光大学ポプリホール鶴川 

・東日本大震災で甚大な被害に遭われた陸前高
田市への支援活動の感謝と、今後も継続しての
支援活動のお願いを目的に開催。 

・3月 11日 

来場者数： 
延 370人 

18 

町田クリスマスジャズライブ！ 

2016 

（株式会社町田まちづくり公

社町田ターミナル周辺活性

化協議会） 

ぽっぽ町田他 

・地域密着型ジャズイベントで町田駅周辺の活性
化及びジャズ音楽文化の創造を目指すとともに、
クリスマスらしい音楽をジャズテイストで演奏すること
による町の雰囲気を演出することを目的に開催。 

・12月 23日 

来場者数： 
延 1,200人 

19 

第 6回チャレンジド・バンド

ミュージック・フェスタ 

（チャレンジド・バンドミュー

ジック・フェスタ実行委員会） 

和光大学ポプリホール鶴川 

・音楽好きの障がい者とともにステージで演奏し、一
緒に音楽を楽しむイベント。 

・2月 25日 

来場者数： 
延 280人 

展
覧
会 

20 

第 49回 武相華道展 

（武相華道連盟加盟団体

町田華道協会） 

(株)小田急百貨店町田店 

・武相地域の１０協会に所属する各流派の会員
による作品展示。 

・8月 23日～29日 

来場者数： 

延 287人 

21 

MOA美術館 町田みんな

の児童作品展 

（MOA美術館 町田みん

なの児童作品展実行委員

会） 

町田市立国際版画美術

館、 

町田市民病院 

・子どもたちの創作活動を奨励することで、子どもの
健全なる成長を願い、社会教育並びに情操教育
の一端を担うことを目的に開催。 

・11 月 3 日～5 日（町田市立国際版画美術
館） 

・11月 8日～12日（町田市民病院） 

来場者数： 

延 1,089人 

22 
第 23回 「市展」 

（町田市美術協会） 
町田市立国際版画美術館 

・市内の美術愛好家の創作活動の成果を発表す
る場として開催。絵画、手芸・工芸、陶芸・写真・
彫刻の作品を展示。 

・8月 25日～31日 

来場者数： 

延 1,418人 

23 

町田市内学童保育クラブ 

絵画作品展 

（社会福祉法人町田市社

会福祉協議会） 

町田市民ホール 

・学童保育クラブの存在の周知を目的に、町田市
内の学童保育クラブ在籍の児童から寄せられた
598枚の絵画を展示。 

・10月 6日～9日 

来場者数： 

延 585人 

24 
第 38回紅土会展 

（創作陶芸 紅土会） 
町田市立国際版画美術館 

・町田市近郊在住の作家・愛好家による創作陶芸
作品の展示。 

・1月 18日～22日 

来場者数： 

延 712人 

講
座 

25 

さるびあ会 講演会 

（NPO法人町田市精神障

害者さるびあ会） 

町田市民ホール 

・精神障がい者の社会復帰ができることを目標に、
障がいのあるなしに関わらず、多くの市民の参加を
求め、精神の病に理解と支援をもっていただく機会と
するための講演会。 

・11月 10日 

来場者数： 

延 52人 

26 

Music Science Seminar 

（桜美林大学芸術文化学

群音楽専修） 

桜美林大学プルヌス 

ホール 

・市内在住の方を対象に、金管楽器演奏に関する
学術的研究成果を公表。また、公開実験の披露
や、楽器演奏なども実施。 

・12月 23日 

来場者数： 

延 100人 

 


