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町田市の文化芸術資源 

（１）町田市の主な文化関連活動一覧              出典：生涯学習ＮＡＶＩ（2015年度）等 

№ 分野 事業形式 事業名 事業内容 

1 
アート 展覧会 町田市立国際版画美術館 

展覧会 
・所蔵作品や、ゆかりのある作家の展覧会 

・年15回程度開催 

2 
町田市立博物館 
展覧会 

・市内の民俗資料や美術工芸品の展覧会 

・年4回程度開催 

3 
町田市民美術展 
「春の催し」 

・町田市が主催する美術展覧会 

・町田市立国際版画美術館で毎年開催 

4 市展（町田市美術協会展覧会） ・町田市立国際版画美術館で毎年開催 

5 
美をひらくマチダシリーズ 
（町田選抜書道展、 

絵画選抜展、創展Soten） 

・一般社団法人町田市文化協会に所属する3団体（町田

市書道連盟・町田市美術協会・創作陶芸紅土会）と、

市内のプロ作家等による展覧会 

・町田市文化交流センターで毎年開催 

6 地産地SHOWギャラリー 
・町田市ゆかりのアーティストを紹介する展覧会 

・町田市役所で定期的に開催 

7 
町田市フォトサロン 
展覧会 

・写真愛好家の個展、グループ展 

・年80回程度開催 

・その他、講座や撮影会等も開催 

8 華道展 
・華道協会による展覧会 

・町田市文化交流センターで毎年開催 

9 
東京造形大学附属美術館 
展覧会 

・所蔵作品や、学生・教員による作品の展覧会 

・年4回程度開催 

10 小野路やまいち 
・小野路の下堤地区にある彫刻アトリエIZUMIと、家具

工房KASHOで通年行われる展覧会 

11 
イベント 

市民文化祭「秋の催し」 
・町田市が主催する舞台・美術・文芸の展覧会 

・町田市民ホールで毎年開催 

12 ゆうゆう版美祭り 
・町田市立国際版画美術館と友の会による共催 

・毎年開催 

13 鶴川ショートムービーコンテスト 
・プロ・アマチュアが応募できる映画祭 

・鶴川ショートムービーコンテスト実行委員会が主催 

・和光大学ポプリホール鶴川で毎年開催 

14 ギャラリーウォーク 

・公募作品展、玉川大学芸術学部学生作品展、ギャラ

リー企画展 

・玉川学園小さなギャラリー会が主催 

・玉川学園駅及び周辺のギャラリーで毎年開催 

15 恩田川フラッグアート 
・玉川学園駅前や恩田川遊歩道にフラッグアート作品

を展示するイベント 

・毎年開催 

16 
まちコレ 
（MACHIDA COLLECTION） 

・ファッションを学ぶ学生が主催するイベント 

・町田市生涯学習センターで毎年開催 

17 
講習 町田市立国際版画美術館 

実技講座 
・版画技術を学ぶ実技講座 

・年12回程度開催 

18 青空アトリエ 
・大地沢青少年センターで開催する木工作教室 

・年12回程度開催 

19 
音楽 イベント 

全国町田ピアノコンクール 
・町田市民ホール、和光大学ポプリホール鶴川で毎年開催 

・町田市音楽協会が主催 

・入賞者によるコンサートも開催 

20 町田ジャズフェスティバル 
・町田ミュージックパークや、ぽっぽ町田で定期的に

開催する無料コンサート 

21 ポップフェスティバルin町田 
・ミュージックシルクロード主催の音楽イベント 

・八王子から横浜を結ぶ絹の道エリアで開催 

・年3回以上開催 

22 FMCけいおんフェスタ 
・軽音楽倶楽部が主催する音楽祭 

・町田ターミナルプラザや、ぽっぽ町田で毎年開催 

23 地産地SHOWプロジェクト 
・町田市ゆかりのアーティストによるコンサート 

・町田市役所で定期的に開催  
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№ 分野 事業形式 事業名 事業内容 

24 
音楽 イベント 

まちだフレッシュコンサート 
・市内中･高･大学生によるコンサート 

・生涯学習センターで毎年開催 

・主催は町田市子ども生活部児童青少年課 

25 MACHIDA MusicPark 
・町田ターミナルプラザイベント広場で毎週土日に行

われる無料ライブ 

26 水曜午後のコンサート ・和光大学ポプリホール鶴川で毎週開催 

27 プロムナード・コンサート 
・町田市立国際版画美術館で定期的に開催される無料

コンサート 

28 音楽コンサート 
・著名な音楽家を招いたコンサート・イベント 

・ (財)町田市文化･国際交流財団が主催 

・年30回程度開催 

29 
実演芸術 イベント 音楽座ミュージカル 

ホームタウン公演 
・町田市文化芸術パートナーシップ協定に基づく公演 

30 まちだ全国バレエコンクール 
・NPO法人町田バレエ育成振興会が主催 

・町田市民ホールで毎年開催 

31 寄席 
・(財)町田市文化･国際交流財団が主催 

・年20回程度開催 

32 
文学 
・ 
歴史 

展覧会 町田市民文学館 
ことばらんど 展覧会 

・所蔵作品や、ゆかりのある作家・作品の展覧会 

・年4回程度開催 

33 
イベント 町田市民文学館 

ことばらんど イベント 
・町田紙芝居サークルによる紙芝居の上映等 

・年20回程度開催 

34 
講習 町田市立図書館 

各種講座・講演会 
・町田市立図書館の主催で通年開催 

35 
町田市立自由民権資料館 
講座 

・自由民権運動や町田市域の史料に関する講座 

・年10回程度開催 

36 

スポーツ 試合 
・ 

イベント 
ＦＣ町田ゼルビア 
（プロサッカーチーム） 

・ホームスタジアムは町田市立陸上競技場 

・年間60試合程度開催 

・試合開催日には特設テーマパーク「ゼルビーランド」

を設置しイベントも開催 

37 
ＡＳＶペスカドーラ町田 
（フットサルクラブチーム） 

・ホームアリーナは町田市立総合体育館 

・年間36試合程度開催 

38 
キヤノンイーグルス 

（ラグビートップリーグ） 
・ホームグラウンドはキヤノンスポーツパーク 

・年間48試合程度開催 

39 
まつり 
・ 

フェスティバル 

イベント 町田夢舞生ッスイ祭 
キラリ☆まちだ祭 

・農業と産業、よさこい踊りのイベント 

・町田駅前で毎年開催 

40 町田時代まつり 
・武者行列、流鏑馬と古武術演武のイベント 

・芹ヶ谷公園で毎年開催 

41 野点席 ・薬師池公園内芝生広場で毎年開催 

42 郷土芸能まつり ・町田市民ホールで毎年開催 

43 さくらまつり 
・桜の開花時期に市内全域で毎年行うイベント 

・市が主催 

44 東京工業大学すずかけ祭 ・毎年開催される大学祭 

45 原町田大道芸 
・原町田パークアベニューで毎年開催 

・各商店会が主催 

46 
フェスタまちだ・ 
町田エイサー祭り 

・町田駅前で毎年開催 

・各商店会が主催 

47 ザ・フェスタ栄通り 
・町田駅前で毎年開催 

・栄通り商店街が主催 

48 
子ども イベント 

ひなた村 各種イベント 
・ピザ作り教室や子ども向けの催し 

・年4回程度開催 

49 子どもセンター・子どもクラブ 
・乳幼児、小･中学生向けの催し 

・各施設で通年開催 

50 夏休み子どもフェア 
・乳幼児･小･中学生とその保護者向けの祭り 

・町田市生涯学習センターで毎年開催 

51 
玉川学園コミュニティセンター 
各種イベント 

・乳幼児向けのおはなし会等 

・玉川学園コミュニティセンターで定期的に開催 
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№ 分野 事業形式 事業名 事業内容 

52 
市民講座 講習 

まちだ市民大学HATS 
公開講座 

・地域文化の創造に関する講座 

・町田市生涯学習センターが主催 

・年20件程度開催 

53 わくわくカレッジ 
・市内在住の65歳以上の方が対象の教養講座 

・町田市高齢者福祉課が主催 

・年5件程度開催 

54 さがまちカレッジ 
・身近な話題をテーマとした講座 

・さがまちコンソーシアムが主催 

・年30件程度開催 

55 玉川大学 市民講座 
・日本の伝統文化を学ぶ講座等 

・年200件程度開催 

56 国士舘大学 公開講座 
・スポーツ･歴史・芸術等をテーマとする講座 

・年80件程度開催 

57 和光大学 公開講座 
・文化･教養講座等 

・年50件程度開催 

58 多摩美術大学 市民講座 
・アーティストや研究者による講座等 

・年30件程度開催 

59 相模女子大学 市民大学 
・文化･教養講座等 

・年4件程度開催 

60 桜美林大学 オープンカレッジ 
・文化･教養講座等 

・年50件程度開催 

61 その他 － ホストタウン ・南アフリカ 

（２）町田市の主な文化拠点施設一覧 

[公共施設]                                 出典：町田市ＨＰ等 

№ 区分 名称 展開可能な事業活動 諸室機能等 

1 
展示施設 

町田市立国際版画美術館 
・展覧会 
・各種イベント 
・講座 

常設展示室／企画展示室／ 

市民展示室／講堂／版画工房 

2 町田市立博物館 展示室／ホール／講堂 

3 町田市民文学館ことばらんど 展示室 

4 町田市フォトサロン 展示室 

5 町田市立自由民権資料館 ・展覧会 
・講座 

展示室 

6 町田市考古資料室 展示室 

7 
ホール 

町田市民ホール 

・コンサート 
・演劇公演 
・上映会 
・寄席 
・講座 

ホール(862席)／練習室／ギャラ

リー／会議室／サロン／ウッド

デッキ 

8 和光大学ポプリホール鶴川 
ホール(300席)／練習室／多目的室

／会議室／テラス／交流スペース／

プレイルーム 

9 町田市民フォーラム 
ホール(188席)／視聴覚室／調

理室／和室／学習室 

10 町田市文化交流センター 
・コンサート 
・各種イベント 
・講座 

ホール／スタジオ／ギャラリー

／和室／会議室 

11 町田市生涯学習センター 
・各種イベント 
・講座 

ホール／視聴覚室 

12 
市民活動 

町田市庁舎 

・展覧会 
・コンサート 
・各種イベント 

イベントスタジオ／キッズコ

ーナー／市民協働おうえんル

ーム／屋上花畑 

13 青少年施設ひなた村 
・各種イベント 
・講座 

カリヨンホール／和室／野外炊事

場／レクリエーションルーム 

14 小野路宿里山交流館 
・展覧会 
・各種イベント 
・講座 

交流スペース／和室／情報

コーナー／土蔵 

15 
スポーツ施設 町田市立総合体育館 

※ASVペスカドーラ町田のホームアリーナ 

・試合 
・各種イベント 

アリーナ／体育室／和洋弓場／

会議室／武道場／幼児体育室 
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№ 区分 名称 展開可能な事業活動 諸室機能等 

16 
スポーツ施設 町田市立陸上競技場 

※FC町田ゼルビアのホームスタジアム 

・試合 
・各種イベント 

競技場／会議室 

17 
キヤノンスポーツパーク 
※キヤノンイーグルスのホームグラウンド 

グラウンド／クラブハウス 

18 
庭園 

・屋外施設 町田シバヒロ 
・各種イベント 
・講座 
・サークル活動 

芝生広場(約5,700㎡) 

19 町田ターミナルプラザ市民広場 
・コンサート 
・各種イベント 

イベントスペース 

20 本町田遺跡公園 
・各種イベント 
・講座 

ガイダンスルーム 

21 芹ヶ谷公園 ・各種イベント 多目的広場／虹と水の広場／冒険広場 

22 町田リス園 広場 

23 町田ダリア園 ダリア花壇／休憩所 

24 原町田大通り ― 

[民間施設]                    出典：町田市ＨＰ、および玉川学園小さなギャラリー会ＨＰ等 

№ 区分 名称 展開できる事業活動 諸室機能等 

1 展示施設 旧白洲邸 武相荘 ・展覧会 
・各種イベント 
・講座 

展示室／ラウンジ 

2 あとりえ・う 展示室 

3 西山美術館 ・展覧会 展示室 

4 小島資料館 展示室 

5 ギャラリー C,A VA? サヴァ？ ・展覧会 
・各種イベント 

※玉川学園エリアの民間ギャラリー 

6 HIROアート工房 

7 うぃすかあ 

8 てまり工房ギャラリー 

9 ギャラリー八陶 

10 ギャラリー花紬 

11 シルクギャラリー 

12 アトリエまあん 

13 ギャラリーWA-ON 

14 クラフト工房LaMano ※鶴川エリアの民間ギャラリー 

15 可喜庵 

16 アトリエ一番坂 

17 CREA ※原町田エリアの民間ギャラリー 

18 版画工房カワラボ! 

19 アルル。 ※多摩境エリアの民間ギャラリー 

20 音楽スポット ジャズ喫茶・ジャズバー ・コンサート 
・各種イベント 

※町田駅前に6軒 

21 ライブハウス ※町田駅前に8軒 

22 その他 ぽっぽ町田 ・各種イベント 催事場／多目的スペース／会議室 

23 カリヨン広場 ― 

（３）町田市の主な人的資源一覧             出典：町田市ＨＰ、さがまちコンソーシアムＨＰ等 

№ 区分 活動分野等 概要等 

1 
サポーター 

まちだサポーターズ 
・スポーツ祭東京2013を契機に結成したボランティア組織 

・町田市のスポーツ振興や、シティセールス等を展開 

2 「まちだ自慢」サポーターズ 
・町田市の多彩な魅力を発信するボランティア 

・市のPRイベント等で情報発信を行う 

3 外国語ボランティア ・町田国際交流センターが主催する通訳ボランティア 

4 包括協定参加校の学生 

・包括協定参加校（五十音順） 

青山学院大学、麻布大学、桜美林大学、恵泉女学園大学、国

士舘大学、サレジオ工業高等専門学校、昭和薬科大学、玉川

大学、多摩美術大学、東京家政学院大学、東京女学館大学、

東京造形大学、法政大学、山野美容芸術短期大学、和光大学 

5 さがまち学生Club 
・さがまちコンソーシアム参加大学の学生団体 

・地域活性化につながる活動を展開  


