
１ 第 13回 水と緑ウォッチングウォーク 開催実績 

 

 

圏域住民の貴重な財産といえる水と緑の豊かな自然を再発見し、自然を慈しむ心を育 

む機会として、毎年趣向を凝らしたウォーキングコースを設定して散歩しています。 

今年度は、黒目川の源流となる都立小平霊園を起点とし、柳窪緑地保全地域に整備さ

れた散策路を中心とするウォーキングコースを設定しました。野火止用水をまたいだ大

ケヤキ「万年橋のケヤキ（東村山市天然記念物）」を見学したほか、黒目川・野火止用

水の水辺を散策しながら、沿道の豊かな緑に触れ、楽しむ良い機会となりました。 

 

（１）開催月日   平成 27年 10月 3日（土） 

 

（２）開催場所   小平駅南口→都立小平霊園→柳窪緑地保全地域→しんやま親水

広場→新所沢街道→野火止用水→東村山市運動公園（休憩）→

万年橋のケヤキ→久米川駅北口（解散） 

 

（３）参加状況   参加人数 79人（応募人数 105人） 

          [26年度：参加人数 82人（応募人数 97人）] 

 

（４）主  催   多摩北部都市広域行政圏協議会  開催市：東村山市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 柳窪緑地保全地域の様子                柳窪緑地保全地域の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万年橋のケヤキ                    野火止用水での様子 

 

  

 



２ 第 28回 圏域美術家展  展覧会名【多摩北部 5市美術家展】 開催実績 

 

 

多摩六都フェア「圏域美術家展」は、圏域 5市を代表する著名な画家の方々の作品 

を、圏域住民に鑑賞してもらうことにより、市域を越えた芸術家及び市民の交流を図

るとともに、圏域内における文化芸術の普及と還元を図ることを目的に実施していま

す。 

会場には圏域 5市を代表する著名な画家の方々の作品を展示し、様々な画風を展開

しました。来場者からは、「会派に関わらず観賞できる貴重な機会だと感じた」「近

隣市にこのような芸 

術家がいらっしゃることをうれしく思う」「見ごたえある素晴らしい展覧会で、大変勉

強になった」などの高評価を得ることができました。 

 

（１）開催月日   平成 27年 12月 8日(火)～12月 13日(日)  午前 10時から午後 6時まで 

※最終日は午後 5時まで  

 

（２）開催場所   小平市民文化会館（ルネこだいら）  

 

（３）参加状況   来場者数 826人（26年度：805人） 

          出品数  38点（26年度：44点） 

          小平市 16点、東村山市 5点、清瀬市 6点、東久留米市 6点、西東京市 5点 

 

（４）主  催   多摩北部都市広域行政圏協議会  開催市：小平市 

企  画   圏域美術家展実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○開催記録写真  （左上）展示会場風景    （右上）来場者見学風景 

（左下）レセプション風景  （右下）J-COM による取材風景 



３ 2015こだいら合唱団西東京フィルハーモニーオーケストラ演奏会 開催実績 

 

音楽文化豊かな多摩六都の形成のため、多摩地域を拠点に活動している市民オーケ 

ストラと共に合唱演奏会を催しました。 

特徴は、出演する合唱団員を 5市の広報紙（5月頃）等を通じて広く一般公募し、 

総勢 178人（ソプラノ 70人、アルト 69人、テノール 20人、バス 19人）の「こだい

ら合唱団」がこの演奏会のために結成していることです。7月上旬の結団式以来、毎

週水曜日の夜間にルネこだいらにおいて国立音楽大学卒で小平市在住の合唱指導者の

安冨貴代子氏、藤井宏樹氏、間谷勇氏の指導のもとに練習を重ね、本番に臨みまし

た。 

 

 

（１）開催月日   平成 27年 12月 20日(日) 午後 3時～午後 5時 

 

（２）開催場所   小平市民文化会館(ルネこだいら)大ホール 

 

（３）出 演 者   指揮：今村能  管弦楽：西東京フィルハーモニーオーケストラ

（64人） 合唱：2015こだいら合唱団（178人） 

独唱：倉石真（テノール）、柴山昌宣（バリトン） 

 

（４）曲  目   曲目 プッチーニ：交響的前奏曲、交響的奇想曲 

             プッチーニ：グローリアミサ 

 

（５）参加状況   来場者数   831人〈一般 802人 招待 29人〉（26年度：821人） 

 

（６）主  催   多摩北部都市広域行政圏協議会、（公財）小平市文化振興財団  

 開 催 市：小平市          

           企画運営：2015こだいら合唱団実行委員会 

西東京フィルハーモニーオーケストラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ スポーツ大会（多摩六都リレーマラソン 2015） 開催実績 

 

スポーツを通じて相互理解を更に深め、多摩北部都市の振興に資することを目的と 

して、構成市の輪番制により、スポーツイベントを共同で開催しています。 

 競技内容は毎年検討のうえ決定しています。 

平成 27年度は、多摩北部圏域 5市（小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市・西東

京市）によるスポーツへの参加機会の提供、健康の増進及び世代を超えた市民相互の

交流、更には 2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた圏域地域の気運

醸成を図ることを目的として、リレーマラソンを実施しました。 

圏域 5市の小学生以上の市民により構成されたチームを募り、襷をつないで 1周約

1.8ｋｍのコースを 23周、合計 42.195ｋｍを走りました。チームは「一般」「職場」

「高校生」「中学生以下」の部門ごとに募集し、部門ごとに完走タイム上位 3チームを

表彰、全チーム全選手に記録証を配布しました。 

また、各市のテントブースを出展し、圏域 5市の逸品の販売及びＰＲを行い、併せ

て、会場内で東京都のパラリンピック体験事業「ＮＯ ＬＩＭＩＴＳ ＣＨＡＬＬＥＮ

ＧＥ」を行いました。 

 

（１）開催月日   平成 27年 12月 23日(水・祝) 午前 7時 50分から午後 1時まで 
 

（２）開催場所   都立小金井公園 
 

（３）参加状況   99チーム 835人 

          総合優勝：田無高校（高校の部）、総合 2位：東村山警察署（職

場の部）、総合 3位：小平南高校野球部Ａ（高校の部） 

          一般の部優勝：ＳＭＲＣ（西東京市）、職場の部優勝：東村山警

察署（東村山市）、高校の部優勝：田無高校（西東京市）、中学

校以下の部優勝：タナッシー（西東京市） 
 

参加費：1チーム 5,000円 
 

（４）主  催 多摩北部広域連携活動実行委員会（多摩北部都市広域行政圏協議会：

小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市）  

幹事市：西東京市 

主  管   多摩北部広域連携活動実行委員会（体育協会）（一般社団法人小 

平市体育協会、公益社団法人東村山市体育協会、ＮＰＯ法人清瀬 

市体育協会、ＮＰＯ法人東久留米市体育協会、ＮＰＯ法人西東京 

市体育協会） 

   協  力   小金井市、ＴＡＣ・ＦＣ東京・ＴＧＴＳ共同事業体、公益社団法

人東京都鍼灸師会三多摩東支部、公益社団法人東京都柔道接骨師

会北多摩支部西東京地区 

   後  援   東京都 

                                                                                                                                                          

     

 

   

 

 



５ 第 10回 高校生写真展 開催実績 

 

多摩北部地域を中心とする高等学校の写真部等が日常の作品を持ち寄り、写真技術

の向上と部活動の活性化及び高校生同士の交流を図ることを目的とています。多摩北

部都市広域行政圏の青少年の健全育成事業として、小平市の「ヤング・ダンスフェス

ティバル」、東村山市の「ヤングライブフェスティバル」とともに立ち上げた事業のひ

とつで、清瀬市の「高校生写真展」は平成 18年度に試行として前倒実施され、平成

27年度で第 10回を迎えました。 

多摩六都フェア高校生写真展は、もともとは合同写真展として平成 12年度に都立清

瀬東高校写真部と都立久留米高校写真部で合同写真展を立案し、都立小平高校写真部

の参加を得て、平成 13年 1月 19日～23日第 1回合同写真展として、清瀬市生涯学習

センター（清瀬駅北口）のギャラリーで開催されたのを契機として、今回で第 16回を

数えます。 

同世代の物の見方や考え方に触れ合い、写真をとおして感性や創造性を発見する絶

好の場となっており、少人数の写真部等では部活動の活性化に寄与しています。 

 

（１）開催月日   平成 28年 1月 8日（金）～11日（月・祝） 

午前 9時から午後 5時まで（11日は午後 2時まで） 

 

（２）開催場所   清瀬市郷土博物館 2階ギャラリー  

 

（３）参加状況   12校、118人、展示作品数 320点（26年度：10校、91人、334点） 

都立小平高校、都立武蔵村山高校、都立小金井北高校、都立久

留米西高校、都立田無工業高校、都立大泉高校、錦城高校、都

立東久留米総合高校、都立千早高校、都立清瀬高校、都立瑞穂

農芸高校、都立久留米特別支援学校高等部 

来場者 延べ 163人 

 

（４）主  催   多摩北部都市広域行政圏協議会  開催市：清瀬市 

   共  催   合同写真展実行委員会、清瀬市教育委員会 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 多摩六都フェア 第 10回 ぴゅあ あーと展 開催実績 

 

圏域 5 市が連携し、障がいのある人の作品展を開催することにより、その芸術・文

化活動を推進するとともに、圏域市民の理解を深めることを目的として、平成 18年度

から事業を開始しており、今年度で 10回目を迎えました。 

圏域に居住、通勤し、障がいのある人の芸術・文化活動の推進に感心のある有志が実 

行委員会を立ち上げ、企画運営しています。 

また、選考会及び作品展の会場設営や後片付けには、圏域 5市の福祉作業所職員、

手をつなぐ親の会の親御さんが応援スタッフとして、ボランティアで参加してくださ

いました。 

ぴゅあ あーと展は、選考会で専門家に選出された作品（絵画・書道・陶芸・立体・

染物など）が展示されることから、同展に入選することが制作者の目標となり、日々の

モチベーションアップにもつながっています。 

初日に開催したオープニング・セレモニーでは、作品をプロジェクターで投影しな

がら入選者を紹介しました。また、今年度は第 10回記念として、セレモニー参加者と

1つの作品を作るワークショップも開催されました。 

 

（１）開催月日   平成 28年 1月 20日(水) 午後 4時～午後 6時 

平成 28年 1月 21日(木)、1月 22日(金) 午前 10時～午後 5時 

※初日はオープニングセレモニーを午後 5時から開催 

           

（２）開催場所   東久留米市市民プラザホール、屋内ひろば 

 

（３）参加状況   展示作品 131点（26年度：116点）、応募作品点 319点（26年度：302点） 

来場人数 732人（26年度：719人） 
 

（４）主  催   多摩北部都市広域行政圏協議会  開催市：東久留米市 

   運  営   多摩六都フェア ぴゅあ あーと展実行委員会 

          （実行委員：小平市／あさやけ作業所、東村山市／久米川共同作業所、 

清瀬市／工房わかば、東久留米市／東久留米市手をつなぐ 

親の会、まあぶる 

事 務 局：のぞみの家 

選考委員：武蔵野美術大学ほか 

ボランティア：圏域 5市福祉作業所ほか 

作品保管協力：西東京市／ほうや福祉作業所） 

 

    

       

 

 

 

 

 



７ 第 9回 ヤングライブフェスティバル 開催実績 

 

多摩北部都市広域行政圏の青少年の健全育成事業として、小平市の「ヤング・ダン

スフェスティバル」、清瀬市の「高校生写真展」とともに立ち上げた事業のひとつで、

平成 19年度から事業を開始し、平成 27年度で第 9回を迎えました。 

構成 5市に在住・在勤・在学する概ね 15歳から 25歳の青少年が構成するグループ

又は個人（ジャンルを問わず）が一堂に会して日頃の活動成果を発表する場を提供

し、圏域内の青少年の居場所づくりと交流を目的としています。 

参加者は、広報紙や市のホームページ等で募集しており、できるだけ多くの青少年

に参加してもらうため、オーディションは実施していません。平成 27年度は 16組が

参加しました。 

各グループの代表者は、事前に実行委員会に参画し、開催準備に携わり、司会進行

は、当市教育委員会事業「東村山っ子育成塾」でリーダーを務めている高校生と大学

生が務めました。 

参加者はステージ上の演奏だけでなく、来場者の出迎え、フィナーレの演出の考

案、司会者とのトークなど、来場者を楽しませるための工夫を凝らしました。 

開催時期は、過去に参加者（主に高校生）から学年末試験前の 2月中旬、もしくは

終業式後の 3月下旬開催が適当との意見があったことから、毎年同時期に開催してい

ます。 

今回がライブ初挑戦となったグループにとっては、大きなステージで演奏するとい

う貴重な機会を経験することができ、かつ他のグループの演奏を聴くことで、多くの

ことを学べたようでした。 

 

（１）開催月日   平成 28年 2月 21日（日） 午前 10時～午後 5時 30分 

 

（２）開催場所   東村山市立富士見公民館ホール 

 

（３）参加状況   来場者数 372人（延べ人数）（26年度：179人） 

          ※出演団体数が増加した影響も一因だと考える。 

 

（４）主    催    多摩北部都市広域行政圏協議会、多摩六都ヤングライブフェス

ティバル実行委員会 

   開 催 市   東村山市 

共  催   東村山市教育委員会 

後  援   NPO法人東村山市文化協会 

 

 

 

 

 

 

 



各チームによるパフォーマンス 

８ 第 9回 多摩六都ヤング・ダンスフェスティバル 開催実績 

 

多摩北部都市広域行政圏の青少年の健全育成事業として、東村山市の「ヤングライ

ブフェスティバル」、清瀬市の「高校生写真展」とともに立ち上げた事業のひとつで

す。 

多摩北部都市広域行政圏の高等学校の生徒を対象として、ヒップホップ、ブレイク

ダンス、ジャズダンス等、ダンスのジャンルを問わず、ダンス発表の場を提供すると

ともに、高校生の自主性を育み、この活動を通じて地域に高校生が活躍する場を作

り、地域貢献する喜びを持たせ、活気あるまちづくりを推進することを目的としてい

ます。 

事前のフェスティバル内容の企画検討、当日の司会や受付、会場整理など、参加チー

ムの代表者により組織される高校生代表者会議により企画運営が行われ、高校生によ

る高校生のためのイベントとして定着しています。 

構成 5市から少なくとも 1チーム以上の応募があり、多摩六都全域で盛り上がりを

見せています。 

 

（１）開催月日   平成 28年 2月 28日(日) 午後 1時 30分～午後 4時 50分 
 

（２）開催場所   小平市民文化会館（ルネこだいら）大ホール 
 

（３）参加状況   多摩北部都市広域行政圏のすべての自治体に存する高校からの

応募があり、今年度も卒業生で構成された 2チームが特別枠で

参加した。 

          14校 30チーム（26年度：15校、32チーム）、 

出演者 490人（26年度：576人） 

          清瀬高校、小平高校、小平南高校、小平西高校、白梅学園高校、

武蔵野女子学院高校、保谷高校、田無高校、東久留米総合高校、

久留米西高校、東村山高校、明治学院東村山高校、日体桜華高校、

東村山西高校 

          来場人数 延べ 1,800人以上（26年度：延べ 2,000人以上） 
 

（４）主  催   多摩北部都市広域行政圏協議会  開催市：小平市 

   主  管   小平市教育委員会 

   企画運営   高校生代表者会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エンディングダンスの様子 

本番を終えた出演者たち 



９ 映像制作（ドキュメンタリー）ワークショップ 開催実績 

 

文化事業を通じて圏域住民の相互交流を促進し、多摩北部地域振興を促進することを 

目的に、平成 27年度は、映像制作のプロを講師に迎え、多摩六都の魅力発信をテーマ

にしたドキュメンタリー映像作品を作る「映像制作（ドキュメンタリー）ワークショッ

プ」を実施しました。 

受講者は、圏域内に在住・在勤・在学する方で、高校生以上を対象として募集を行

いました。 

実施に当たっては、受講者（高校生～60歳代の方）の相互交流を図りつつ、全員が

映像制作を体験したという満足感を得られるよう、多摩六都の魅力発信をテーマにし

た映像作品を制作するという目標のもと、受講者を 5グループに分けて 1グループ 1

市を担当しました。受講者自らがテーマとする魅力を決め、取材先へ交渉し、ハンデ

ィカメラを使って撮影を行いました。  

音入れなどを含む編集作業は J:COMの編集スタジオなどでプロが使っている編集機

材を使用し、受講者が行いました。これは本ワークショップでなければ体験できない

ことでした。全 27回（発表会を含む）の講習に加え、受講者による自主撮影日や自主

編集日など多くの時間をかけ、ドキュメンタリー映像「多摩六都の輝き」を制作し、

発表会では来場者に感動を与える作品を上映することができました。 

受講者のアンケートでは「他の地域の人達との交流ができた」「多摩六都地域に魅力

を感じた」「映像制作における企画・撮影・編集を一通り体験できてよかった」など高

評価を得ることができ、有意義な場が提供できたと考えます。 

今後は圏域各市に提供し、活用を図るとともに、市内外での上映会や自主映像制作

コンペティション等への応募などを検討しています。 

 

（１）開催月日   発表会   平成 28年 3月 13日（日）午後 2時 開演 

          講習期間  平成 27年 9月 6日（日）～平成 28年 3月 9日（水） 

※全 26回 
 

（２）開催場所   発表会   西東京市保谷こもれびホール 

          講習会場  西東京市保谷こもれびホール、J:COM東京西エリア

局（現場見学・編集作業会場）、株式会社東京フィ

ルム・メート（現場見学・編集作業会場） 

撮影協力   

【小平市】ファームショップ中村園 【東村山市】国立ハンセン病資料館、国立療養所 

多磨全生園、社会福祉法人土の根会花さき保育園、多磨全生園入所者自治会、花さき保 

育園保護者会、ハーモニーポットサックスアンサンブル 【清瀬市】NPO法人ウイズア 

イ、NPO法人子育てネットワーク・ピッコロ、清瀬市子ども家庭支援センター、K-net子 

育てひろば、子育てひろばフェスタ、新米ママと赤ちゃんの会、パパのベビーマッサー 

ジ 【東久留米市】JA東京みらい東久留米支店、手打ちうどん不動、東久留米市役所、 

ひがしくるめ手打ちうどんの会、東久留米ヒンメリの会、プチ・フール、柳久保小麦の 

会、和菓子処いせや【西東京市】NPO法人西東京市多文化共生センター、株式会社西村 

カメラ、多文化体験 with Kids、『日本語』で交流・虹の会、メースィールアン 
 

（３）演  目   制作したドキュメンタリー映像作品「多摩六都の輝き」の上映と、 

トークショー 
 

（４）参加状況   受講者 19人（26年度：29人）  

発表会入場者数 121人（26年度：189人） 
 

（５）主  催   西東京市・多摩北部都市広域行政圏協議会 

 


