平成30年度史化寮
第41回「町田市民文化祭」秋の催し
平成30年10月30日（火）〜11月4日（日）

町田市民ホール

主催：（一社）町田市文化協会
共催：（一財）町田市文化・国際交流財団

後援：町田市
・ご来場の節は公共交通機関をご利用下さい。
・ゴミはお持ち帰り下さい。
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（舞台部門）
町田市吟詠連盟
NPO町田楽友協会
琴伝流大正琴琴望会 宮川哲夫研究会「モロッコ椅子」
町田市舞踊連合会 東京町田プラ協会
町田市民謡協会
ハワイ音楽と舞踊研究会
町田市民踊親和会 町田市シャンソン文化協会

（展示部門）
町田華道協会
創作陶芸紅土会
町田市書道連盟
町田市人形文化連盟
町田市美術協会
パッチワークキルト研究会

（文芸部門）
町田茶道会
町田市俳句連盟
町田市囲碁連盟
映像文化研究会

ごあいさつ

ごあいさつ

一般財団法人

町田市文化・国際交流財団

町田市長 石阪丈−
今年も、「町田市民文化祭」が町田市文化協会の皆様方の
ご協力により、盛大に開催されますことを心よりお慶び申
し上げますとともに、日ごろから貴会の皆様には、市民文
化の向上と振興にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
この「町田市民文化祭」は、文化芸術の魅力を伝え、そ
れぞれの文化団体の相互の交流や連携を図る機会として、
地域文化の発展と向上を支えている町田市における一大芸
術文化イベントであり、例年、大きな盛り上がりを見せて
おります。
文化芸術に取り組んでいる皆様が、自主的で創造性あふ
れる活発な活動の中で、仲間と共に楽しみ、また、来場さ
れた皆様が、新たな出会いや発見にめぐり合う、そんな文
化祭になればと思っております。
結びに、「町田市民文化祭」が市民の皆様の活発なご参加
により、ますます盛大な文化祭となりますようご期待申し
上げるとともに、関係各位のご健勝とご活躍をお祈りし、
私の挨拶とさせていただきます。

理事長 鷲北秀樹

町田市民文化祭「秋の催し」が町田市民ホールで開催され
ることを心よりお慶び申し上げます。
加盟団体の皆様におかれましても、日頃の活動の成果を十
分に発揮するとともに、一人でも多くの方に文化芸術の素晴
らしさを伝えていただければと思っております。
毎年開催される町田市民文化祭は、市民の文化の祭典とし
て地域に定着しており、秋の一大イベントとして、多くの方々
に親しまれております。
この文化祭の担い手となっている町田市文化協会に敬意を
表し、今後の活動に期待いたします。
私ども財団としても、町田市民文化祭をきっかけにして、
これからも町田市文化協会の皆様と一緒に町田の文化の発展
に向けて努力していきたいと考えております。
最後に、多くの市民の皆様が町田市民ホールに足を運んで
いただき、文化祭が盛大に行われることを期待し、またこれ
からも継続して開催されることを祈念いたしまして、ご挨拶
とさせていただきます。

記念式典11月3日（土・祝）15時〜16時
秋の市民文化祭は今年で41回目を迎え、今年から（一社）町田市文化協会が主催となり、（一財）町田
市文化・国際交流財団が共催となりました。
各界からのご来賓を迎え、顧問を始めとし加盟20団体の理事・役員等が参加し開催致します。又、
14時40分から舞台にて楽友協会の音頭の下に「ふるさと町田よ」を合唱致しますので、是非ともご参
加下さいますようお願い申し上げます。
（一社）町田市文化協会 会長 高野宗佳
平成30年度文化祭式典次第

1．開会のことば
2．文化協会会長挨拶
3．財団理事長挨拶
4．町田市長祝辞
5．来賓祝辞
6．来賓紹介
7．文化協会顧問・加盟団体理事紹介
8．閉会のことば

賛助会員のご報告

（御芳名五十音順）

文化協会の活動にご理解を頂き、ど支援頂きました皆様をご紹介させていただきます。

石 阪 宗 恭様
井 上 博 行様
㈲大塚商店様
岡 野 宗 幹様
株式会社創建 深澤勝様
春日古流松穎会横
木日田
征様
きものお手入れ専門旭屋 勝川由規様

熊 沢
洋様
呉服 い と−藤様
国際ソロプチミスト町田様

小 山 克 己様
㈱さ がみや様
㈱さくら建物様

茶道具 くぼ田様
㈲渋谷商工様
鈴 木 京 泉様
鈴 木 螢 梢様
須 山 庸 泉様
㈱ゼル ピア様
田賀法律事務所様
茶懐石 小すぎ様
東京ガスライフノUレ澤井株式会社様

㈱ 日 本 堂様
百選印刷㈱様
㈱平野屋金物店様
藤井タイプ印刷様
ベストウエスタンレンブラントホテル東京町田様

宝
永
堂様
細 野 敏 雄様
ホテルラポール干寿闇様
町田・デザイン専門学校様
まちだ雑学大学（代表松香光夫）様
（一社）町田市観光コンベンション協会様

町田商工会議所楼
㈱ミサワ商事様
三 橋 信 介様
㈱武藤興業様
明
月
望楼
老舗ひじかた園楼
（一社）WHAlS（代表岡野美紀子）様

和菓子みのり庵和み様

10月30日（火）
10：00

市民囲碁大会（町田市囲碁連盟）

10：00

ワークショップ

1F
1F

第4会議室
第1会議室

「響きの森の仲間たち」（NPO町田楽友協会）（要予約）
【美しい日本の歌を楽しみましょう】【弦楽器の体験】
2

13：00

映画上映（映像文化研究会）「KANO1931海の向こうの甲子園」

1

大正琴演奏会（琴望会）

1

13：00 人形美術展（町田市人形文化連盟）【人形春作ろ瑚

4

13：00

書道展（町田市書道連盟）E書を書こう】
いけばなとのコラボ

17：00

〜19：00

干葉佑さんとみんなで歌おう

エントランス
F rr F F

11：00

2F

（招待公演有料300円）

蓋
一
冊

1F

ホ第第ギ

まち☆ベジ地場産新鮮とりたて野菜即売会

10：00〜14：00

ホール

歌は人を元気にし、笑顔と健康の輪を広げたい日

各団体の催しのご紹介（凡例E∃舞台部門 ⊂］展示部門 団文芸部門）

10月30日（火）

10月30日（火）11：00〜14：30

10：00〜19：00

2Fホール

第4会議室

催し内容

催し内容
棋力により、1、名人戦 2、Aクラス（三段以上）3、B
クラス（初〜二段）4、Cクラス（級位者）にクラス分けし、
予選リーグ戦から決勝トーナメント戦を開催。各クラス優勝
〜3位を決定して表彰します。

町田市囲碁連盟 ●結成＝平成7年4月●会員数：120名
幽玄な囲碁の探求・棋力向上と、会員相互の親睦を図り乍
ら市民囲碁大会や研修会を通して、囲碁の普及と市民文化の
向上を目指しています。
例4−986−1669

春畑

琴伝流大正琴ことみ（琴望）会
●結成：昭和58年4月 ●会員数：500名（町田地区200名）

大正琴の普及並びに演奏活動を通じて、会員相互の親睦と
地域文化の向上を図り、生涯教育を進めていきます。

※申し込みはがきにて、先着釦名受付

問合せ先

ソプラノ・アルトテナー・ベースの大正琴を使い、童謡・
民謡・ポピュラー・クラシックの合奏曲を演奏します。

問合せ先
044−911−3321

井上望邦

陸

軍襲撃

淵m喝≡還

人形美術展
「KANO1931海の向こうの甲子園」

10月30日（火）〜11月3日（土・祝）
10：00〜17：00
（初日は13：00〜、最終日は16：00まで）

10月30日（火）13：00〜16：20

第4会議室

第2会議室

かいせつ

催し内容
洋人形、ぬいぐるみ、押絵、衣装人
形、木目込人形、彫塑人形、創作人形、
三ツ折れ、木彫人形、御所人形、その
他を展示します。

の名前は「嘉義農林学校」通称「嘉農（KANO）」である。

町田市人形文化連盟：望監讐呈篭年10月

映像文化研究会●結成：平成11年4月●会員数＝70名
自然への畏敬や感謝の心を大切にしてきた日本文化の継承
の為、その文化を守り伝える人々に感動を与えてきた映像を
通じて、現代の社会教育・家庭教育のあり方を問う活動を行

町田市の文化祭に毎年参加し、本年は「42回人形展」 で
す。「人形を愛して」をスローガンに掲げ、これからも、 人
形普及と研究に精進してまいります。
文化祭の展示中は講習会も500円（材料費）で40年間いた
しております。まずは42回人形展も、私どもの気持を込め

っています。

てご披露致します。

問合せ先

0鋤−3別2−8953

谷山良太

問合せ先

725−2585

川合七江

㍍餞掛だ梢観相琉蟹担撞摂関減痙照準

今年の甲子園大会は100回の記念大会
を迎えた。この歴史ある大会のうち、87
年前に行なわれた第17回大会の映画である。
この大会に台湾の高校（旧制中学）が初出場にもかかわらず
次々と強豪校を倒し決勝まで進んで行ったのである。その学校

10月31日（水）
1F

10：00 人形美術展（町田市人形文化連盟）

第2会議室

【人形を作ろう】
10：00 書道展（町田市書道連盟）【書を書こう】いけばなとのコラボ

4F ギャラリー

10：20 歌唱の集い（宮川哲夫研究会）

2F

ホ1ル

13：00 俳句展（町田市俳句連盟）【親子で俳句を詠みましょう】

1F

第1会議室

13：00 パッチワークつるし飾り展（パッチワtクキルト研究会）

1F

第3会議室

13：00 陶芸展（創作陶芸紅土会）陶芸といけばなのコラボあり

1F

第4会議室

13：00 いけばな展（町田華道協会）−【いけばな体験】

1F

第4会議室

17：00 ハワイ音楽のバンド演奏とフラの集い（ハワイ音楽と舞踊研究会）

2F

ホール

瞳ずま袋の講習会ヨ

各団体の催しのご紹介（凡例．E≡］舞台部門［コ展示部門 匿≡∃文芸部門）

10月31日（水）

10月31日（水）

17：00〜21：00

10：20〜15：00

ハワイ音楽と舞踊研究会は、ウクレレクラブ3団体とバ
ンドグループ1団体及び直属フラグループ2団体で構成さ
れております。今年は結成10周年を迎え、市民文化祭で
市民ホールの舞台は10回目となります。他に市民フォーラ
ムでのコンサート等で技術向上と相互親睦をはかるととも
に、団体メンバー有志によるボランティア活動で老人ホーム
慰問を行うなど地域活動にも積極的に取り組んでいます。

ハワイ音楽と舞踊研究会

090−7940−8763

所

書

洋

道

に、よく歌われているカラオケ歌謡の数々を宮川研の会
員と公募の一般市民が歌います。

宮川哲夫研究会「モロッコ椅子」
●結成：平成16年6月 ●会員数：20名

問合せ先

795−1947

矢野幸子

パッチワークつるし飾り展

展

10月30日（火）

10月31日（水）

10：00〜17：00

10：00〜17：00

（初日13：00〜、最終日16：00まで）

（初日13：00〜、最終日16：00まで）

4F・ギャラリー

第3会議室

催し内容

『タペストリー、ベッドカバー、

漢字・かな・詩文書など異なる分野の作品が、それぞれ
の書法で自由に表現されているので、誰でも楽しくご覧い
ただけます。
町田市書道連盟は昭和36年8月に結成され、永年の伝
統の中で培われた、しっかりした組織と融和の精神で和や
かに運営されている。活動としては、町田市書道連盟、書
初展、研修会、さくらまつりの参加が年中行事であります。

町田市書道連盟 ●会員数95名
問合せ先

町田に在住した作詞家「宮川哲夫」の作品紹介ととも

町田に関係のある作詞家「宮川哲夫」の作品を知り、
会を結成。
宮川作品中心に日本の歌を歌仲間と歌い親睦を高め、
音楽会及び演奏会への参加や開催等を行っている。

●結成：平成20年12月
●会員数：97人
聞合せ先

催し内容

795−1662

宮本博志

バッグ、ポーチなど素朴で温もり
のあるキルトの数々。手作りの素
晴らしさをお伝えしていきたいと
思います。気の合う仲間と楽しく、

時には励まし合いながらお稽古しています。』

パッチワークキルト研究会
●結成：昭和55年4月 ●会員数：32名
問合せ先

722−3389

熊揮初恵

11月1日（木）
10：00

俳句展（町田市俳句連盟）【親子で俳句を詠みましょう】

1F

第1会議室

10：00

人形美術展（町田市人形文化連盟）【人形を作ろう】

1F

第2会議室

10：00

パッチワークつるし飾り展（パッチワークキルト研究会）

1F

第3会議室

【あずま袋の講習会】
10：00

陶芸展（創作陶芸紅土会）陶芸といけばなのコラボあり

1F

第4会議室

10：00

いけばな展（町田華道協会）【いけばな体験】

1F

第4会議室

10：00

書道展（町田市書道連盟）いけばなとのコラボ【書を書こう】

4F ギャラリー

2F

11：00〜15：00 唄と踊りの集い（田J田市民踊親和会）

11：00〜17：00

和装小物販売会

2F＿
2F

16：00〜20：00 舞踊の集い（町田市舞踊連合会）

各団体の催しのご紹介（凡例＝Eヨ舞台部門［コ展示部門

ホール

ロビー
ホール

「 文芸部門）

唄と踊りの集
11月1日（木）

11月1日（木）

11：00〜15：00

16：00〜20：00

催し内容

催し内容
新舞踊・創作舞踊・民舞・カラオケ 踊りと歌の発表です。

町田市民踊親和会：聖霊姦日苧監含誓9月
踊りと歌を愛好する人達の団体です。大勢の方々に来場、
御高覧頂き楽しい一日を過ごして頂きます様会貞一同舞台
を勤めさせて頂きます。
本年平成30年4月訪日には創立50周年とチャリティー
ショー亜回の記念発表会を開催致しました。
これからも楽しい舞台を精進してまいります。
問合せ先

陶

芸

793−4766

原田律子

流派を問わずに踊りの好きなグループまたは団体です。
日舞・現在舞踊・創作舞踊・民族舞踊等、また一般の方
の申し込みを心よりお待ち申し上げております。

町田市舞踊連合会：聖霊姦日驚喜誓4月
市内在住・在勤の舞踊愛好者の団体グループです。年
と共に「我を張らず」心やさしく愛のある親睦を心に文
化向上に努力して会員一同舞踊の道（礼儀）を大切に暖
かい「和の輪」をモットーに頑張りたいと念じつつ。
問合せ先

090−1661−0512

いけばな展

展

10月31日（水）〜11月4日（日）

10月31日（水）〜11月4日（日）

10：00〜17：00

10：00〜17：00

（初日13：00〜、最終日16：00まで）

第4会議室

（初日13：00〜、最終日16：00まで）

第4会議室

催し内容
紅土会々員と公募で参加された一般市民の方々の茶器・花器・
食器・造形作品等の陶芸作品を展示します。

創作陶芸紅土会；聖霊逮幣豊年
紅土会の活動も今年で約47年になります。昭和46年に町田
市高ヶ坂に町田紅土窯（マチダコウドガマ）を築窯すると同時に
活動が始まり、平成9年に町田市木曽東に移築、現在に至ります。
主に技法は「手びねり」で毎日の生活の中で使える物と公募展
への出品作品を中心に制作しています。又、文化協会・美術協会
等の市民活動へも積極的に参加して地元の文化向上にむけて微力
ながら努力しています。

南条久美香

聞合せ先 791−9202 須藤淑子

町田華道協会 ●会員数68名
町田華道協会は
昭和29年5月 町田いけ花同好会として発会
昭和43年11月 町田華道協会として発足
平成30年3月 創立65周年記念祝賀会を迎える事が出
来ました

写真は昨年11月市民文化祭いけばな展の折、市民ホー
ル4Fギャラリーで美術協会とのコラボ企画で生けました。
問合せ先

729−7292

広瀬啓友

緑に囲まれたオシャレなカフェで、
ピアノとハンマーダルシマーの生演奏

11月2日（金）
10：00〜15：00 民謡の集い（町田市民謡協会）

2F

10二〇〇

4F ギャラリー
1
2

l

3

室室室
議議議
会会会

l

第第第

l

俳句展（町田市俳句連盟）
【親子で俳句を詠みましょうヨ
人形美術展（町田市人形文化連盟）【人形を作ろう】
パッチワークつるし飾り展（パッチワークキルト研究会）

︻ト．F F

10：00
10：00
10：00

絵画・写真展（町田市美術協会）
いけばなとのコラボ E楽しく絵を描こう】

ホール

はずま袋の講習会】
10：00

陶芸展（創作陶芸紅土会）陶芸といけばなのコラボあり

10：00

いけばな展（町田華道協会）Lいけばな体験】

1F
1F

第4会議室
第4会議室

11：00〜、13：00〜 一緒に踊ろう盆踊り（町田市民開脚口会・町田市舞踊連合会）1F テラス
（参カロ者に無料ドリンク券を差し上げます）

16：00〜21：00

ピアノカフェショパン演奏会（招待公演

無料）

2F

ホール

各団体の催しのご紹介（凡例［＝］舞台部門［コ展示部門 図文芸部門）

会町田茶道会
●結成：昭和40年10月

11月2日（金）

茶

●会員数：55名

会：サロン：11月3日仕・祝）10：00〜15：00
テラス：11月3日（土・祝）10：00〜15：00

10：00〜15：00

親子茶会：第2会議室：11月4日（日）①10：00〜、②14：00〜

主な活動は、月例茶会（第三日曜日 毎月、年10回）を

町田市民謡協会：窒望姦日驚喜箸6月
民謡は日本古来から先人達より唄い継がれ、この日
本の伝統である民謡を皆々様と共に継承、普及に努力
しております。行事としては春の年次演奏大会と市民
文化祭の年2回です。文化祭では個人・合唱・三味線
尺八の合奏等を舞台で発表します。

町田市文化交流センター（5F）にて開催、小学校体験学習、
市民文化祭参加、薬師池公園茶会、男女平等フェスティバル
茶会参加、研修等の活動をしております。
茶道を通して日本伝統文化の継承、併せて会員相互の親睦
と研鍵を図ることを目的としております。
問合せ先

779−0253

高野宗佳

尚一般の方のご出演もお待ち申し上げております。
問合せ先

791−4023

勝又

771−2035

下里

絵画・写真展
11月2日（金）〜11月4日（日）

町田市俳句連盟
（秋桜俳句会町田俳句友の会梅林）

4F・ギャラリー

●結成：平成11年4月
●会員数：300名

11月2日（金）・3日（祝）・4日（日）の3日間

O「秋桜俳句」は各々の個性を尊
重し、会貞相互の親睦を計り乍ら
俳句文芸の向上を目指しつつ、心豊かな地域文化の振
興に努めて居ります。（見学大歓迎です）
O「町田俳句友の会」は昭和40年に5つの超結社を含
め、句会、研修会を実施。会貞50名。
O「梅林」は昭和58年に東京糸瓜俳句会が発足し、平
成16年5月に「梅林」を創刊。各地域に句会、初学教師、
吟行会、勉強会を行う。会員200名。
問合せ先

797−1577

10：00〜17：00（最終日は16：00まで）

小林絹子（俳句連盟会長）

楽しく絵を

措こう
を開催しますのでお気軽にご参加ください。ス
タンプラリーのスタンプ（景品）対象です。

町田市美術協会；彗望表口苧雪質11月
油彩画・水彩画・パステル・日本画・墨絵・墨彩画などの
絵画と、写真を展示していま
す。町田市における総合的な
美術団体です。町田市で活躍
する美術家・美術愛好家を会
貞としています。
問合せ先 三竹和行
090−2552−0690

喜賀陽開殿駁駅間均当

民謡の集い

室室室
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拒誕世
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F

会会ラ
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F

コ儀翁翁

l

F

第第ギ

l

F

サ第第第

l

10：00
10：00
10：00

【あずま袋の講習会】
陶芸展（創作陶芸紅土会）陶芸といけばなのコラボあり
いけばな展（町田華道協会）【いけばな体験】
絵画・写真展（町田市美術協会）いけばなとのコラボ

F

パッチワークつるし飾り展（パッチワークキルト研究会）

l

10：00

﹇﹁

茶会（町田茶道会）
俳句展（町田市俳句連盟）【親子で俳句を詠みましょう】
人形美術展（町田市人形文化連盟）【人形を作ろう】

l

10：00
10：00
10：00

F

11月3日（土・祝）

E楽しく絵を描こう】

13：00
わくわく秋のコンサート「夢・響き愛」（町田楽友協会）
15：00
記念式典
10：00〜15：00 テラスでもお茶会（町田茶道会）
11：00〜17：00 三陸物産販売会
15：30
吟詠大会（町田市吟詠連盟）

2F
2F

ホール
ホール

1F テラス
2F ロビー
2F ホール

各団体の催しのご紹介（凡例＝［＝コ舞台部門［コ展示部門 匿国文芸部門）
わくわく秋のコ
11月3日（土・祝）

11月3日（土・祝）

13：00〜14：40

15：30〜20：00

「天国と地獄」序曲・ドヴォル
ザーク 交響曲第8番・ワルツ
「ふるさと」・「花は咲く」等会場の皆様と共に楽しみましょう。
協力ソノリティー音楽学園「夢・響き愛」

ワークショップ10月甲日第1会議室10：00〜
1弦楽器体験 初めての方もバイオリンやビオラ・チェロ
にふれてみませんか？（要予約）
2 美しい日本の歌を楽しみましょう。

指導 福井成子先生 ピアニスト高橋紗代子先生

NPO町田楽友協会
732−9378

吟詠構成は、会員吟詠、青少年吟詠、一般参加吟詠、
相談役・参与吟詠、コンクール入賞者推薦吟詠、特別構
成吟詠、理事者吟詠、また、俳句連盟の俳句と吟詠コラ

町田市吟詠連盟；雲望姦讐誌芸晋12月
加盟団体11会派、日本伝統芸能の詩吟を通して、加
盟団体相互の親睦と扶助を深めると共に青少年の育成指
導に寄与することを目的としています。

●結成：平成5年10月（法人H．12年取得）●会員数：75名
問合せ先

催し内容

土井美千代

聞合せ先

728−0468

川添

これは響きの森の仲間たちの
障害者が手作りした
ピンパッチです。

11月4日（甜
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拒鮎ル
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室室室
議議議
会会会
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F

1

第第ギ

1

11

【楽しく絵を描こう】
＝：00
プラの集い（東京町田プラ協会）
11：00〜17：00 三陸物産販売会

F

10：00
10：00
10：00

俳句展（町田市俳句連盟）
【親子で俳句を詠みましょう】
パッチワークつるし飾り展（パッチワークキルト研究会）
【あずま袋の講習会】
陶芸展（創作陶芸紅土会）陶芸といけばなのコラボあり
いけばな展（町田華道協会）【いけばな体験】
絵画・写真展（町田市美術協会）いけばなとのコラボ

2

1

10：00
10：00

F

（町田茶道会）（500円要予約）

第第第

10：00、14：00【親子で親しむ茶会】

2F ホール
2F ロビー

11：30〜14：00 シャンソンとカンツォーネを聴きながらランチ（1200円）（要予約）1F テラス

17：00

シャンソンの流れる街 町田（町田市シャンソン文化協会）

2F

ホール

各団体の催しのご紹介（凡例＝［コ舞台部門［＝］展示部門 匿団文芸部門）

プラの
11月4日（日）17：00〜19：00

11月4日（日）

催し内容

11：00〜15：00

シャンソンにふさわしい秋の宵…日本語に訳されたシャンソンはわ

催し内容

かりやすく人生を語る心の歌。近年はのぴやかなカンツォーネの歌声

町田市在住、フラ大好き人
間の集いです。年一回の発表
会を重ねて第12回目を迎えま
した。大勢の皆様方のご支援のお陰で本年も盛大な発表と
なりました。アロハな舞台をぜひお楽しみ下さい。

東京町田プラ協会：彗望姦篭と誓4月
各流派を越えて、フラの技術及び芸術性の向上、情報交
換の場としてお互いに協力しあうことを目的として結成さ
れました。
問合せ先

090−9135一朗05

石橋

も参加。ピアノ・ベース・ドラム・ヴァイオリンによる生演奏で日頃
の成果を披露致します。又、市民の方の参加も広く呼びかけています。
特別ゲストに当会の副会長でもありカンツォーネ・オペラ界で話題の
ピーノ松谷も出演致します。

町田市シャンソン文化協会
●結成：平成22年4月
●会員数：39名
当協会は斗南良子シャンソン教室を
母体とし、ピーノ桧谷カンツォーネ教
室も参加し、今後も広く会員を募集し、歌唱技術の向上を図り一般の
方々にシャンソンに対する認識を広めてまいります。チャリティーコ
ンサートの参加、高齢者介護施設への慰問、町田市文化祭への参加等、
年間を通じて行なっています。

聞合せ先

090−3138−8039

ごしここ；…：：三三号芯二二三ここそこここ訂ミ：三■ぎ＝■■溢粘二二二双三

ご

挨

拶

「文化祭に皆で集まろう！」という思い
で、市民文化祭の準備を進めました。
皆様が和やかに力を合わせ、お互いの良
さを認め合い、参加してよかった！見に
行って楽しかった！明日も行ってみたい！

というように、市民文化祭を開催致したく
存じます。
カルチャーの語源は耕すということでも

あり、初日はまち☆ベジ地場産新鮮採りた
て野菜の即売会からスタートとなります。
広く多くの皆様にご参加頂き、新たな催
しも加わりまして、お楽しみが盛沢山でご
ざいます。
ご来場頂きまして、文化の秋を町田市民
文化祭でお楽しみ頂けましたら幸いでござ
います。
市民文化祭実行委員長 高野宗佳
実行委貞一同

