
ごあいさつ 町田市長 石阪 丈―

令和 4年度「町田市民文化祭」が開催されますことを心からお喜び申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の影響が続 く中、創意工夫を重ねられ、この「町田市民文化祭J

開催の日を迎えられたことは、町田市の文化を守 り、支えるという、強い思いの表れであ り、

準備からご尽力いただきました皆様に感謝申し上げます。

町田市は、今年度から新たにスター トさせた基本構想 。基本計画「まちだ未来づ くリビジョン 2040」 におけ

る施策のひとつとして、「文化芸術に親 しめる環境・機会を充実させる」ことを掲げています。これからも、市

民の誰もが充実した時間を過ごし、さまざまな文化芸術に触れられるようなまちづ くりを進めてまいります。

結びに、皆様のますますのご活躍を祈念 して、ごあいさつとさせていただきます。

ご挨拶 一般財団法人町田市文化 。国際交流財団理事長 高橋 豊

「町田市民文化祭」の開催に当たり、一言ご挨拶申し上げます。

今年は町田市民ホールが改修工事中のため、町田市民文化祭は分散開催 となり、町田市文

化協会の皆様には大変ご不便をおかけすることなりました。しかし、皆様方の文化の振興に

対する熱意で、分散開催のデメ リットを克服 し、文化の発展に大きく寄与 していると感 じてお ります。新型

コロナウイルス感染症の終息が未だに見えない中、町田市民文化祭は一筋の光になるのではないでしょうか。

当財団も今回の経験を糧に、文化芸術活動の発展に寄与して参 りたいと考えてお ります。

結びに、町田市文化協会の皆様の益々のご発展 と、町田市民文化祭が多 くの市民の方の参加により、町田

市の文化のすそ野が大きく広がることを祈念 してご挨拶 とさせていただきます。

ご挨拶 一般社団法人町田市文化協会会長 高野 宗佳

1  令和 4年第 44回「町田市民文化祭」開催に当たりご挨拶を申し上げます。

今年のキャッチフレーズは「希望につなく
゛
」 と決定致しました。

いまだ新型コロナウイルス感染症拡大の影響に予断を許せない日々が続き、併せて不穏な

事態にも心の痛む事が多い昨今でございます。しかしこのような時こそ大きな希望をもつ事は大切であ り、

更に文化力を高める事は人々の心に豊かさをもたらすものと存 じます。市民文化祭がその一助 となります様

に念 じてお ります。

折しも町田市は「文化芸術に親 しめる環境・機会を充実させるJこ とを施策

の一つ として様々に取 り組まれてお ります。当協会 としてはこの流れの中で、前向きに歩めます様に精励す

る所存でございます。

この度の文化祭会チ易問題でご高配を賜 りました町田市、共催の文化 。国際交流財団はじめ後援・協力を頂

きました皆様、賛助会員各位より数々のご支援を頂きました事に、改めまして心 よりお礼を申し上げます。

和光大学ポプ リホール鶴川 開館 10周年 誠におめで とうございます
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記念式典ウエルカムコンサー ト

出 演 :Vocal Ridia(町 田」azzを 楽しむ会)

ギダー演奏 麻生 一平
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丈イヒ禁
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(舞台部門)

町田市吟詠連盟

町田市舞踊連合会

町田市民謡協会

NPO町田楽友協会

東京者[日丁田市フラ協会

ハワイ音楽とフラを楽しむ会

(ハ ワイ音楽と舞踊研究会改め)

町田市シャンソン文化協会

ナベ音楽協会(ソ ピック音楽協会改め)

町田」azzを楽しむ会

音楽の泉 (マ シャンフドルチャリティの会改め)

NPO町田演劇鑑賞会

岩田マンドリーノ・シンフォニカ

(展示善『F日 )

町田華道協会

町田市書道連盟

町田市人形文化連盟

町田市美術協会

むかし袋の会 (A° ッチワークキl♭卜研究会改め)

(―社)WHAIS

(文芸部F日 )

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

以上 22団体

賛助会員とは

当協会の活動の趣意をご理解いただき、事業に協力・賛助するためにご入会いただく個人、または団体の会員様です。

常時入会を受け付けております。詳細は (―社)町田市文化協会 090‐ 7946-5834(高野)迄  machida.bunka@gm江 1.com

令和 4年度 賛助会員のご紹介

きもののお手入れ専門旭屋 様

いアベ企画 様

石井 章夫 様

石阪 恭子 様

えびす屋商事向柴崎亜紀子 様

大塚 信彰 (トテンショッフ
°
森の風)様

小関 恵里花 様

い華 月様

木目田 征 様

虚心亭 池田博子 様

小日向 庸三 (Hana cha Caf6)様

国際ソロブチミス ト町田様

小寺 法子 様

いさがみや様

硼さくら建物 江成 勝敏 様

讃岐 恵舟 様

渋谷 武己様

$ハ倉J建 深澤 勝 様

田賀法律事務所 様

茶懐石 ノ
Jヽ すぎ様

月亭 町田店様

つちや生花店様

東京がスライフA｀ ル澤井4拇 澤井宏行 様

団東京町田学園 井上博行 様

l本先l中野屋 様

l本内日本堂 様

馬場 昭乃 様

原町田七福会 様

百選 F口 刷い 様

阻平野屋金物店 平本 勝哉 様

広瀬 啓友 様

ASVペ スカ ドーラ町田 様

細野 敏雄 様

町田こひつじ幼稚園 豊田 ゆり子 様

(―社)町田市観光ウギツション協会 様

(―財)町田市体育協会 様

町田市農業協同組合 様

町田商工会議所 様

FC町田ゼルビア様

町田パリオ様

まほろ座 MACHIDA様
MOA美術館町田みんなの児童作品展 様

武相新聞 (町田タイムズ社)様

爛ミサワ商事 様

和菓子 みのり庵和み様

爛武藤興行 武藤 充 様

和光産業い

和菓子 明月堂 様

い レンブラントホテル東京町田様

老舗 ひじかた園 様
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当協会の目的に賛同する法人・団

体は、所定の力ll盟 申請書に必要書類

を添付し、お申し込み頂きます様お

願いします。詳細につきましてはお

間い合せ下さい。

問い合せ先

(―社)町田市文化協会

090‐ 7946‐5834(高野)

machidattbunka@gmailHcom

‐般社団法人町田市文化協会

加盟団1体募集 !

(ご芳名 五十音順 )
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