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ファーレ立川アート管理委員会事務局（立川市地域文化課） 

＜報道機関 各位＞ 

 

街全体が美術館に！ 立川が世界に誇るパブリックアートを活用した 

「ファーレ立川 アートミュージアム・デー2017春」を開催 

 

世界 36ヵ国 92人のアーティストによる 109点のパブリックアートを擁する立川駅北口「ファ

ーレ立川」を美術館に見立て、様々なプログラムを展開します。立川が世界に誇るパブリックアー

トの街「ファーレ立川」へぜひご来場ください。 

 

■シンポジウム「ファーレ立川 世界を映す街 ～21 世紀のパブリックアートの出発がここにある」 

『ファーレ立川パブリックアートプロジェクト 基地の街をアートが変えた』（北川フラム著）が

出版されることとなりました。20年を超えるファーレ立川の軌跡と今後の展望について語るこの本

をもとに、シンポジウムを開催します。当日は、ファーレ立川の参加アーティスト フェリーチェ・

ヴァリーニ氏もお招きし、姉妹都市・長野県大町市で今年 6 月に北アルプス国際芸術祭が開催され

ることをうけ、大町市長にもご参加いただきます。 

 

日時：３月 18日（土）14：00 - 16：00 

場所：女性総合センター・アイム１階ホール（参加無料） 

定員：120人（申込順） 

基調講演 ：北川フラム（アートディレクター） 

招待講演 ：フェリーチェ・ヴァリーニ（アーティスト） 

報  告 ：ファーレ倶楽部（アート案内市民ボランティア） 

メッセージ：牛越徹（長野県大町市長） 

鼎  談 ：北川フラム、 

北川一成（コミュニケーションデザイナー）、 

清水庄平（立川市長） 

＜申し込み＞ 

 参加者全員の氏名、電話番号（ファクス番号）を書いて、 

ＦAXまたはメールで下記ファーレ立川アート管理委員会 

事務局へ。 

ファーレ立川アート管理委員会事務局：立川市産業文化スポーツ部地域文化課 

TEL：042-523-2111内線 4501 FAX：042-525-6581 

e-mail：chiikibunka-t@city.tachikawa.lg.jp 

 

 

 

 

 

 



■屋外インスタレーション＆アートワークショップ 

「Relational air / sky ～Tachikawa ∞ Ohmachi」on ファーレ立川 

アーティスト：気流部・森野晋次 

姉妹都市・長野県大町市とアートを通した交流の第 1 弾として「北アルプス国際芸術祭」のプレ

イベントで行われた屋外インスタレーション＆ワークショップをファーレ立川ならではのかたちに

変えて展開します。今回のワークショップでつくられた作品は「北アルプス国際芸術祭」で展示さ

れ、立川と大町の空をアートが繋ぎます。 

 

・屋外インスタレーション 

日時：３月 13日（月）～20日（月・祝） 場所：立川髙島屋北側道路付近（鑑賞無料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・アートワークショップ 

白地のプロペラへ自由に絵や文字を描き、立川の風に彩りを与えます。 

日時：３月 18日（土）、19日（日）の 10：00 - 16：00 

場所：立川髙島屋北側 赤い植木鉢作品周辺（参加無料） 

定員：計 200人（先着順） 

 

■展示「未来へつなぐ ファーレ立川アーカイブ」 

ファーレ立川計画当時のアーティストのスケッチや模型の特別展示、今年 5 月で結成 20 周年を

迎えるボランティアグループ「ファーレ倶楽部」の活動記録、坂口寛敏氏（ファーレ立川アート作

家）によるワークショップの作品等を展示します。また立川市の姉妹都市大町市でこの夏開催され

る「北アルプス国際芸術祭」の紹介もします。 

日時：３月 14日(火) ～20日（月・祝）の 

9：00 - 22：00［16日(木)休館］ 

場所：女性総合センター・アイム 

１階ギャラリー（入場無料） 

 

■ファーレ倶楽部スペシャルアートツアー 

ボランティアグループ「ファーレ倶楽部」によるアートガイドツアーです。ファーレ立川アート

を熟知したガイドが作品をご案内します。今回はアートミュージアム・デーならではの特別ゲスト、

ファーレ立川アートの人気作家フェリーチェ・ヴァリーニ氏 

による作品解説もあります。 

日時：３月 18日（土） 

10：30 女性総合センター・アイム１階ロビー集合 

（参加無料） ※所要時間 1時間程度 

 



■アート×フード 

期間限定で、ファーレ立川近隣ホテルやカフェがファーレ立川アートをイメージしたメニューを販

売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ファーレ立川 アクセス＞ 

JR立川駅北口、多摩モノレール立川北駅より歩行者デッキで直結 

 徒歩で立川駅北口より 3分、立川北駅より 2分 

 

＜主催＞ 

ファーレ立川アート管理委員会 

事務局：立川市産業文化スポーツ部地域文化課 

〒190-0022 立川市錦町 3-3-20 たましん RISURUホール（立川市市民会館）2階 

TEL：042-523-2111 内線 4501 

FAX：042-525-6581 e-mail：chiikibunka-t@city.tachikawa.lg.jp 

ホームページ：http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/faretart/ 

Facebook  ：https://www.facebook.com/faretart 

ミュージアムアート \518 

期間：3/1～31場所：パレスベーカリー（曙町 2－40－15パレスホテル立川 1階） 

ジャン＝ピエール・レイノーの赤い植木鉢を模したケーキ。パレスホテル立川１F

のラウンジ「サロン・ドゥ・カフェ」でも提供します（￥594）。 

極辛ファーレピッツァセット ¥1,620 

期間：3/1～24 場所：Cinema Cafe PIZZARIA BAR NAPOLI立川（曙町 2－42

－26 CINEMA TWO 1階） レベッカ・ベルモアの作品にちなみ、太陽を感じる辛

いピザとサラダ、ラテ、ドルチェのセット 

ファーレ・コーヒーセット \1,020 

期間：3/10～24 場所：炭火焙煎珈琲 桜乃 立川店（曙町 2－42－23アーバン

ライフ立川 1階） 坂口寛敏「バーコード・ブリッジ」風に粉砂糖をあしらった焼

き菓子と飲物のセット 

立川アートラテ ¥550 

期間：3/1～3/31 場所：akari cafe（曙町 2－42－23アーバンライフ立川 1階） 

ジョナサン・ボロフスキー「ブリーフケースをもった男」をココアパウダーでかた

どったアートラテ 

アートカクテル フレッシュグレープフルーツの MIMOSA \500 

期間：3/1～31 場所：MOTHERS ORIENTAL（曙町 2-8-5シネマシティ 1階） 

エステル・アルバルダネの「タチカワの女たち」と 3月 8日の国際女性デー（ミモ

ザの日）にちなんだカクテル 

■問い合わせ先 

立川市産業文化スポーツ部地域文化課 TEL：042-523-2111 内線 4501 

http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/faretart/
https://www.facebook.com/faretart
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風に彩りを与えます。

＜日時＞3月18日（土）、19日（日）10：00～16：00

立川髙島屋北側 赤い植木鉢作品周辺（参加無料）

＜定員＞計200人（先着順）

＿展示

「未来へつなぐ ファーレ立川アーカイブ」

ファーレ立川計画当時のアーティストのスケッチや

模型の特別展示、今年5月で結成20周年を迎える

ボランティアグループ「ファーレ倶楽部」の活動記

録、坂口寛敏氏（ファーレ立川アート作家）による

ワークショップの作品等を展示します。また立川市

の姉妹都市大町市でこの夏開催の「北アルプス国

際芸術祭」の紹介もします。

＜展示期間＞3月14日(火)～20日（月・祝）

9：00～22：00 ※16日(木)休館

＜会場＞女性総合センター１階ギャラリー（入場無料）

＿ファーレ倶楽部スペシャルアートツアー

ボランティアグループ「ファーレ倶楽部」によるアート

ガイドツアーです。ファーレ立川アートを熟知したガ

イドが作品をご案内します。今回はアートミュージア

ム・デーならではの特別ゲスト、ファーレ立川アート

の人気作家フェリーチェ・ヴァリーニ氏による作品解

説もあります。

＜日時＞3月18日（土）10：30～

＜集合場所＞女性総合センター１階ロビー（参加無

料）※所要時間1時間程度

＿出版記念シンポジウム

「ファーレ立川　世界を映す街 ～21世紀のパブ

リックアートの出発がここにある」

ファーレ立川アート管理委員会の企画により、北川

フラム著『ファーレ立川パブリックアートプロジェクト

基地の街をアートが変えた』が出版されることとな

りました。20年を超えるファーレ立川の軌跡と今後

の展望について語る本書の出版を記念して、シン

ポジウムを開催いたします。当日は、ファーレ立川の

参加アーティスト フェリーチェ・ヴァリーニ氏もお招

きし、姉妹都市・長野県大町市で今年6月に北アル

プス国際芸術祭が開催されることをうけ、大町市

長にもご参加いただきます。

基調講演：北川フラム（アートディレクター）

招待講演：フェリーチェ・ヴァリーニ（アーティスト）

報告：ファーレ倶楽部（アート案内市民ボランティア）

メッセージ：牛越徹（長野県大町市長）

鼎談：清水庄平（立川市長）、北川フラム、北川一成

（コミュニケーションデザイナー）

＜日時＞3月18日（土）14：00～16：00

＜会場＞女性総合センターアイム１階ホール（参加無料）

＜定員＞120人（申込順）

＜申し込み・お問い合わせ＞参加者全員の氏名、

電話番号（ファクス番号）を書いて、ＦAXかメールで

事務局へお送り下さい。

＿屋外インスタレーション＆アートワークショップ

「Relational air/sky ～Tachikawa∞Ohmachi」

on ファーレ立川

姉妹都市・長野県大町市とアートを通した交流の

第1弾として「北アルプス国際芸術祭」のプレイベント

で行われた屋外インスタレーション＆ワークショップ

をファーレ立川ならではのかたちに変えて展開しま

す。今回のワークショップでつくられた作品は「北ア

ルプス国際芸術祭」で展示され、立川と大町の空

をアートが繋ぎます。

アーティスト：気流部・森野晋次

協力：北アルプス国際芸術祭実行委員会

・屋外インスタレーション

＜展示期間＞3月13日（月）～20日（月・祝）

立川髙島屋北側道路付近（鑑賞無料）

・アートワークショップ

白地のプロペラへ自由に絵や文字を描き、立川の

世界36ヵ国92人のアーティストによる109点のパブリックアートを擁する立川駅北口「ファーレ立川」を
美術館に見立て、様々なプログラムを展開します。立川が世界に誇るパブリックアートの街「ファーレ立
川」へぜひご来場ください。

「ファーレ立川 アートミュージアム・デー 2017」

開 催

3月13日（月）～20日（月・祝）

＿アート×フード

期間限定で、ファーレ立川近隣ホテルやカフェが

ファーレ立川アートをイメージしたメニューを販売します。

・ミュージアムアート 

パレスベーカリー（曙町2-40-15 パレスホテル立川1階）

ジャン＝ピエール・レイノーの赤い植木鉢を模した

ケーキ。パレスホテル立川１Fのラウンジ「サロン・ドゥ・

カフェ」でも提供します（￥594）。

販売価格 \518 （販売期間3/1～31）

・アートカクテル フレッシュグレープフルーツのMIMOSA

MOTHERS ORIENTAL（曙町2-8-5 シネマシティ1階）

エステル・アルバルダネの「タチカワの女たち」と3月8

日の国際女性デー（ミモザの日）にちなんだカクテル。

販売価格 \500 （販売期間3/1～31）

・極辛ファーレピッツァセット

Cinema Cafe PIZZARIA BAR NAPOLI立川（曙町

2-42-26 CINEMA TWO 1階）

レベッカ・ベルモアの作品にちなみ、太陽を感じる

辛いピザとサラダ、ラテ、ドルチェのセット。

販売価格 \1,620 （販売期間3/1～24）

・ファーレ・コーヒーセット

炭火焙煎珈琲 桜乃 立川店（曙町2-42-23　アー

バンライフ立川1階）

坂口寛敏「バーコード・ブリッジ」風に粉砂糖をあし

らった焼き菓子と飲物のセット。

販売価格 \1,020 （販売期間3/10～24）

・立川アートラテ

akari cafe（曙町2-42-23 アーバンライフ立川1階）ジョ

ナサン・ボロフスキー「ブリーフケースをもった男」を

ココアパウダーでかたどったアートラテ。 

販売価格 \550 （販売期間3/1～31）

協賛金を募集しています

ファーレ立川アートをこれからも保存・活用していく

ために、協賛金を募集しています。

振込先：○○○○○○○○

＊恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。

「ファーレ立川
アートミュージアム ・ デー

2017 春」
3月18日（土）展示13日（月）～20日（月・祝）
開  催

ファーレ立川アートの本が完

成しました！

『ファーレ立川パブリックアー

トプロジェクト―基地の街を

アートが変えた』 

企画 ファーレ立川アート管

理委員会／北川フラム著／

現代企画室刊

A5並製200頁　普及版2200

円＋税／英訳付3000円＋税

3月下旬発売予定（3月18日

出版記念シンポジウム会場

にて特別先行販売予定）
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「ファーレ立川
アートミュージアム ・ デー

2017 春」
3月18日（土）展示13日（月）～20日（月・祝）
開  催
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