
時▷毎週木曜日、午後３時～６時▷毎週
土曜日、午前９時～正午場練成館月800
円申下

しも

遠
とお

野
の

さん☎（526）1032
●幸オカリナサークル　市の講習会から
始まって11年続くサークルです。第１週・
第３週は講師の指導があります。こぶし祭
への参加と、年６回のボランティア演奏活
動もしています対市内在住の60歳以上で
C管・F管の使用経験がある方時毎週火曜
日、午後１時30分～４時場こぶし会館、幸
福祉会館入1,000円月1,500円申中山さ
ん☎（536）2930
●油絵専科　油絵初心者を中心とする新
しいサークル。講師による丁寧な指導を
受けています。初心者歓迎時月２回の水
曜日、午後１時15分～４時45分場柴崎学

この欄の情報の連絡・交渉は当事者間
で。市は関与しません。掲載申込書は広
報課（市役所2階42番窓口）と各地域学
習館で配布するほか、市ホームページか
らダウンロードもできます。

まちのお知らせ

●スプリングフェスティバル ダンスパー
ティ　立川市ダンススポーツ連盟が主
催。明るい会場で、ミキシング、抽選会な
ど。男性アテンダントもいるので、一人で
も参加できます。直接会場へ時3月10日

習館入1,500円月1,500円定20人（申込
順）申堀江さん☎（511）1960
●曙囲碁クラブ　日常対局のほか、リー
グ戦や囲碁大会、懇親会、旅行なども。初
心者から上段者まで歓迎対60歳以上の
市民の方時▷講座・リーグ戦＝毎週火曜・
木曜日、午後1時から▷日常対局＝曙福
祉会館の開館日にほぼ毎日、午後1時か
ら場曙福祉会館入1,000円年4,000円申
石川さん☎（523）5745
●ジョイフル・アート　いっしょに楽しく
絵を描きませんか。画材は水彩、パステル
等、何でもOK。モチーフも人物や風景な
ど、多岐にわたります。市民講師の丁寧な
指導を毎回受けています時毎月第1・第3
火曜日、午後1時30分～4時30分場柴崎

㈰午後1時～3時45分場柴崎市民体育館
費500円（会場費）問稲田さん☎（536）
5138
●明日からの子育てにひと工夫～子供と
スポーツのカンケイセイ　立川青年会議
所第966回例会。スポーツを通して豊か
な人間性や自ら考える力を獲得するため
の講演を行います。直接会場へ時3月10
日㈰午後2時～3時（午後1時30分から
受付）場ららぽーと立川立飛1階イベント
スペース（多摩モノレール立飛駅直結）
定250人（先着順）問立川青年会議所☎
（527）1001
●名人小団治・圓王の本格的古典落語　
東京都弘済会が主催。滑稽噺や人情噺の
実力派2名人の落語会に100人を無料招

学習館月3,000円定10人（申込順）申小
お

幡
ばた

さん☎（525）1767
●泉体育館でテニスをやる会　会費は無
料。体育館使用料を会員利用者で分担し
ます対市内在住・在勤の方時泉市民体育
館の休館日（水曜日）を除く毎日、午前9
時～午後11時場泉市民体育館費体育館
使用料定15人（申込順）申玉

たま
利
り
さん☎090

（3226）4918
●立川市シルバー将棋同好会　年4回の
将棋大会やリーグ戦とトーナメント戦、将
棋講座、親睦旅行などを開催。初心者、女
性大歓迎対60歳以上の方時曙福祉会館
の開館日にほぼ毎日、正午～午後4時30
分ごろ場曙福祉会館入1,000円月500円
（半年分前納）申内田さん☎（536）3098

待します対市内在住の60歳以上の方時
4月26日㈮午後2時開演（午後1時開場）
場たましんRISURUホール定100人（抽
選）申3月15日㈮〔必着〕までに、往復はが
きに住所、氏名、年齢、電話番号、希望人
数（2人まで）、車いす席希望の有無、返信
用宛先を書いて、東京都弘済会寄席担当
〔〒104-0043中央区湊1-12-11八重
洲第七長岡ビル4階〕☎03（3551）1101

会員募集

●日本スポーツ吹矢協会立川　性別や
年齢を問わず、楽しく始められる安全な
健康スポーツです。腹式呼吸をベースに
し、精神力と集中力を高めます。体験無料

　平成30年度に、けやき台小学校と若葉小学

校が統合し、若葉台小学校が開校しました。こ

の小学校の校章と校歌が完成し、２月９日に行

われた式典で披露されました。校章は、九中の

生徒がデザイン、校歌も九中の生徒が作詞した

もので、いずれも児童たちの先輩の作品です。

そして、校歌の作曲は、たちかわ交流大使をつ

とめる山下洋輔さん。 「ワン・ツー・スリー・

フォー」と掛け声の入る歌詞を、子どもたち

は、元気いっぱいに歌いあげていました。

　ファーレ立川アートのロゴマークをデザイ

ンした北川一成さんを塾長に、ゲストとの対

話を通して進める距離の近い学習・交流の会

です。今回のゲストは、横浜市のアートを通

したまちづくり活動を牽引し、ファーレ立川

アート「ウォーターマーク（水標）」（右下写真）
の作家でもあるPHスタジオ代表の池田修さん。

時３月23日㈯午後１時30分～３時場 akariバル（曙町2-42-

23 アーバンライフ立川１階）費1,500円（ドリンク、オー

ドブル代ほか）定20人（申込順）申３月15日㈮〔必着〕までに、

「ファーレ立川アート塾申し込み」、氏名、電話番号（ファ

クス番号）を書いて、ファクス、Eメール、またははがきで、

ファーレ立川アート管理委員会事務局〔〒190-0022錦町3-3-20たましんRISURUホー

ル２階地域文化課内〕Fax（525）6581 e chiikibunka-t@city.tachikawa.lg.jpへ

トークイベント
 「ファーレ立川アート塾 vol.3」

　2100年、21世紀最後の年のファーレ

の森は苔むす森になっていた。立川で生

まれ育った少女 ネガイの前に森の妖精

たちが次々と出現！「ファーレの森を花

咲く森にもどしたい」というネガイの願

いはかなうのか。終演後、きっとファー

レ立川アートの作品を観て回りたくなり

ます。企画制作は、たちかわ創造舎。直

接会場へ。

時３月23日㈯▷午前11時～11時30分▷

午後３時30分～４時〔荒天中止〕場立川

髙島屋S.C.北側赤い植木鉢作品周辺

　ファーレ立川アートを熟知した市民

団体・ファーレ倶楽部が、選りすぐり

の作品を紹介。気づかなかったアート

のあれこれに出会えます。直接集合場

所へ時３月23日㈯▷午前11時40分～

午後０時20分▷午後４時10分～４時

50分〔雨天実施〕場立川髙島屋S.C.北側

本部ブース付近集合

　ファーレ立川近隣のホテ

ルやカフェで、ファーレ立

川アートをイメージしたメ

ニューを期間限定で販売し

ます（価格は税込）。

　キッチンカーがこだわりのコー

ヒーなどを提供します。アートツ

アーやイベントの合間にほっとひと

息どうぞ時３月23日㈯午前11時～

午後４時場立川髙島屋S.C.北側

オープンカフェ

アート×フード

ミュージアムアート
￥518

パレスホテル立川内
パレスベーカリー
（曙町2-40-15）

太陽のピッツァ
“ファーレピッツァ”セット

￥1,620
シネマカフェ ピッツェリアバール
（曙町2-42-26 CINEMA TWO 1階）

ファーレ・コーヒーセット
￥1,020

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）

ファーレ・チョコレートパイ
￥480

アダムスオーサムパイ
（緑町4-5コトブキヤビル201）

ファーレ立川アート×演劇
 「2100年のファーレ」

ファーレ立川アート
ミュージアム・デー2019 春

ファーレ立川へのアクセス

　ファーレ立川アートをこれからも保全、活

用していくために、協賛金を募集していま

す。「ファーレ立川アートミュージアム・デー

2019春」開催中に本部ブース（立川髙島屋

S.C.北側）に設置する募金箱に募金していた

だいた方にはオリジナルグッズをプレゼント

します。

協賛金を募集しています

立川駅

北口

JR中央線JR青梅線

立
川
北
駅

伊勢丹立川店

立川髙島屋S.C.

フロム中武

ビックカメラ

立川タクロス

パレスホテル立川

多
摩
モ
ノ
レ
ー
ル

女性総合センター
中央図書館

パレレ

女性
中央

　立川駅北口のファーレ立川を美術

館に見立て、トークイベントや演劇

など、さまざまなイベントを開催し

ます。立川が世界に誇るパブリック

アートを楽しんでみませんか。

問ファーレ立川アート管理委員会
（市地域文化課内）内線4502

イベントの
最新情報は

INFORMATION

　最新の情報は、「ファーレ

立川アート」のホームページ

やSNSをご覧ください。

　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

口から３分、立川北駅から２分

　無料アプリ「ファーレ立川アートナビ」

は、作品の場所や説明、おすすめルートを

写真や文章、音声、動画でご案内します。

アート検索がもっと楽しくなる機能が盛り

だくさん。ダウ

ンロード方法等

くわしくは、市

ホームページを

ご覧ください。

アプリで快適アートめぐり

　３月23日㈯に上演する野外演劇「2100年のファー

レ」の舞台美術で使う布に、花の絵やスタンプを押して、

ファーレの森に花を咲かせよう。アクリルハウスに落書き

もできます。企画運営は、たちかわ創造舎。直接会場へ。

●ワークショップ　時３月21日（木・祝）▷午前10時～正午▷
午後２時～４時場女性総合センター１階ギャラリー

●展示　時３月21日（木・祝）～23日㈯、午前９時～午後７時（23日は午後４時まで）場女
性総合センター１階ギャラリー

3.23
SAT

EVENT

3.23
SAT

EVENT

ホーム
ページ Twitter Face

book

北川一成さん池田修さん

ワークショップ ＆ 展示

若葉台小学校開校記念式典が
行われました

アートツアー

3.23
SAT

FOOD

3.23
SAT

EVENT

3.21
THU

EVENT

3.21～23
  THU     SAT

EVENT

～3
10日 24日～3

1金 31日

～3
1金 24日 ～3

1金 30 火・休
4

ファーレ立川
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凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 年年会費 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から受け付け） 問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ


