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ファーレ立川アート ミュージアム・デー2022 秋を開催 
 

立川が世界に誇るパブリックアートの街「ファーレ立川」。10 月 13 日の街の誕生日を祝すととも

に、ファーレ立川をより楽しんでいただくため、今年も街区を美術館に見立てさまざまなイベントが一

堂に会する「ファーレ立川アートミュージアム・デー」を開催します。世界 36 カ国 92 人のアーティ

ストによる 109 点の常設のパブリックアートを解説付きで鑑賞できるガイドツアー、企画展示、アー

トマーケットの開催やコラボスイーツも登場。ファーレ立川街区内のビルのオープンスペースに作品を

設置し街区全体を回遊しながら鑑賞する企画展「±複合の彫刻家たち展」はファーレ立川アート作家・

松田重仁さんを中心とした 9名の作家の作品が展示され、期間中には作家によるガイドツアーやトーク

イベントも実施します。ファーレ立川で芸術の秋をご堪能ください。 

 

●日程：2022 年 10 月 9 日(日)11:00～16:00 

●会場：ファーレ立川街区とその周辺（立川髙島屋北側赤い植木鉢周辺、サンサンロード、 

女性総合センター・アイム 1 階ギャラリーほか） 

●イベントと日程： 

ファーレ倶楽部によるファーレ立川アートガイドツアー（要申込）： 

10/9(日) ①11:00～11:40（日本語のみ）②13:00～13:40（日本語・英語どちらか選択） 

オープン記念ツアー（要申込）：10月 13 日(木) 13:30～16:30 

「±複合の彫刻家たち展」：10/9 日(日)～22 日(土) 9:00～19:00(最終日は 16:00 まで) 

トークイベント（要申込）：10/15(土)14:00～15:30 

企画展ガイドツアー（要申込）：10/9(日)14:00～15:00、10/15(土)11:00～12:00、10/22(土)14:00～15:00 

「小学校ファーレ立川アート鑑賞教室報告展」・「第 8回ファーレ立川アート写真コンテスト入賞作品展」： 

10/4(火)～9(日) 9:00～19：00（最終日は 16:00 まで） 

「アートマーケット」：10/8(土)、9(日) 11:00～16:00  

 「コラボスイーツ」：10/3(月)～10/30(日) 

 

各イベントの詳細、申込方法については添付のチラシまたはホームページをご覧ください。 

https://www.faretart.jp/news/4505/ 

 

●「第 8回ファーレ立川アート写真コンテスト表彰式」 

入賞作品展に合わせ、立川市長ご臨席のもと入賞者 13 名の表彰式を行います。 

日時：10/9(日)13:30～14:30 会場：立川市女性総合センター・アイム 5階 第 3学習室 

 

【お問い合わせ】  

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） 

℡042-523-2111 内線 4501(平日 9時～17 時) E-MAIL chiikibunka-t@city.tachikawa.lg.jp 

⽴川市ブランドメッセージロゴマーク誕⽣！ 

令和３年４⽉、 



ファーレ立川街区内ビルエントランス、オープンスペース／たましん事業支援センター（Winセンター）
立川髙島屋S.C.北側 赤い植木鉢周辺／女性総合センター・アイム 1階ギャラリー／サンサンロード
パレスホテル立川／アダムスオーサムパイ
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　協力｜多摩信用金庫　 www.faretart.jp

10月9日 日 10月4日 火 22日 土開催日 展 示



2022 秋世界36か国92人のアーティストによる109点のパブリックアートがある
立川駅北口の「ファーレ立川」街区を美術館に見立て、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「ファーレ立川アート」へ、ぜひご来場ください。
※新型コロナウイルス感染症への対応のため、イベントが変更となる可能性があります。最新情報はホームページや

Facebook・Twitterでお知らせしますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

①企画展示 「± 複号の彫刻家たち展」
ファーレ作家の松田重仁さんの企画展プロジェクトです。「彫刻」と「工藝」という従来的なジャ
ンル分けに収まらない造形、アーティストたちに焦点をあて紹介します。今回は9名の作家が
ファーレ立川街区内の各ビルエントランスやオープンスペースを使い作品展示を行います。

日　時 ： 10月9日（日）～10月22日（土）
  9：00～19：00（最終日は16：00まで）
場　所 ： ファーレ立川街区内ビルエントランス、
  オープンスペース
展示作家 ： 松田重仁、山口奉宏、山崎哲郎、トガシヨウコ、
  野村絵梨、村松英俊、百瀬玲亜、小鉢公史、高畑一彰
  （順不同・敬称略）

②写真展
「第8回ファーレ立川アート写真コンテスト」入賞作品展
114点の応募作品の中から、人気投票とファーレ立川アート管
理委員会の審査により、大賞・市長賞・市民賞など13点の入賞作
品が決まりました。

③企画展示
「小学校ファーレ立川アート鑑賞教室」報告展
立川市立小学校5年生が図工の授業の一環としてファーレ立川
アートを鑑賞した後、事後学習として制作した作品を発表しま
す。今回は第七小学校児童の作品を展示します。ファーレ立川
アートに刺激された子どもたちの感性をぜひご覧ください。

日時 ： 10月4日（火）～10月9日（日） 9：00～19：00（最終日は16：00まで）
場所 ： 女性総合センター・アイム 1階ギャラリー（立川市曙町2-36-2）
鑑賞料 ： 無料 

ファーレ立川アートを熟知したボランティアグループ「ファーレ倶楽部」が作品を紹介するアー
トガイドツアー。様々な作品や作家のエピソードを、日本語または英語で聞くことが出来ます。ま
た、ファーレ立川28回目の誕生日の10月13日（木）には、全109作品を鑑賞する約3時間の特別
なツアーを開催します。※雨天決行

セレクトツアー （事前申込制・約40分・定員あり）
日　時 ： 10月9日（日）
  ①11：00～（日本語のみ）
  ②13：00～（日本語・英語どちらか選択）
集合場所 ： 立川髙島屋S.C.北側 赤い植木鉢周辺
参加費　 ： 無料
オープン記念ツアー （事前申込制・約3時間・定員20人）
日　時 ： 10月13日（木）13：30～
集合場所 ： 立川髙島屋S.C.北側 赤い植木鉢周辺
参加費 ： 無料

申し込み：  10月7日（金）[必着]までに『ファーレ立川アートツアー「セレクトツアー」または「オープン
記念ツアー」申込み』、氏名、電話番号、セレクトツアーは希望日時①または②（日本語・
英語）を書いて、郵送、ファックス、Ｅメールで、ファーレ立川アート管理委員会事務局へ

サンサンロードを中心に、クラフトアートや
グッズなどのマーケットがオープン。

日 時： 10月8日（土）9日（日）
 11：00～16：00
 ※雨天中止
場 所： サンサンロード

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コラボメニューを
販売します。

パレスホテル立川
（曙町2-40-15）

3種の果肉入りソースを閉じ込めた
チョコとストロベリー2層のムース。
パレスホテル立川1階の「ラウンジ サロ
ンドゥカフェ」で販売。今までのものよ
り大きくなります。
販売価格：各¥850(税込)
販売期間：お店にお問い合わせください

アダムスオーサムパイ
（緑町4-5 コトブキヤビル2階）

ジョナサン・ボロフスキーの「ブリーフ
ケースをもった男」を飴細工で表現しま
した。

販売価格：￥400(税込）
販売期間：10/3(月)～23(日)

「第8回ファーレ立川アート写真コンテスト」入賞作品を使用し

て作成した2023年のオリジナルカレンダーを先着100名様に

プレゼントします。また、スマートフォンなどにアプリ「ファーレ

立川アートナビ」をダウンロードしてご提示いただいた方や

ファーレ立川アート保全・活用のための協賛金へご協力いただ

いた方には、本部ブースにてオリジナルグッズをプレゼントし

ます。

＊ 新型コロナウイルス感染症対策とご来場のお客様へのお願い
  ● 来場当日は検温をし、ご自身の健康状態を把握してください。

 発熱や咳、風邪症状(発熱、咳、くしゃみ、のどの痛みなど)がある方、

倦怠感、その他体調に不安のある方はご来場をお控えください。
  ● マスク着用、咳エチケット、手洗いや手指の消毒にご協力くださ

い。(マスク着用が無い場合、入場をお断りする場合もございます)

■お問合せ
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

ファーレ立川
アートミュージアム・デー
開催日：10月9日（日）
展示期間：10月4日（火）～ 10月22日（土）

参加作家トークイベント
千葉市美術館学芸員の森啓輔氏をゲストに迎え、
都市とアートをテーマにお話を伺います。
日　時 ： 15日(土) 14：00 ～ 15：30
場　所 ： たましん事業支援センター（Winセンター） 
  （立川市緑町3-4 多摩信用金庫本店3階）
定　員 ： 20人（事前申込順）
参加費 ： 無料

参加作家によるガイドツアー
日　時 ：  9日(日)  14：00 ～ 15：00
    15日(土)  11：00 ～ 12：00
    22日(土)  14：00 ～ 15：00
集合場所 ： 立川髙島屋S.C.北側
  赤い植木鉢周辺
定　員 ： 20人（事前申込順）
参加費 ： 無料

申し込み ：  10月7日（金）[必着]までに『トークイベント＆鑑賞ツアー申込み』、希望日時、氏名、電話
番号を書いて、郵送、ファックス、Ｅメールで、ファーレ立川アート管理委員会事務局へ

ホームページ https://www.faretart.jp/
Facebook https://www.facebook.com/faretart/
Twitter   @faretart　https://twitter.com/faretart/
Instagram https://instagram.com/farettachikawaart/

「ミュージアムアート」

「ファーレ グラスクッキー」
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来場者プレゼント

ファーレ立川アートツアー
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