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観て、触れて、感じるままに
世界が集う美術館

大人が子どもたちのために少しでも良
くしようと頑張る姿を見せることが大
切だと思う」と岡田さん。
「地球は子孫から借りているもの」─
プログラム最後の石碑はネイティブア
メリカンに古くから伝わる言葉。
国営昭和記念公園の広大な敷地で行
われるプログラムは、まるで北海道富

良野に来ている
よう。
皆さんも自然
塾で地球を感じ
てみませんか！
（石橋武史 記）

赤線と言ってもアーバンスタイルのヤングには
なじみは少ないだろう。かつて公図上で道路は赤
線で示されていた。赤道とも言い里山などには今
でも残っている。そんな小径をつなげたものが
フットパスだ。
富士見・柴崎・錦・羽衣町の外輪を結ぶ小径を
歩いてみた。 （北林巌 記）

　立川駅周辺の都市のにぎわいから離
れた西砂町は、立川の西部、五日市街
道沿いには大きな旧家が立ち並び、農
業や園芸が盛んな地域。
　そんなやすらぎを感じるエリアに、
アートと緑が楽しめる「みどりの美術
館」が昨年9月にオープン。
　美術館といっても、養樹園を一般の
方に開放した自然がいっぱい感じられ
る全国でも数少ない屋外型の美術館。
「市民の方に開かれた農園にしたい」と
いう小林館長の思いからオープンされ
ました。
　この美術館の作品は、緑を刈り込ん
でつくるトピアリー。トピアリーとい

ドラマ「北の国から」などで有名な作
家・倉本聰さんが、北海道富良野市で
主宰する「富良野自然塾」が首都圏で初
めて開校しました。
自然塾は、五感を使って生活する大
切さや地球46億年の歴史が学べる体
験プログラムで誰でも参加できます。
取材に行った日は、サッカー元日本代
表監督・岡田武史さんをインストラク
ターに招いてのスペシャルイベントで
した。
岡田さんは、学生時代から環境問題
に深く関わっているそうです。「現代、
たくさんの社会問題にあふれているが、

みどりの美術館

富良野自然塾 東京校

水と緑、文学と歴史の散歩道

空飛ぶブランコ

すずらん通り商店街振興組合
理事長　布施明さん

農園がアートに？！ 植木が
動物やおもしろい形に変身！

「北の国から」で有名な
倉本聰さん主宰の人気プログラムが
国営昭和記念公園で！

予約が必要です時▶午前の部＝午前10時～正午   ▶午後の部＝１時30分～３時30分
場国営昭和記念公園　　申富良野自然塾東京校☎（528）7005へ
HPhttp://showa-kanricenter.jp/event/2014_furano/4.html

プログラム最後の石碑

目隠しをして裸足で歩く「裸足の道」
視覚以外の感じる力を再認識します

　全ては堀江朋子さんとの出逢いに始
まった。多くのバックボーンの上に立
川フラメンコ倶楽部セビージャと合流
して実現した。規模の拡大につれ難し
さ（着替え場所などのバックヤード整
備、運営スタッフの確保、運営資金の
確保）も増すが、これからも頑張って
いきたい。

南口ビッグイベントの一つ立川フラメン
コ。500人規模ともなると東京はもとより、
日本国内、もしかしたら世界にも例がない
かもしれない。このとんでもないイベント
の仕掛け人に会ってみたいと訪ねた。イベ
ントはパレード以外にもいくつものプログ
ラムがある。前夜祭と当日のライブハウス
や屋外でのライブ、流しで回る出前フラメ
ンコは1週間にわたるとのこと、地元にい
ても意外に知らないことが多いものだ。今
年は5月5日㈷、6日㉁にすずらん通りほか
で開催。足を運んで丸ごと楽しんでみたい。

（北林巌 記）

蕎麦屋萱草庵（富士見町１丁目）、
まずは腹ごしらえは横田小蕎
麦・桜切り

　根川緑道を中心に立川ゆかりの文人の歌碑・句碑が14あり、詩
歌の道として市ホームページに掲載されている。「冬の水一枝の影
も欺かず　草田男」普済寺で開かれた武蔵野探勝会で披講されると
虚子が唸り声をあげていたと伝えられている。

健康とやすらぎの立川南側フットパス 立川フラメンコ

う言葉はあまり聞きなれないかもしれ
ませんが、ヨーロッパの庭園や日本で
はディズニーランドで、樹々が動物や
いろいろな形に刈り込まれているのを
見たことがある方は多いのでは。また、
アートと融合させた作品は、「みどり
のすべり台」「空飛ぶブランコ」など子
どもが遊べる遊具となっていて、子ど
もから大人まで楽しめる場所です。

（石橋武史 記）

予約が必要です時午前10時～午後４時（日曜日、祝日休館）　場小林養樹園（西砂町
4-1-3）　費無料　申☎（531）0123へ　HPhttp://midorinobijutsukan.com/

みどりの美術館館長
小林公成さん

動物のトピアリー
｢ガーデンペット｣

地球の構造を学ぶ
「１ｍの地球」

特別インストラクター
岡田武史さん

世界36か国、92人のアーティストに
よる109の作品が、立川駅北口の商業・
業務エリア「ファーレ立川」にやさしく溶
け込んでいます。自転車が放置されそう
な日陰のような所や、車止め、換気口カ
バーとしてなど、都市の機能を生かした
アートは、「発見と驚き」がいっぱい。世
界的にも類をみない珍しい屋外アートで
す。

ファーレ立川アート

日ごろからアート作品に目を配り、アートツ
アーのガイドなど、ファーレアートの魅力を
伝え続けています

年２回、市民参加によるアートの清掃活動を行う
「ぴかぴかアート」　実際にアートに触れている
と、ますます親しみがわいてきます。

「ファーレ立川は、世界に名をは
せる20世紀最後のビッグアーティ
ストが集まった最高の美術館であ
る」と語るのは、20年前にファーレ
立川アートを手がけた北川フラムさ
ん。「さまざまな考えのアーティス
トに参加してもらい、その多様さが
世界を映す街としたかった。人それ
ぞれ違っても、一人ひとりが尊いこ
とを伝えたかった」と言います。
世界の精神の断片が集う、この

ファーレ立川アートが、立川の誇り
として、これからもずっと守られて
いくことを願っています。

（大倉美由紀 記）まち全体が美術館「TACHIKAWA ART COLLECTION」
HPhttp://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/artcollection/

フリーライブ＆
美味しい街歩きイベント

素敵な音楽と美味しいお店に出会える
無料ライブ＆街歩きイベント。心地よい
音楽（オト）が鳴り（ナリ）響き、皆の顔に
笑顔があふれます。すっかりみんなお友
だち（オトナリさん）。ライブの後、パン
フレットに載っているお店に出かけると、
うれしい特典が待っています。

世代を超えて楽しめる音楽は、自ら足
を運び自分の耳で確かめているというオ
トナリ代表の八崎さん。
地域の発展に日々ご尽力する南口商店
街の長井さんは、「ライブを楽しんだ後、
さらに楽しんでいただけるよう、街も協
力しています。街には温かなお店がたく
さんあることを知っていただければ」と、
お話ししてくださいました。
皆さんもぜひ、お気軽にお立ち寄りく
ださい。 （大倉美由紀 記）

オトナリ at たちかわ

ファーレ倶楽部代表
中島 満喜子さん

オトナリ代表
八崎 篤さん

費無料　対どなたでも
問オトナリat たちかわ
HPhttp://otonari-tachikawa.strikingly.
com/
共催：立川市南口商店街連合会

問TTM（株）　☎（524）5787　HPhttp://e-ttm.co.jp/fl amenco/

開演前　毎回どんなアーティストが登場するのかワクワク

料金
（入園料別途）

大人 小人
（高校生以下）

シルバー
（65歳以上）

1,700円 900円 900円

トピアリーは見ても楽しく、
育てても楽しいですよ。

感じるままにアートを
楽しんでくださいね。

オトナリの日の夜は、
日常を忘れ、
一緒に音楽を
楽しみましょう。

時偶数月の第１水曜日　次回開催４月１日㈬午後７時から  
場子ども未来センター

オトナリさんが増えると
街がもっと楽しくなる

カッコいい
ブランコだね

バーコードブリッジ  
坂口寛敏作（ファーレ立川）

アートはどこに
あるでしょう？

問 題

情熱の500人パレード

にぎわいのある
明るい住みやすい
街にしたい発起人に聞く

JR西立川駅

矢川緑地帯

諏訪神社

大ケヤキ

普済寺

残堀川

歴史民俗資料館

•「花と緑の散策路」など見学エリアは、平
日日中なら自由に散策可能
•約50種類の桜をはじめさまざまな樹木が
あり、蝋梅、椿、寒桜も楽しめます
•10月は展示・体験・販売等イベント満載
の東京農林水産フェアを開催

東京都農林水産振興財団

（立川唯一の（立川唯一の
国宝六面石幢）国宝六面石幢）

JR西国立駅

ビアホール

根川緑道

監督になっていなかったら、
環境の専門家に
なっていましたよ

渇いた
ノドを潤す

立川市出身の
プロフラメンコダンサー
堀江朋子さん

目隠しすると、
いろいろな音や
感触を味わえるよ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B0027005B554653706A196E96002867005C0F0029005D00270020306B57FA3065304F005D0020005B0027005B554653706A196E96002867005C0F0029005D00270020306B57FA3065304F005D0020005B0027005B554653706A196E96005D00270020306B57FA3065304F005D0020005B00276A196E9600270020306B57FA3065304F005D0020005B00276A196E9600270020306B57FA3065304F005D>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


