
までに、作品裏面に作品名、住所、氏名、
電話番号を書いて、直接または郵送で、
みんなの展示場・中村洋久さん〔〒190-
0023柴崎町２-21-17〕☎（524）4702
●健康フェスティバル2017無料健康相
談　東京都総合組合保健施設振興協会
が主催。血管年齢・血圧・骨密度・体脂肪
測定、健康相談など対16歳以上の方時
11月18日㈯午後１時～６時場立川商工
会議所（曙町２-38-５）定200人（申込
順）申９月29日㈮までに同協会事務局☎
03（5835）2033〔月曜～金曜日、午前10
時～午後4時〕
●子どもはAKU？遊びのチカラ・子ども
の今～公開講座　チャイルドラインたち
かわが主催。プレーパークのプレーリー
ダーとして、多くの子どもたちと関わって
きた天野秀昭さんから、子どもの現状や
子どもと向きあう大人へのメッセージを
聞きます時10月15日㈰午後２時～４時

まちのお知らせ

●TABカメラクラブ第21回写真展　ク
ラブ創立50周年を迎え、「海」と題して作
品約40点を展示します。直接会場へ時９
月26日㈫～10月１日㈰、午前10時～午
後５時（１日は午後３時まで）場女性総
合センター１階ギャラリー問森田さん☎
（524）1052
●シニア硬式テニス講習会　立川市体
育協会ほかが主催対市内在住、または連
盟登録者で50歳以上の方時10月14日㈯
午前９時～正午〔予備日：10月21日㈯〕
場錦町庭球場（予備日は自治大学校庭球

場子ども未来センター費500円（受講料）
定30人（申込順）申氏名、連絡先を書いて
ファクスで山中さんFax（531）5927
●終活の不安解消！もしもの時の安心
サポート　NPO法人三多摩市民後見を
考える会が主催。自分らしい最期、希望
通りの後片付けを願う、そんな人へのサ
ポートシステムを紹介します時10月14
日㈯午後１時30分～４時場総合福祉セ
ンター師司法書士・鈴木敏起さん定40
人（申込順）申川杉さん☎090（7832）
6506
●秋のハイキングセミナー　東京都勤労
者山岳連盟多摩西部地区連盟が主催①
ハイキングの服装と持ち物②山の天気と
天候判断③観天望気ハイキング④地図
に強くなろう⑤地図読みハイク時・場①
９月30日㈯②10月14日㈯③10月28日
㈯＝柴崎学習館④10月22日㈰＝霧降高
原（栃木県日光市）⑤10月29日㈰＝奥多

場）費500円（指導料、ボール代ほか）定
40人（申込順）申10月８日㈰〔必着〕まで
に、往復はがきに住所、氏名、年齢、電話
番号、テニス歴、ラケットの有無、返信用
宛先を書いて、立川グリーンテニスクラブ
内テニス連盟事務局・山崎さん（〒190-
0002幸町５-57-５）☎（536）6798
●朗読サークル「こえ」と利用者の方と交
流会　立川市朗読サークル「こえ」が主
催。大正琴を聴いたり、歌ったり、おしゃべ
りを楽しみましょう対視覚に障害のある
方時10月13日㈮午前10時～11時30分
場総合福祉センター申舟

ふなごし

越さん☎（535）
1455
●第４回三多摩平和交流会　三多摩平
和交流ネットワークが主催。①展示「19
団体・三多摩の戦争の記憶」、ビデオ上映
「多摩の戦争記録」②作家・雨宮処凜さ
んと学生のトーク、参加団体のシンポジ
ウム。いずれも直接会場へ時①10月14

摩（山梨県）費5,000円（資料代ほか）定
20人（申込順）申氏名、連絡先を書いて、
Eメールで野呂さん e tagami.rousan@
nifty.com
●「自己表現 いくつになっても魅せま
ショー！」出演者募集　南京玉すだれ
アーチストの会が主催。ファッション
ショーや特技のパフォーマンスをステー
ジで披露する方を募集します対80歳以
上の方時平成30年１月６日㈯午後１時
30分から場女性総合センター1階ホー
ル定８人（申込順）申同会・篠原さん☎
（531）4131
●行政書士による無料相談会　東京都
行政書士会立川支部が主催。相続や遺
言、成年後見制度、事業・経営の許認可登
録、その他暮らしの法務相談。直接会場
へ時10月10日㈫午前10時～午後４時場
市役所１階多目的プラザ問松浦行政書士
事務所☎（595）7633

日㈯午後3時～8時、10月15日㈰午前10
時～午後6時②10月15日㈰午後1時30
分から場たましんRISURUホール地下展
示室・3階小ホール費800円（大学生300
円。高校生以下無料）定246人（先着順）
問永元さん☎090（9381）4066
●第17回心の健康を考える講演会　立
川麦の会が主催。演題は「当事者の治癒
と自立と幸福～あるべき支援の形を展望
する」。直接会場へ時10月14日㈯午後２
時30分～４時30分場幸学習館講堂師東
洋大学教授・白石弘巳さん定80人（先着
順）問岡田さん☎（507）6015
●第６回デジカメ写真大賞作品募集　
みんなの展示場デジカメ同好会が主催。
デジカメで撮影した作品を募集します。
テーマは自由。他の賞展に応募していな
い作品で大きさはA4サイズ。応募点数は
制限なし。合成画像は不可費１点につき
1,000円（参加費）申11月19日㈰〔必着〕

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。

まだまだ ー トアの川立
　クラフトアートやグッズ

などのマーケットがオープ

ンします。ワークショップ

やアートライブラリーのコ

ーナーもあります時10月

14日㈯・15日㈰、午前11

時～午後４時場立川髙島屋

北側赤い植木鉢周辺、サン

サンロード（雨天時は立川

髙島屋１階）

●ワークショップ　時▶10月14日㈯午
後２時～４時▶10月15日㈰▷午前11時

～午後１時▷午後２時～４時場立川髙島

屋北側赤い植木鉢前集合（雨天時は女性

総合センター

１階ギャラリ

ー）

　立川駅北口「ファーレ立川」を美術館（ミュー
ジアム）に見立て、展示やアートマーケットな
ど、さまざまなプログラムを開催します。直接会
場へ。主催はファーレ立川アート管理委員会。
問ファーレ立川アート管理委員会事務局（市地域
文化課）内線4502

　市内の商店街を南北に約10km歩き、

チケットと交換で逸品をつまみぐいしま

す。当日の朝、５種類用意されているチ

ケットから希望のものを選べます時10月

21日㈯午前10時～午後３時場参加が決定

した方に直接通知申▶インターネット＝

10月10日㈫午前10時から「立川市商店街

振興組合連合会」のホームページ定430

人（申込順）▶往復はがき（1枚につき1人）

＝締め切りは10月４日㈬〔消印有効〕定70

人（抽選）

問同連合会事務局☎（527）2788、市産業

観光課商工振興係・内線2644

立川つまみぐいウォーキング

　

曙町2-38-5
立川ビジネスセン
タービル12階
立川市商店街連合会
「立川つまみぐい
ウォーキング」係

〒190-0012

往信

〈往信オモテ〉 〈返信ウラ〉

何も書かないで
ください

※申込内容に不備があった際は、連絡するこ
となく無効とさせていただきます。

あなたの
郵便番号・住所・
氏名

返信

〈返信オモテ〉 〈往信ウラ〉

立川つまみぐい
ウォーキング

●住所
●氏名
※１枚につき１人のみ
●電話番号
●年齢
●性別

南北編

ァ

ど、さまざまなプロ

　立川駅北口「ファ
ジアム）に見立て、
ど、さまざまなプロ

ファーレ立川
アートミュージアム・デー
2017 秋

　ファーレ立川アート参加作家・牛

島達治さんのアートインスタレーシ

ョンを赤い植木鉢周辺と女性総合セ

ンター１階ギャラリーで展開。大人

も子どもも楽しめる乗り物や、自然

エネルギーで動くさまざまな作品を

展示します。週末にはワークショッ

プも開催します。

 アートインスタレーション＆アートワークショップ

 アートマーケット  オープンカフェ

立川髙島屋北側赤い植木鉢周辺
サンサンロードほか

 アートツアー

アール・ブリュット立川2017
　多摩地域で活動する、障がいのある芸術家たちの

アート展です。魂を込めて表現された「こころが描

くアート」は、観る人に感動を与えます。くわし

くは、「アール・ブリュット立川」のホームページ

をご覧ください。直接会場へ時10月25日㈬～30日

㈪、午前10時～午後７時〔最終日は午後５時まで〕
場伊勢丹立川店５階特別

室・２階ギャラリースク

エア（特設会場）

●その他展示　時・場▷
多摩モノレール（玉川上水

駅、砂川七番駅、泉体育館駅、高松駅、高幡不動駅の展示ス

ペース）＝10月１日㈰～31日㈫〔各駅の営業時間。最終日は正

午まで〕▷子ども未来センター地下ギャラリー＝10月３日㈫～

18日㈬、午前10時～午後５時〔最終日は正午まで〕▷なみき画

廊（曙町２-14-34）＝11月１日㈬～７日㈫、午前11時～午後

６時〔初日は午後１時から。最終日は午後４時まで〕
問アール・ブリュット立川実行委員会☎080（4000）5197、市地域文化課・内線4501

立立立立立立立立立立
ササササササササササ

会場

　ファーレ立川アートミュージアム・デーに

伊勢丹立川店が初参加。期間中、ファーレ立

川アートをイメージしたファッションを展示

します時10月11日

㈬～17日㈫、午前

10時～午後７時場

伊勢丹立川店２階

～４階

 関連企画「ファーレコーデ」

　ファーレ立川アートをモチーフにしたケーキやパンなどを期間限定

で販売します（価格は税込）。

 アート×フード

ミュージアム・アート
サロン・ドゥ・カフェ ￥594

（サービス料込）
パレスベーカリー ￥518

曙町2-40-15
パレスホテル立川１階

10／1㈰～３１㈫ 10／11㈬～17㈫

きな粉のパルフェ
～和洋のマリア―ジュ
￥1,080（各日10食限り）
キハチイタリアン
曙町2-5-1

伊勢丹立川店８階

10／11㈬～17㈫

赤いブリオッシュ
￥195（各日30点限り）
メゾンカイザー
曙町2-5-1

伊勢丹立川店１階

　「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2018年のオリジナル

カレンダーを、各日100人（先着順）にプレゼン

トします。また、スマートフォンやタブレットにアプリ「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と、協賛金の

ご協力をいただいた方には、オリジナルグッズをプレゼントします時

10月14日㈯・15日㈰、午前11時30分から場ファーレ立川アートミュ

ージアム・デー本部ブース（立川髙島屋北側赤い植木鉢周辺）

 来場者プレゼント

　設立20周年を迎えた「ファーレ倶楽部」に

よるアートガイドツアーです。

●ファーレ立川オープン記念ツアー（所要時
間約180分）　毎年、街区の誕生日に開催す
る特別ツアー。普段は非公開の作品を含む

109点すべてを案内します時10月13日㈮午後

１時30分から場立川髙島屋北側赤い植木鉢前集合

●主要作品を巡るセレクトツアー（所要時間約40分）　ファーレ倶楽部おすす
めの作品、約40点を巡ります時10月14日㈯・15日㈰▷午前11時20分から▷午

後２時30分から場女性総合センター１階集合

　サンサンロードにオープンカフェが出

現。こだわりのコーヒーやアイスクリー

ムなど、ケータリングカーのフードメニューが楽しめます時10月14

日㈯・15日㈰、午前11時～午後４時（小雨実施）場サンサンロード

●アートインスタレーション展示　
時10月10日㈫～15日㈰、午前９時

～午後10時場立川髙島屋北側赤い

植木鉢前、女性総合センター１階ギ

ャラリー

ファーレ立川アート写真コンテスト入賞作品決定！
　ファーレ立川アートを広く知っていただくために開催している写真コンテストの13点

の入賞作品が決まりました。ファーレ立川アートミュージアム・デーで、展示と表彰式

を行います。直接会場へ時▷展示＝10月10日㈫～15日㈰、午前９時～午後10時▷表
彰式＝10月14日㈯午後１時30分から場いずれも女性総合センター１階ギャラリー

問ファーレ立川アート管理委員会事務局（市地域文化課）内線4501

大賞「初雪」
　　   小山幸雄さん

市民賞「たそがれどき」
　　       石﨑幸治さん市長賞「また明日

　　  　（see you tomorrow）」
　　  　上河内憲輝さん

杉村千恵さんの作品
「Chie」
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