
会所（錦町4─10─20）定20人（申込順）申
南部東はごろも地域包括支援センター☎
（523）5612

会員募集

●オカリナサークル・かわせみ会　オカリ
ナ演奏を楽しみませんか。月１回講師の
指導があります。初心者歓迎対60歳以上
の方時毎月第１・第３水曜日、午前10時
～11時30分場幸福祉会館月1,000円申
斉藤さん☎090（8946）2109
●泉会　盆踊り等を練習します。数か所
の町会の祭りに踊りの応援で参加します
時毎月第４土曜日、午後７時30分～８時
30分ごろ場富士見町ニ丁目公会堂（富
士見町2-21-6）月1,000円申安藤さん☎
（525）3250

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

●寿和紙ちぎり絵展示会　お手本を皆で
決めたり、各自好きなものを思いのまま
に貼ったり、日本伝統の和紙を使用した
作品です。直接会場へ時3月14日㈬～18
日㈰、午前9時～午後5時（最終日は午後
4時まで）場柴崎学習館問井上さん☎080
（1019）8171

●時事英語-アフリカと日本の絆の会
（CCAJ）　教材はタイム誌（英語）とア
メリカ公共放送（PBS）です。国連大学の
オープンクラスで教えているジャーナリ
ストや学者と会話を楽しめます。体験あ
り対英検2級（高校生）から英検１級レ
ベルの方時▷毎月第２・第４火曜日、午
前10時～正午▷毎月第２・第４土曜日、
午後２時～４時場柴崎学習館、錦学習館
月2,000円定６人（申込順）申熊田さん☎
（531）1887
●若竹きものサークル　着物の知識、入
門～実践まで。毎週金曜日、午後2時から
は姿勢を美しく保つための体幹筋肉スト
レッチの日で、これのみの参加も可。見学
可時毎月第2・第4水曜・木曜日▷午前10
時～正午▷午後1時～3時（日曜は不定期
開催）場さかえ会館ほか月2,000円申須
﨑さん☎（536）6314

●高松中国語友の会　聴いて理解でき
る力を中心に「読む、訳す、話す」を楽しく
学びます対ピンイン学習の経験のある方
時月３回の水曜日、午後１時30分～３時
30分場高松学習館入1,000円月3,000円
（ほかにコピー代200円）定10人（申込
順）申大田さん☎（535）3106  
●あやめ会（三味線同好会）　古典楽器、
三味線を弾いてみませんか。藤本流の講
師が民謡を教えます。初心者、男性の方も
歓迎。見学も可時毎月第１・第３水曜日、
午後１時30分～４時30分場羽衣中央会
館月1,500円定3人（申込順）申大野さん
☎（522）3088
●ダンス羽衣サークル（DHC）　プロの
適切な指導による中級クラスのサーク
ル。とにかく社交ダンスが好きという中高
年の方（最高齢90歳）の集いです。無料
体験や見学あり。初心者歓迎時月４回の

●介護職によるストーマ装具交換支援　
日本オストミー協会三多摩支部が主催。
オストメイト自身の高齢化や不慮の事故
等で装具の交換ができなくなった際の
支援内容について、介護職の方の講演と
意見交換を行います。直接会場へ時3月
4日㈰午後1時30分～4時30分場たまし
んRISURUホール5階第4会議室定30人
（先着順）問石川さん☎（522）6910
●立川市民不動産無料相談会　公益社
団法人全日本不動産協会東京都本部多
摩北支部が主催。不動産に関する法律・
相続等、不動産評価、不動産取引などの
悩みに弁護士、行政書士などの専門家が
相談を受けます。直接会場へ対市民の方
時3月6日㈫午前10時～午後4時場市役
所1階多目的プラザ問同支部・鈴木さん
☎042（452）7100〔月曜・火曜・木曜日、
午後1時～6時〕

●赤い靴　リズムに乗って初心者も年配
者も楽しみながら踊れるように基礎から
しっかりと練習しています時月4回の水
曜日▷午後6時～7時（初級）▷午後7時～
9時（中級）場柴崎福祉会館入1,000円月
1,500円（初級）、3,500円（中級）申小林
さん☎（525）1226〔午後７時以降〕
●立川シャンソン・カトレアの会　生のピ
アノ伴奏で、プロの指導者による楽しい
レッスンをしています。見学自由、男性歓
迎時毎月第１・第３土曜日、午後１時30
分～３時場高松学習館ほか入1,000円月
4,000円申中野さん☎（536）0088
●親子リトミックサークルさくらんぼ　ピ
アノにあわせて音楽を感じるリズム遊び
を行います対1歳6か月以上の子どもと保
護者時月2回の月曜日、午前10時30分～
11時10分場若葉会館月1,500円定15組
（申込順）申柏

かしわ
葉
ば
さん☎（535）6654

水曜日、午後７時～９時場三中体育館入
1,000円月3,000円定５人（申込順）持ダ
ンスシューズ申武藤さん☎090（6316）
8543
●立川チェスクラブ　チェスは集中力、
計算力、脳の発達に役立ちます。チェス
オリンピアード日本代表者が丁寧に指導
します。くわしくは「立川チェスクラブ」の
ホームページをご覧ください時月２回の
日曜日場女性総合センター入2,000円費
１回2,000円～3,000円申武藤さん☎050
（3556）0707
●むさしのコーラス（女声）　女声二部合
唱で、美しい小品を中心に、新しい曲にも
取り組みます。大きな声を出し、一緒に歌
いましょう時毎月第2・第4金曜日、午前
10時～11時40分場若葉会館月1,800円
申山岸さん☎（535）6700

●立川DQS 2018　立川DQSが主催。
気楽に楽しめるフリーダンスパーティー。
ミキシングあり。直接会場へ時3月11日
㈰午後1時30分～3時30分場柴崎市民
体育館費500円（パーティー券）定100
人（先着順）問山崎さん☎090（2174）
1314
●ヴァイオリン体験会　ヴァイオリン
サークルが主催。初めての方でも、楽器に
触れ、簡単な演奏を体験できます対3歳
くらいの子ども～大人時3月18日・25日、
4月1日の日曜日、午前9時30分～正午場
幸学習館定各15人（申込順）申平

ひら
出
いで
さん

☎090（5329）0902
●まちの健康相談室　錦友会が主催。
暮らしの医療・健康・介護について、普段
地域で活躍している看護師・薬剤師に相
談できます対市民の方時3月7日㈬午後
1時30分～2時30分場市営錦町住宅集
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　立川駅北口のファーレ立川を美術館に見立

て、展示やワークショップなど、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

　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時３

月24日㈯午前11時～午後4時場立川髙島屋北側

　最新の情報は、ホームページや

ＳＮＳをご覧ください。

　「ファーレ立川がより多くの人や地域とつながるために

どのような活動をしていくか」をテーマに、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が、多彩

なゲストとファーレ立川のアートディレクター・北川フラ

ムさん、市長と共に語り合います。

時３月24日㈯午後１時30分～３時30分場女性総合センタ

ー定120人（申込順）申参加者全員の氏名、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、

地域文化課〔〒190-0022錦町3-3-20〕Fax（525）6581 e chiiki

bunka-t@city.tachikawa.lg.jpへ

　立川市と国立市のアートイベントや文化施設をめぐる

スタンプラリー。期間中に、５つのアートエリアのうち、

３つ以上のスタンプを集めて、３月24日㈯・25日㈰の午

前11時～午後５時に女性総合センター１階ギャラ

リー（下地図Ｅ）にお持ちください。先着200人にオ
リジナルチケットファイル（右写真）をプレゼント。

作品の投影会も開催します。直接会場へ。

●ライブペイント　時３月１日㈭～３日㈯、午前10時
～午後４時場立川駅西地下道

●展示と投影会　時▷展示・ワークショップ＝３月2
日㈮～25日㈰、午前８時30分～午後８時〔21日（水・祝）

を除く。土曜・日曜日は午後５時まで〕▷投影会＝３

月17日㈯・25日㈰、午前10時～午後４時場窓口サー

ビスセンター多目的スペース（立川タクロス１階）

問地域文化課・内線4502
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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）

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）

立川アートカフェラテ
￥550

akar i  cafe
（曙町2-42-23）

北川一成さん

ホーム
ページ Twitter Face

book

　大きなアクリル板にファーレ立

川アートのある街並みを描きます。

描いた作品は、期間中展示します。

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（水・
祝）・24日㈯・25日㈰、午後１時

～３時場女性総合センター１階

ギャラリー

●展示　時３月21日（水・祝）～25日
㈰、午前９時～午後７時場女性総

合センター１階ギャラリー

　2100年、21世紀最後の年のファーレ立

川を舞台に、1994年10月13日に生まれた

「タチカワの女たち」が語る物語。物語に

はファーレ立川アートの作品のタイトルや

モチーフがちりばめられ、それらを発見し

たあなたはきっと、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24日㈯▷午前11時～11時30分▷午

後３時40分～４時10分〔荒天中止〕場立川

髙島屋北側赤い植木鉢作品周辺

EVENTEVENT

　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。直接集

合場所へ時３月24日㈯▷午前11時40分～午後０時

20分▷午後４時20分～５時〔雨天実施〕場立川髙島屋北側本部ブース付近集合

EVENT

EVENT

FOOD
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イメージ図

北川フラムさん
Photo by Junya Ikeda

ゲスト

子ども向けアパレルメーカー代表・岡崎忠彦さん

建築家・川添善行さん

飲食店等プロデューサー・佐藤としひろさん

街づくり・地域ブランディングプロデューサー・

玉田泉さん

弁護士・水野祐さん

●スタンプ設置場所（右地図A
～ E）
●nonowa国立コンシェルジュ

●多摩モノレール立川北駅・立

川南駅

●立川市・国立市の公共施設

スタンプ台紙配布場所

スタンプ設置場所 と みどころ

さくら通り  作品「花と空と太陽と」付近 〔３月20日㈫
～25日㈰〕
●くにたちアートビエンナーレ2018の第２回野外彫刻展
作品
　国立市で開催される芸術祭「くにたちアートビエン
ナーレ」。２回目となる今回はさくら通りが舞台とな
り、新しく10作品が設置されます。まちと調和した景
観を作り出す彫刻作品は必見
です。

大学通り  作品「風の球体」付近
●くにたちアートビエンナーレ2015の第１回野外彫刻展
作品

立川まんがぱーく受付（子ども未来センター２階）
●おやこ・de・アート展2018 in 立川 〔３月16日㈮～21
日（水・祝）〕　多摩の若手アーティストによる大人も子ど
もも楽しめる展覧会。ワークショップなどのイベントも。
●立川まんがぱーく
　４万冊のまんがが、１日400円（子ども200円）で読み
放題。

女性総合センター１階受付
●ファーレ立川アート109作品
●ファーレ立川アートミュージアム・デー2018春（左記事）

問地域文化課・内線4502

ャラ

にオ

駅

E

窓口サービスセンター多目的スペース（立川タクロス
１階）
●電車でつなぐ西地下道アートプロジェクト（下記事）
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　市は、武蔵野美術大学と協力し、立川駅西地下道の

アート化に取り組んでいます。そのキックオフイベント

として、一部壁面のライブペイントと展示を行います。

展示会場では「電車デザインワークショップ」と、その

●＝みどころ


