スケジュール
エリア

会場

府中駅
分倍河原駅

展示内容

1

ルミエール府中 第一・第二会議室

講演会

2

ライブハウス府中 Flight

ライブ

3

caﬀe&bar i pini

4

LOOP HOLE

展示

5

café コットン畑

展示

営業時間10:00-17:00
土曜、
日曜、祝日休

6

蔵カフェ

展示

営業時間10:30-18:00
日曜、第3水曜休

7

Craft Gallery つぼみ

8

居酒屋

9

gallery space 亞

10

森のカフェ

風

谷保駅

12

circle gallery & books

中河原駅

13

GALLERY
HIRAMINE TOKYO
スタジオ＆ギャラリー
アダージョ

府中競馬正門前駅 14
府中本町駅
15
是政駅

営業時間11:00-18:00
日曜、
月曜、第2・第4木曜休

展示＆ライブ

営業時間15:00-23:00
(17時からは居酒屋営業)
月曜休

バザー

営業時間12:00-19:00
月曜、火曜、水曜休

展示＆ライブ

営業時間11:00-16:00
18:30-22:00
水曜、
日曜夜休

展示＆ライブ

営業時間12:00-21:00
木曜休

展示

営業時間12:00-19:00
火曜、水曜、木曜休

展示

営業時間13:00-19:00
土日のみ

展示
展示＆ライブ

16

高嶋英男と小東京☆銀河

展示

17

府中卸売珈琲店/Cocorotus
＋特設会場

展示

19

AsianMeal
MichikoGallery

チャリティバザー
『High Ball Labライブ』
『日高裕 木版画展』
18:30開場 19:00開演

『夜の市場サテライト イン メルドル』
18:00〜20:00

21

ひょうげんのあそびば

ワークショップ

22

ギャラリーゆうき

展示＆公開制作

23

OTOSUN CAFE

24

Atelier Bar-Ba
〈馬塲彫刻研究所〉

25

FLAT STAND

26

TENTO EX.府中

ワークショップ

27

府中市美術館
市民ギャラリー

展示

開館時間10:00-17:00

28

Gallery & Café DODO

展示

営業時間12:00-18:00
最終日17:00まで 月曜休

29

街のアトリエ
Studio gen

展示
＆ワークショップ

営業時間14:00-19:00
（日曜15:00-19:00）金曜休

『MARBLE展II』

『お絵かきプログラミング・ビスケットであそぼう！』
13:30〜15:00
15:30〜17:00
『公開制作（ライブペイント）』『ギャラリートーク』
13:00〜16:00（予定）13:00〜16:00（予定）

〜12.20（火)まで

『林航平 柴田将人 2人の作品展』

営業時間11:00-20:00
火曜休

展示

『東京府中で考えるプログラミング教育について』
19:30〜21:00

『やってみよう！こどもプログラミングワークショップ』
10:30〜17:30
『ミーティング・ポイント2016̶金田実生、坂田峰夫、木村俊幸、箕輪亜希子』
『フェット・プロジェクト2016』

『高島 芳幸』 展

〜12.24（土)まで

『The Monster』 『キャンドル作りワークショップ』
11:00〜15:00

『キャンドル作りワークショップ』
11:00〜15:00

アクセス・エリア

府中駅・分倍河原駅エリア
谷保駅エリア

府中市美術館エリア

●本マップでは主に下記の駅を経由した
徒歩での移動を推奨しています。
京王線

武蔵野台駅 多磨霊園駅 東府中駅 府中駅
分倍河原駅 中河原駅 府中競馬正門前駅

武蔵浦和

JR 南武線

国立

立川

西国分寺

国分寺

武蔵境 吉祥寺

武蔵小金井

新宿

府中本町駅 分倍河原駅 西府駅
JR 武蔵野線

JR 中央線

府中本町駅 北府中駅

西武多摩川線

至 八王子

多磨

北府中

谷保

府中

西府
中央道

分倍河原

府中駅より西側へ行く場合

府中本町

２分

国立・府中インターチェンジ

京王井の頭線

西武多摩川線

JR 南武線

多磨霊園

府中競馬場正門前駅

府中競馬正門前駅・府中本町駅・是政駅エリア

白糸台
徒歩
10分

競艇場前

中央道

新宿駅から京王線特急（準特急）で約 30 分

●ちゅうバス路線図、時刻表（ガイドマップ府中内）

川崎

府中駅より東側へ行く場合

調布インターチェンジ

京王井の頭線で明大前駅乗換→明大前駅から京王線で府中駅下車 所要約 30 分

三鷹・吉祥寺ほか中央本線から 武蔵境駅まで移動→武蔵境駅から西武多摩川線乗車→終点・是政駅 所要約 15 分
横浜方面から

明大前
至 新宿

JR 南武線

渋谷駅から

宮町 2-4-2
042-302-3977
http://wineterraceyume.com/
「創作イタリアンとカリフォルニア
ワイン」

⓴ オリエンタル・バル

浅間町 1-3 府中市美術館内
八幡町 3-19-3
042-340-4731
042-201-3070
http://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/shop.html http://coﬀeaexlibris.shop-pro.jp/
「本マップ提示でドリンク 50 円割引特典あり 「スペシャルティコーヒーロースター」
（12/1 〜 12/11）」

横浜駅から川崎駅または武蔵小杉駅で JR 南武線乗換→南武線立川方面行き乗車、府中本町駅下車 所要約 1 時間

さいたま方面から 武蔵浦和駅まで移動→JR 武蔵野線府中本町行き乗車、府中本町駅下車 所要約 30 分

渋谷

「ちゅうバス」は府中の市内 7 ルート循環するコミュニティバス
です。公共施設を網羅しており、1 回 100 円で乗車できるので
市内を広範囲に移動するのに効率的です。

●京王線・時刻表
https://www.keio.co.jp/train/timetable/

http://fugis.city.fuchu.tokyo.jp/FuchuInternet/portal/tyubus.html
●JR 東日本・時刻表
●西武多摩川線（えきから時刻表）
http://ekikara.jp/newdata/line/1304111.htm

AKICHI

緑町 3-8-11ヴェール東府中 1F
042-333-4311
「気軽に本格料理をリーズナブル
にお楽しみいただけるバル !」

そば処

山口家

⓱ 手打ちそば

❻ HOTEL 松本屋 1725

⓬ THE GYOZA SHOP

宮西町 3-21-1
http://www.thegyozashop.com
「自然素材にこだわった世界に誇
れる『餃子』ブランドはじめます。」

吉見家

宮西町 4-16-1
042-361-2166
http://yoshimiya-s.com
「創業 100 年を越える歴史のある
蕎麦屋『吉見家』です。」

花を描くお教室
清水が丘 1-6-7
042-361-2652
「季節の美しい花を作品に。心豊か
な時間を。」

手作り弁当 こもれび

レコード & カフェ No-Z（のず）
晴見町 1-2-1 すみれビル 1Ｆ
042-319-8655
「ただのレコード屋では無く、カフェ
でもあり、バーでもある不思議なお
店です。」

府中市美術館市民ギャラリーや大東京綜合卸売センターのほか、市内に点在するギャラ
リー、アトリエ、カフェ、居酒屋などの会場で、同時多発的に展示、イベント、ワーク
ショップを開催する、東京・府中発アートフェスティバルの第 1 回目。29 か所の会場で
70 組をこえるアーティストが参加する一大イベントです。ここでいう「アート」はあら
ゆる創作活動を指し、現代美術、絵画、彫刻、デザイン、工芸、音楽、パフォーマンス、
子どもやシニアの絵画作品など、多彩なジャンルの作品を一挙に見ることができる２週
間となっています。このプロジェクトの目的は、東京・府中に暮らし制作するアーティ
ストが、積極的に地域に関わり、地域の中に発表の場を広げる機会をつくることです。
また、こうしたアーティストの活動を通して、「郊外の暮らし」がクリエイティブな輝
きを持つことに期待します。

代表からのメッセージ

府中市美術館を中心としたアーティストと美術関係者のゆるやかなネットワーク「府中
の会」（2012 年発足）から、ギャラリー、アトリエ、スタジオスペースを持つメンバー
を中心に任意団体 Artist Collective Fuchu アーティスト・コレクティヴ・フチュウを立ち
上げ、今回の「フェット FUCHU TOKYO 2016」を企画しました。企画を進める中で、素
敵なお話を聞いたり素晴らしい出会いがたくさんありました。最初は全く何も描けない、
何を描いたらいいかわからないところから始まって、数年後にはスケッチブックにすら
すらと思うままに筆を走らせるようになった自立支援センターの入所者さんのエピソー
ド。長年撮りためていた写真を今回初めて展示してみようと決心された奥さんのキラキ
ラとした表情。アートにまつわるたくさんのきらめき、笑顔を、まち中に増やすことが
フェットのミッションです。ありのままの自分を表現すること、熟練の、世界規模で活
躍するアーティストから、定年後に創作活動を始めたシニア、子どもや障がい者、あり
とあらゆる人々が「表現力」を身につけて、発表する。この府中のまち中にキラキラと
輝く瞳が増えたら、これ以上にすばらしいことはないと思うんです。（芝辻ペラン 詩子）

公式サイト

http://www.jreast-timetable.jp/index.html

吉亀寿司

白糸台 4-16-1 谷中ビル 1F
押立町 2-12-3 永井荘 1F
070-6995-4621
042-365-3136
http://komorebi2013.jimdo.com/ 「お寿司・丼もの・定食など、ランチ
「全商品無添加・店内調理。イー
やってます。パーティーもできます！」
トインもできます！」

http://www.fetetokyo.com/

調布 京王線
是政

●その他府中方面へのアクセス

調布駅エリア

多磨霊園駅・武蔵野台駅・押立町エリア

武蔵野台

中河原

●京王線・府中駅へ

緑町 1-13-8 ホワイトハウス 1F
042-333-7151
http://studioﬂight.net/
「音楽は世界を変える」

⓳ COFFEA EXLIBRIS kettle

⓫ こぐま屋珈琲店

本町 1-1-18
府中町 1-12-10
042-306-8580
042-365-8888
http://kogumaya.tv/
http://lacan-beauty.com/
「プラセンタのエステサロンです。」 「自家焙煎珈琲店」

⓰ Wine Terrace Yu-me

中河原駅エリア

京王線
東府中

是政駅 白糸台駅

●府中市内の広範囲の移動は
公共のバスをご利用ください。

山手線

JR 武蔵野線

❺ café & craft beer 麻屋

❿ Lacan beauty & skin

⓯ Studio Flight

Artist Collective Fuchu アーティスト・コレクティヴ・フチュウ

1(木) 2(金) 3(土） 4(日） 5(月) 6(火) 7(水) 8(木) 9(金) 10(土）11(日）12(月) 13(火) 14(水) 15(木) 16(金) 17(土）18(日）

都心から、府中までは一直線で約 30 分。
府中市内での移動は「ちゅうバス」が便利です。

宮西町 2-17-2
042-361-2022

「フェット FUCHU TOKYO 2016」とは

『彫刻の生まれるところ』

営業時間13:00-18:00

宮西町 2-8-4 ハイツ松村 1F
042-319-9964
http://www.savasava.jp/
「開放的なサロンの中でハイセン
スで洗練された STYLE を！！」

❾ 有限会社 紙吉村

押立町 2-43-3
白糸台 4-19-1 丸玉屋小勝ビル 1F
042-363-0470
042-368-1990
「天ざるがオススメ！お得なセットメ
http://www.food-surprise.jp/
ニューを用意してます。駐車場完備。」
「丁寧に紅茶、コーヒーを淹れています。
自慢の大きなケーキと一緒にどうぞ」

『ナチュラルリース＆松ぼっくりミニツリー作り』
10:00〜12:00
15:00〜17:00
『クリポッチ展』

営業時間10:00-15:00
水曜、土曜、
日曜休

府中市宮西町 4-8-1
042-361-2025
「ジュエリーリペアショップ」

❹ 株式会社ビック・イン

宮西町 5-4-3
府中市府中町 1-41−12
宮西町 2-4-1
府中町 2-6-16 リブレハウス欅 402 042-320-0388
LES TOURTEREAUX Unit08
042-360-2212
042-367-4086
http://banba-asaya.com/
042-302-2006
http://hotel-matsumotoya.co.jp/
http://bigin.co.jp/
「全国各地のクラフトビールを楽しめ 「280 年以上の歴史を持つ老舗！」
http://sync-happiness.com/
ます。」
「住民と医療・介護との懸け橋になる」 「あなたの土地を有効活用」

⓮ haircut and makeup SAVA

⓭ GEM QUEST INC.

カフェ・ド・ジェノワーズ
武蔵野台店

ウンノヨーコ写真展』

『かわくぼみちこ・花野 音のとなり』展

営業時間11:00-19:00
（土日12:00-19:00）月曜休

府中町 2-1-14
042-336-7301
http://www.keio-const.co.jp

❸ 株式会社シンクハピネス

多磨霊園駅・武蔵野台駅・押立町エリア

『「つばめこうくう」原画展』

『糸とコップで奏でてあそぶ』
10:30〜12:00
14:00〜15:30

公開制作
＆ワークショップ

『静寂を舐めて FÊTE á MERDRE』
14:00〜20:00

『多摩川にかかる橋』写真展

営業時間11:30-17:00
土曜、
日曜休

❽ やすらぎ整骨院

⓲ カフェ・ロンタン

『昼の市場、夜の市場』

『〜あのねこ〜

❼ 矢島歯科医院

府中市美術館エリア

『祭り絵師「綾部好男」
VS ジャイアント人間ドッグ』

サイン会DAY

❷ 京王建設株式会社

〜12.19(月)まで

『金澤英亮 個展』

豆茶房でこ

展示
＆ワークショップ

『Tom Pierson ピアノライブ』
19:00〜

『府中合動展覧会』
『インスタレーション』

20

展示

『Tom Pierson ピアノライブ』
19:00〜

『工房 イサド展』

営業時間8:00-17:00
12.4(日)、7(水)、11(日)
は休市日のため休み
営業時間 8:30-15:00
12.4(日)、7(水)、11(日)
は休市日のため休み
営業時間8:30-15:00
12.3(土)、10(土)は19:00まで
12.4(日)、7(水)、11(日)
は休市日のため休み
営業時間
平日13:00-17:00
土日12:00-18:00

展示

『イングリッシュ・ハンドベル
「ノイ」ライブ』18:30開場 19:00開演

『Tom Pierson ピアノライブ』
『田村セツコ
久都間あゆみ二人展』 19:00〜

●

宮西町 4-10-1
宮西町 4-11-1
042-336-4202
042-361-2068
「期間中ヤン・シュヴァンクマイエル http://www.yasuragi-fuchu.com/
「歩行が困難な場合は、往診いた
の作品を展示しています」
します。」

『額入りカラクリが動き出す！』
『風の音楽隊・中川五郎＆Shiro』
16:00〜

営業時間11:00-18:00
月曜、火曜休

展示

〜つながるHappyproject〜

『今年は手作りで
Ｘʼmasリースを!』
11:00〜13:00
15:00〜17:00

『常設展』

営業時間10:00-17:00

artist-run-space merdre

18

調布駅

ワークショップ

❶ 株式会社大内商事

府中町 1-5-7
042-363-7707
http://www.ouchi.ne.jp/
「お住まい選びのパートナー」

『ステンドグラス展』

『篠原涼子 和の小物』

http://x2graphics.com/
「x2graphics はウェブの力をフル活用し
地域活動を応援します。」

府中駅・分倍河原駅エリア

11.19(土)から〜『飯田Jennifer桃子 個展』

『春待月 5人の作家
による手作り作品展』

● x2graphics

● 株式会社 TENTO

http://www.g-station.co.jp/
http://www.tento-net.com/
「展覧会巡りにこの一冊、月刊『ギャラリー』発行」 「日本初！小中学生のための” あそび
ながら・楽しみながら・まなぶ” ICT
株式会社佼成出版社
／プログラミングスクール」
http://www.kosei-shuppan.co.jp/
「つたえるよろこび つなぐ チカラ」

矢崎町４-１
http://www.fuchu-ichiba.tokyo/
日、祝日 休 水は市場暦に準ずる
「府中の市場。歴史と自然のまち
“ふちゅう” の台所。」

『Artと食と制作と…』
9:30〜14:00

● 株式会社ギャラリーステーション

大東京綜合卸売センター事業協同組合

『CHANGE YOUR MiND TOUR FINAL』
開場 17:00 開演 17:30

『ユタ州presents 』
『ALLDAYS RECORDS presents』
開場 17:00 開演 17:30 開場 17:00 開演 17:30

イベントによるので
お問い合わせ下さい

● 株式会社大東京綜合卸売センター

● 京王電鉄株式会社
www.keio.co.jp/

開場 18:45 開始 19:00

営業時間14:00-18:00
日曜、
月曜、火曜、水曜休

ワインショップ＆カフェ
・カモシタ

府中市美術館

『フェットFUCHU TOKYO 2016 スペシャル講演会 岸野雄一』

物販,公開制作,限定アートデザート

11

多磨霊園駅
武蔵野台駅
押立町

1(木) 2(金) 3(土） 4(日） 5(月) 6(火) 7(水) 8(木) 9(金) 10(土）11(日）12(月) 13(火) 14(水) 15(木) 16(金) 17(土）18(日）

ワークショップ

カフェ&バール イ・ピーニ

フェットパートナー

12月

*スケジュールは予告なく変更することがあります。

Facebook https://www.facebook.com/fetetokyo/
Instgram fete̲fuchu̲tokyo
twitter @fete̲fuchutokyo
主催：Artist Collective Fuchu アーティスト・コレクティヴ・フチュウ
運営：フェット FUCHU TOKYO 2016 実行委員会
協力：府中市美術館
後援：NPO 法人 府中市民活動支援センター、公益社団法人むさし府中青年会議所、むさし府中商工会議所

デザイン 亀島耕

イラスト 鷲巣弘明

