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2018.11.22.THU — 12.9.SUN
18 日間 、フチュウでアート

「暮らしと表現の芸術祭 フェット 2018 」は東京・府中市内全域で開催される芸術祭。海外で活躍するアーティストから、マ
マ作家さん、個人商店オーナーさんなどなど、様々な立場の「芸術家」がそれぞれ思い思いの展示や音楽イベント、ワークショッ
プを企画して開催する、ドキドキワクワクの 18日間！ 2016 年に第 1 回を開催し、一年越しで開催を迎えた今年は、公募で

52 企画が集まりました。マップを見ながら秋のアート散歩を楽しもう！
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暮らしと表現の芸術祭 フェット 2018

凡例
企画

会期｜11月22日［木］〜12月9日［日］ 会場｜東京都府中市
第 二 回 目となる「 暮らしと表 現 の 芸 術 祭フェット FUCHU TOKYO

00

展示・販売 会場

00

ライブ・上映・体験 会場

A 問合わせ
i ホームページアドレス

2018 」が始まります！

h 住所

フェット
（fête）とはフランス語で「お祭りやパーティ」の意味。
「FUCHU」

広告

の頭文字 F を取って、覚えやすい、親しみのある名前にしようと命名しました。

c 営業時間
㊡ 休業日
h 住所
> アクセス

年がら年中お祭りだらけの府中で今度はアートのお祭り「暮らしと表現の
芸術祭 フェット FUCHU TOKYO 2018」が開幕します！

A 電話番号

文化政策？ 市民協働？ ナンジャラホイ！ 自分たちのまちをどれだけ楽

i ホームページアドレス

しむか、自分たちでやりたいことを助け合って実現しようってこと！

※ 入場・参加料の記載のない場
合は、各企画へお問合せください。

アートの力、表現のチカラでまちに化学反応を起こせるかもしれない。
すでに起こってるアートのミラクル、見逃さないで！ 地元府中で実現し
たいたくさんの夢！ 叶えるのは、かみさまでもお役人でもなく自分たち！

2016 年の第一回目に続いて、今回もたくさんのまちの宝物や、キラキ

主催団体 NPO 法人アーティスト・コレクティヴ・フチュウとは？！
2015 年 12 月 に 任 意 団 体 Artist Collective

Fuchu が 誕生。府中在住アーティストの中でも

ラした表現者たちとつながりました。府中ってこんなステキなまちだったっ

特にアトリエやギャラリーをもつメンバーを中心

け？ こんなにアーティストっていたんだね、こんなに素敵なところがた

に結成。2016 年 12 月に府中市市民提案型市民

くさんあったのか！ このフェットジャーナル Vol.2を片手にたくさんの

ました。

発見をしてください。

活動支援事業として「フェット 2016 」を主催し
団体についての詳しい情報は P15 へ！

（NPO 法人アーティスト・コレクティヴ・フチュウ 代表 芝辻ぺラン詩子）

ピックアップイベント

16 府中市市民活動センター プラッツ 第6会議室

07 花 蔵 院
上映｜SCREENING

体験｜WORKSHOP

こどもとおとなの演劇部
『未知なる道を冒険する、
インプロ（即興演劇）
ワークショップ』

12/9［日］9:15〜11:40

「8ミリフィルム・マジカル・ツアー
（ホームムービーの日 in 東京府中）」

11/25［日］13:30開場 14:00上映開始
府中市内のお宅から発掘された８ミリフィル

ムを無料上映します。1960 年代から80 年

あたまとココロとカラダを動かして遊ぶ

代の府中の情景をスクリーンで見てみませ

ワークショップ！ 自分に気づく、相手を知

んか。80年代の「くらやみ祭り」など貴重な

る。こどもだから、おとなだから、親だか

映像がざっくざく。会場は府中駅から徒歩

らと、社会的な価値観を外して、今この

10分のお寺「花蔵院」。150年前の天井画

場で目の前にいる人と、どんなことがで

が残る本堂で、昭和の府中にタイムトラベル！

きるのか、どんな物語を創っていけるの
か・・・。ただ、一緒に遊んで笑って楽し
んじゃいましょう。

<りょーちんより>
《オーガナイザー・プロフィール》
ロクディム・りょーちん ryochin

即興パフォーマー / 役者 / 即興芝居講師。日本
のインプロ（即興演劇）の第一人者、今井純に師
事。インプロの世界的権威キース・ジョンストン
の WS に参加。

親子1組：2,000円
・1名様追加につき＋500円・要予約
・お子様だけ、大人だけでのお申し込みはご遠慮ください

対象：一緒に参加のできる親子
年齢：おとな＝制限なし
こども＝2歳〜小中高校生・大学生および
専門学校

・府中在住に限らない
・託児のサービスは予定していません

・15分前よりお部屋にお入りいただけます。受付をお済ませください。

H30協働事業「プラッツと。」対象事業

主催：Artist Collective Fuchu（府中市市民活動センタープラッツ
登録団体）/ ロクディムりょーちんワークショップ事務局 / フチュウ de
インプロ
協力：株式会社 COCOROTUS（府中卸売珈琲店）

A 090-9922-7946（担当：ACF 宮川）
i www.facebook.com/events/234350243988260/
h 宮町1-100 ル・シーニュ6階（MAP：詳細マップ内）
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A fuchujoei@gmail.com
070-3300-7265（主催者）
h 宮西町5-20-1（MAP：詳細マップ内）

2

分倍河原駅周辺エリア

01 鴨下酒店

01 鴨下酒店

展示｜EXHIBITION

「いくつかの森をぬけて山へ」

ライブ｜LIVE

古森秀夫／ドローイング
堀込和佳／陶のうつわとオブジェ
二人とも日々の思いを作品に表現していま
す。鳥や風景やオオカミや、空や雲、空気感。
酒屋の一角の小さなギャラリーに展示します。
お近くにお越しの際は是非お寄りください。
カフェも併設しております。

03 MINANO 分倍河原店

販売・展示｜SHOP / EXHIBITION

「松浦健太郎チェロ・コンサート」

11/15［木］
〜12/31［月］10:00〜21:00

RICHE HANATOMO

02 森のカフェ
「清水洋子作品展」

「冬の Café Kamoshita はどこかヨーロッ
パのにおいがする。冬のチェロの音色は暖

炉のようにあたたかい。酒蔵だった木の床

「クリスマスリース作り」

11/1［木］〜12/18［火］

フレッシュなグリーンを使用して、香りも楽し

庭の小さな草花を描いた精密な石版画の作

スを作りませんか♪ 11月28日のレッスンは

めるクリスマスリースを制作します。手ぶら

11:00〜16:00、18:30〜22:00
（水曜定休、
日曜16時まで）

に300年を生きたチェロが鳴る。チェロ弾き

品展です。思わず惹きこまれてしまう可憐な

は良い小屋に出逢えた」

松浦健太郎は、桐朋学園大学研究科修了

草花、風にゆれているような小さな葉、力強

後、東京都交響楽団、ロイヤルチェンバーオー

く咲く花々 ...

清水洋子さんは50年以上石版画、油彩画、

ケストラ、山形交響楽団、東京ユニバーサル

水彩画、リトグラフなど多彩な作品を描きつ

フィルほかの客演主席奏者を歴任。また管
弦楽団の指揮も手がける。

づけています。具象だけでなく抽象的な作品、

Cello: 松浦健太郎 Piano: 室塚佳子

めくるめくような色の世界、またモノクロの
壮大な宇宙を描いた作品とその魅力は尽き

日時・料金

ません。気に入った作品はお買い求めいた

12/2［日］15:00（開場14:30）

A 042-361-2637（会場）
i www.facebook.com/Salonkamoshita/
h 本宿町2-12-11（MAP：C-4）

A 042-368-6947（会場）
h 美好町3-2-3（MAP：D-4）

05 寿町三丁目公会堂
書籍販売｜BOOKSHOP

体験｜WORKSHOP

「フェット 2018 アートブックフェア」

「とん れすぃ〜あなたの物語アート〜」

11/22［木］〜12/7［金］14:00開店

で参加 OK！世界に1つだけのクリスマスリー
美味しいコーヒーとドルチェが付きます！

日時・料金

「クリスマスリースのレッスン」

11/27［火］10:30、14:30、18:00

□参加費2,700円（税込）

クリスマスリースのレッスン
［コーヒー &ドルチェ付］

11/28［水］10:30、14:30、18:00

□参加費3,240円（税込）

だけます。

□ チャージ3,000円（ワンドリンク付）

04 府中書房

体験｜WORKSHOP

A 042-358-0187（会場）
i www.hanatomo.co.jp
h 片町3-22-26 MINANO 分倍河原3F 会議室
（MAP：D-4）

株式会社 花智

RICHE HANATOMO MINANO 分倍河原店

12/2、12/9 の2日限定。描いて語らうアー

* 土日定休。
平日不定休あり。
* 閉店時間および休業日については府中書房 HP
（下記参照）
を確認してください。

トワークショップ。抽象画を自由に描き、楽

フェットの運営団体「NPO 法人アーティスト・コレクティヴ・フチュウ」が選

んだアート本が大集結！ファインアート、現代アート、パフォーマンス、映像、
音楽など、多彩なジャンルで活動する中心メンバーが、とっておきの1冊を選

書しました。秘蔵の古本も大放出！？ ポップで書籍解説もあります。

会場の「府中書房」は、市内で読み聞かせや読書イベントを開催する地域密
着型の本屋さん。京王線分倍河原駅から徒歩8分の甲州街道沿いにあります。

「フェット」参加の他会場での出張販売もあるかも？！

しく語らう。そんな時間を通して、気づきやきっ
かけが生まれる。# 子ども , 学生 , 社会人 , マ

マパパ # 集え , 絵オンチ !# ストレス解消
日時・料金

「フェットでアート体験＠ことさん」

12/2［日］13:00〜18:00
12/9［日］13:00〜18:00

主催：NPO 法人アーティスト・コレクティヴ・フチュウ（ACF）

写真はイメージです。

A fuchujoei@gmail.com / 070-3300-7265（担当・馬渕）
i fuchu-shobou.jimdo.com
h 美好町1-11-2（MAP：D-4）

手漉和紙・色染揉楮紙

紙吉村

A ton.reswi.18@gmail.com（主催者）
i line.me/ti/p/%40fpf8201v
（ワークショップとん れすぃの LINE@）
h 寿町3-7-46（MAP：D-3）

はたらくを、楽しく創る

スキルノート

㊡ 日曜日、臨時休業あり

> 大國魂神社となり
A 042-361-2022

3

i www.hanatomo.co.jp/riche/

府中名物 鮎もなか

企画｜03・25

亀田屋

c 9:30〜18:30 ㊡ 水曜日

c 10:00〜17:00

h 府中市宮西町2-17-2
（MAP：詳細マップ内）

c 9:00 〜18:00 ㊡なし
h 府中市矢崎町1-26-3（MAP：E-5, D-4）
> JR 府中本町駅徒歩6分
A 042-336-4416（本社）/ 042-358-0187（店舗）

A 090-1783-6160

skillnote111@gmail.com
i facebook.com/skillnote111

h 府中市宮西町2-8-1 エスポワール1F
（MAP：詳細マップ内）

> 京王線府中駅徒歩5分
A 042-361-2038

i facebook.com/ayumonaka.k.k
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府中駅周辺エリア

Craft Gallery

06 矢島歯科医院（信州屋）

09 蔵カフェ

08 つぼみ（甲刕屋）

展示｜EXHIBITION

体験｜WORKSHOP

「祭り絵師 綾部好男 囃子を描き継ぐ」

11/28［水］〜12/2［日］10:00 〜18:00

子さんを招いてのワークショップ。アーティ

ます。お申込みは電話でお願いします。

佇まいをみせる
「番場屋」に場所を移し、作家
が府中囃子を熱く語ります

11/24［土］13:00〜15:00
上映2｜SCREENING2

□ 参加費：3,000円
（材料費込み）
/ 定員5名

「chronograph 2089」
（映像作品上映）

11/25［日］13:00〜15:00

□会場：割ぽう料理 番場屋（詳細マップ内）
h 宮西町4-20-6 A 042-362-5699

写真を用いた、
映像作品『chronograph
2089』をランダム上映

□参加費：大人1,000円、学生500円
（資料、飲み物、軽食付き）

A 042-361-2068（会場）
h 宮西町4-11-1（MAP：詳細マップ内）
※ 診療時間内のため受付に一声おかけください

A 042-361-2025（会場）
h 宮西町4-8-1（MAP：詳細マップ内）

A 080-9170-3954（会場）
i www.instagram.com/hiromitsu_miwa
h 宮西町4-2-1（MAP：詳細マップ内）

haircut and makeup

10 LOOP HOLE

12 Tea studio y2

展示｜EXHIBITION

体験｜WORKSHOP

「高嶋英男企画による展覧会」

i nakakyuu.wp.xdomain.jp

サンタマリア

11 SAVA KEYAKI

展示｜EXHIBITION

「木下令子 個展」

切り絵（小森谷由利子）
とイラスト
（コナマロ）
の展示会「二人展」。

写真を用いた、
映像作品『chronograph
2051』をランダム上映

11:00〜18:00

12/2［日］14:00〜16:00

多摩地区にて撮影した人物と風景の、フィル

「chronograph 2051」
（映像作品上映）

12/8［土］

「祭り絵師 綾部好男 府中囃子を熱く語る！」

11/30［金］〜12/1［土］10:30〜18:00

上映1｜SCREENING1

日時・料金

トークイベント｜EVENT

「二人展（切り絵＆イラスト）」

由に入退出ができます。

クリスマス・お正月用いずれかのスワッグ
（=SWAG ドイツ語で壁飾りの意）を作り

展示｜EXHIBITION

11/23［祝金］〜25［日］10:30〜18:00
ムと印画紙による写真の展示。上映中は自

シャルフラワーとフレシュグリーンを使った、

師 綾部好男が、
庶民の祭りのかたち
「囃子」
に
最終日には府中の旧地区である番場に古い

三輪浩光 写真展「光の記憶」

講師にフルール・ド・ノエル主宰・笹島由美

府中のくらやみ祭りを描き続けて50年。
祭り絵

スポットを当て、
秘伝の所作を絵に残す試み。

展示・上映｜EXHIBITION / SCREENING

ワークショップ
「手作りスワッグで冬支度」

（12/2［日］は12:00まで）展示無料

09 蔵カフェ

13 カフェ サンク
ライブ｜LIVE

「〜運命の紅茶、
あります〜」

『夢幻』音楽と舞と語りの世界

11/17［土］〜12/15［土］14:00〜18:00

11/22［木］〜12/9［日］

LOOP HOLE（1997 年に VFX スタジオと

府中市に生まれ育った美術作家の高嶋英男

を知り自分好みの紅茶を発見する。

本文学の名作を、和楽器や民族楽器等の音

が、旧甲州街道沿いの美容室、SAVA ケヤ

［コース2］
紅茶の魅力を五感で体験

色に合わせて時に舞い、時に詠い、時に語り

（月火水定休）
※作家在廊日のみ日曜日開廊

して設立）は、VFX 監督、現代美術家として

10:00〜19:00
（11/27、
12/4 休み）

長く活動する木村俊幸が自身の活動と若手

キ店の空間を舞台に企画する展覧会。美容

アーティストを支援する場として、2005年か

室の営業時間中に作品をご覧いただけます。

ら精力的に活動を開始したアーティストラン
スペース。アートスペースが数少ない西東京
の府中において、また商業ギャラリーでは打

［コース1］
あなた色の紅茶さがし

2種類の紅茶を飲み比べ、それぞれの個性

見学の際は SAVA（042-319-9964）まで

ご連絡ください。詳細は作家 HP にて。

A 042-319-9964（会場）
i www.hideotakashima.com/
h 宮西町2-8-4（MAP：詳細マップ内）

Lacan beauty & skin

矢島歯科医院

c 11:00〜18:00
㊡ 日、水、祝日（完全予約制）

h 府中市宮西町4-11-1
（MAP：詳細マップ内）

h 府中市府中町1-12-10
（MAP：E-3）

> 京王線府中駅徒歩3分

> 京王線府中駅徒歩8分
JR 府中本町駅徒歩8分
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る紅茶のブレンドを体験します。

会。演出に西上寛樹氏を迎え、琵琶歌や日

ます。様々な表現スタイルに挑戦し、唯一無
二の『夢幻』の世界を目指します。
［予定演目］
「夢十夜」
「逢坂の月」
「夢応の鯉魚」等。
日時・料金

12/1［土］〜2［日］16:00〜17:30

□
［コース1］
1,000円（15分）
□
［コース2］
4,500円（予約制60分）

（月1回木曜休その週は土曜開業）

A 042-361-2068

作るように、
１つ重ねる毎に味も印象も変わ

10:30〜15:30

木下令子の新作展を開催する。

㊡ 土、日、祝日

ていく方法を大公開 ! 絵の具を混ぜて色を

11/22［木］〜12/8［土］
（日祝休み）

発信している。フェット 2018では取扱作家、

歯科一般・小児・矯正歯科

紅茶の持つ魔法のチカラ。気持ちがほぐれ

日時・料金

ち出しにくいアーティストや企画を積極的に

A 042-401-1633（会場）
i studioloophole.com
h 宮西町1ｰ15ｰ13（MAP：詳細マップ内）

役者・綾香詳三と音楽家・大和龍弦の二人

A 042-365-8888

企画｜06

i lacan-beauty.com

A 042-335-7977（会場）
i www.tea-studio-y2.co.jp
h 宮西町2-14-5 萬作ビル202（MAP：詳細マップ内）

A 090-4626-9802（主催者）
h 本町1-11-12（MAP：詳細マップ内）

Craft Gallery つぼみ（甲刕屋）
c 11:00 〜18:00

㊡日、月、第2・第4木曜日

h 府中市宮西町4-8-1
（MAP：詳細マップ内）

> 京王線府中駅徒歩8分
A042-361-2025

企画｜08
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IN VINO VERITAS
14 by サングリア

IN VINO VERITAS
14 by サングリア

展示｜EXHIBITION

「JISHAQMEN× サングリア」
11/28［水］〜12/3［月］
11:00〜22:00
（予定）

JISHAQMEN＝「つなげる」をコンセプトに、
人と人・地域と地域・国と国をつなげ、その

つながりから様々なクリエーションを遂行し
ています。地域の特徴や動植物、その場所
の環境を包括したストーリー仕立てのアート
表現が特徴です。

レストラン サングリア

展示・販売｜EXHIBITION /SHOP

「おのこしはゆるしま展 in Fuchu
〜ジモト野菜と食べ物絵師〜」
12/5［水］〜9［日］11:00〜22:00（予定）

府中で長年愛された「サングリア」が IN VINO VERITAS

として2018年11月新たにオープンします。

1F「VERITAS」では、ワインやシャンパンにあったメニューを、2F「VINO」ではコー
ス料理からパーティ料理まで幅広く楽しめます。3F「IN」にはピアノを常設して
おり、コンサートやイベントに御利用ください。サングリアはお客様と共に＜お
いしさ＞＜たのしさ＞＜つながり＞をこれからも大切にしていきます。

食べ物絵師、漆原さくらの作品展示販売会。
その手から生み出される食の絵は今にも香
りや温度、質感が感じられるように美味しそ
う。所属するジモーノの府中野菜に触れて
得た瑞々しい感覚を元に絵画を制作。絵と
文章で綴ったレシピ本やコミックエッセイの
販売も行う。会期中マルシェイベントを予定。
オープン間もないレストランサングリアでは
ジモーノの新鮮野菜を使った料理が楽しめる。
販売｜EVENT

「ジモーノの新鮮地元野菜マルシェ」
12/8［土］
〜12/9
［日］
11:00〜16:00（予定）

c 11:00〜22:00（予定） ㊡火曜日

h 府中市本町1-1-7（MAP：詳細マップ内）
> 京王線府中駅徒歩5分

A 042-368-6368（会場）
i jishaqmen.com
h 本町1-1-7（MAP：詳細マップ内）

A 042-368-6368（会場）
i haraweb.sakura.ne.jp

A 042-368-6368

i santgria.jp

企画｜14

府中からトレンドを
発信したい
SAVA KEYAKI 店は、JR 府中本町駅と京王線府中
駅のどちらからも便利な立地、旧甲州街道沿いの
ハイセンスな美容室です。今年は展示会場としても
フェットに参加。お話を伺ったのは、スタイリストの滝
沢さんと藤倉さん、アシスタントの中尾さんです。

間仕切りがなくて、開放的な空間ですね。
滝沢：はい、広々とした空間とインテリアにこだわってい
ます。落ち着いた雰囲気でリラックスして日々の疲れを
癒していただけるようなお店づくりにこだわっています。
府中にこんなサロンがあったなんて！
とても洗練されてますよね。
藤倉：うれしいです。私たちも都心の有名サロンに勉強
『自分たちが
のために行くことがあるのですが、Sava も

左からアシスタントの中尾さん、スタイリス
トの滝沢さん、藤倉さん

通いたくなるサロン』でないと意味がないと思っています。
中尾：うちって音楽もかけてないじゃないですか、ゆっく

りできて、広くってっていうサロンは都心にはほとんどな
い。たくさんのお客様を回しているし、待たされるし・・・
お客様としてもせわしないですよね。せっかく癒されに
来たのに。Sava ではお客様ひとりひとりを大切に、マン

ツーマンスタイルでシャンプー、カットからスタイリング
まで、一人のスタイリストが担当しています。

藤倉：
『府中からトレンドを発信したい』という思いがあ
ります。

藤倉「ジョンマスターオーガニックを使って

いるので、それを目当てに来るお客様もいま
すよ」

重なるかもしれないです。

haircut and makeup
SAVA KEYAKI

滝沢：身近なところでアートに触れる機会があまりない

h 宮西町２-8-4（MAP：詳細マップ内）

c 10:00〜19:00 ㊡火曜日

A 042-319-9964

> 京王線府中駅徒歩6分

『府中から発信』それは私たち ACF のミッションとも少し

ので、今回 Sava で展示する高嶋英男さんの作品も独
特だし楽しみにしています。

c 10:00〜19:00 ㊡火曜日
> 京王線府中駅徒歩5分

i beauty.hotpepper.jp/slnH000156244/

姉妹店

SAVA SAKURA

h 府中町1-25-9 パルハイム1F（MAP：E-3）
A 042-365-0388

企画｜11
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15 jewelry ISHII

府中市市民活動センター

16 プラッツ 第1会議室 B

体験｜WORKSHOP

「天然石とクリスタルを使用した
ブレスレットのワークショップ」

Un Charme Cafe

17 （アンシャルムカフェ）

体験｜WORKSHOP

体験｜WORKSHOP

「おーい、
えほんだよ！」

【紙塾】
「紙×髪で変身！」

絵本・童話作家のきむらゆういち先生が顧

残紙や断裁くずと言われる、印刷現場にあ

問をつとめ、宮本えつよし先生をはじめとし

る廃材を利用し、様々な色や手触りの紙を好

ンリーワンを見つけるワークショップ。60種

た現役絵本・童話作家が講師をつとめる創

きなように組み合わせて衣装を制作⇒その

類以上の天然石やクリスタルの中から、ど

作絵本教室「ゆうゆう絵本講座」の生徒によ

場でプロの美容師さんにヘアセットをしても

れを選ぶかはあなた次第。石が持つ意味や

る、てづくりえほん作品のおはなしかいです。

らい近所を練り歩くワークショップです。ア

クリスタルの配色は、その日の気分や内面

子どもたちに楽しんでもらえればと、たくさ

ンシャルムカフェの素敵な空間で撮影会も♪

を表します。あなたらしく過ごす、そんな勇

んの絵本作家さんたちがオリジナル絵本を

気を与えてくれるお守りとなる作品を製作し

用意してお待ちしています。たのしい絵本の

日時・料金

天然石の魅力を感じながら、世界に1つのオ

ましょう。開催時間内ならいつ来ていただい

おはなしかいに、ぜひ足をお運びください。

ても構いません。

出入りは自由です。

日時・料金

日時・料金

「紙×髪」で変身！〜日没編〜

11/23［金祝］14:00〜17:00

「紙×髪」で変身！〜陽だまり編〜

Un Charme Cafe

17 （アンシャルムカフェ）
展示｜EXHIBITION

「Art bond !! 〜人とArt を繋ぐ〜」

11/22［土］〜12/9［日］
9:00〜23:00
（月曜定休）

□ 入場無料（ワンオーダーお願いします）
① darmare さんとのコラボスイーツ！『アイ

シングクッキーで飾る冬のデザートプレート』
期間中数量限定で提供し、インスタに投稿し
て頂いた中からコンテストを開催します。
②『現役芸術高校生による展示 & パフォー

マンス』都内の芸術高校３年生による絵、作

品の展示とパフォーマンス。いつもと違った

□ 参加費無料

□ 両日とも 4,000円（対象年齢3歳以上）

マンスをお楽しみください。

□ 参加費：500円（製作1点につき）

12/2［日］14:00〜16:00

12/9［日］9:30〜12:30

アンシャルムカフェの雰囲気と、即興パフォー

A 042-368-0366（会場）
i jewelryishii.com
h 宮町1-41-1 フォーリス2階（MAP：詳細マップ内）

A emikasago@yahoo.co.jp（主催者）
h 宮町1-100 ル・シーニュ6階（MAP：詳細マップ内）

A kamijyukujira@gmail.com（主催者）
i peraichi.com/landing_pages/view/kamijyuku
h 府中町1-7-3 恩田ビル 2F（MAP：詳細マップ内）

A 042-367-7066
i www.instagram.com/un_charme_cafe/

11/30［金］〜12/1［土］11:00〜17:00

ジュエリークラフト

三扇堂／サンセンドウ
ジュエリー＆アクセサリーのあらゆる
「困った！」にお応えします。
ジュエリーのリフォーム専門店。サイズ直し、リペア、リ
フォームなど、状況に応じてベテランジュエラーが親
身になって対応します。

c 10:00〜19:00 ㊡火曜日

h 府中市宮町1-10-63（MAP：詳細マップ内）

> 京王線府中駅徒歩3分
A 042-368-3567

i sansendo.com

café コットン畑

c 10:00〜17:00（LO16:30）
㊡ 日、月、祝日
h 府中市宮西町2-13-3
（MAP：詳細マップ内）
> 京王線府中駅徒歩7分、
JR 府中本町駅徒歩7分
A 042-365-1125（9:00-17:00）
i ch-friends.or.jp/cafe

FÊTE JOURNAL Vol.2

アメリカンダイナー

Framewood Cafe

c 11:00〜22:00
㊡ 水曜日

h 府中市天神町3-13-3
（MAP：F-2）
A 042-302-6000
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18 CAFFÈ & BAR ipini

11/29［木］10:30〜14:30
幼き頃のクリスマスの想い。

サンタクロースへの手紙、
イブの華やかなテー
ブル、着飾った部屋、プレゼント、ワクワク
の詰まったクリスマスの夜。
大人になった今は子供や家族のためにクリ
スマスを楽しんでますよね。でも、大人だっ
て自分のためのクリスマスがあっても良いか
も！ビュッフェのお料理をつまむように、そん
な想いを込めて、コラージュ作家の grand

jeté とパティシエの darumare がプロデュー

スする大人のひと足早いクリスマスを楽し
みにいらしてください。公開制作、物販、ワー

21 アトリエ府中

20 BOOFUUWOO

体験｜WORKSHOP

展示・販売・体験・公開制作

「大人の Art buffet christmas」

cafe+zakka

19 Studio Flight

販売・体験｜SHOP / WORKSHOP

「つの犬と叩いて遊ぼう！
！
「☆☆クリスマスが近いから☆☆」
〜ミラクルクラップドラムサークル〜」 マルシェにはハンドメイドの雑貨や素材がた
ドラムファシリテーターのつの犬（角田健）さ

くさん並びます。店内のワークテーブルでは

んをお招きし、みんなで叩きまくる2時間。太

クリスマスを迎えるための手仕事が楽しめます。

鼓を叩くと気持ちがいいと子供の頃に気が

「ハンドメイドマルシェ」

マジックを見た。マラカスさえ振れれば参加
できるオーケストラ。初対面の人たちがこの
言葉を使わないコミュニケーションを感じ、
つながり、素晴らしい音楽を共有できてしま
勿論経験者もマイドラム持参も大歓迎。
日時・料金

12/9［日］14:00〜16:00

クショップ、クリスマス展示。

□ 大人1,000円 中学生以下無料

A 042-302-2100（会場）
i www.ipini.jp/
h 宮町2-30-4（MAP：E-4）

A 042-333-7151（会場）
i studioflight.net
h 緑町1-13-8ホワイトハウス1F（MAP：E-4）

11/22［木］〜12/9［日］ 12:00〜17:00

（11/26、
27、
28、
29、
12/3、
4、
5、
6 休み）

父が開業し、36年間のべ1500人の美術ア

を2013年にイベントスペースとしてリニュー

11/22［木］〜12/9［日］11:00〜16:00

アルしました。
「大人のサロン」として、美術、

EVENT 2

化発信地として地域に貢献したいと考えて

11/22［木］〜12/9［日］11:00〜16:00

のデザインを手がけてきたアトリエ代表松

オーナメントつくりやプレゼントつくりなど。詳
細な内容は未定ですが、毎日準備しておく予

と新作「View Arts」の世界をご堪能下さい。

（11/27、
12/1、
2 休み）

う不思議。楽しい打楽器を沢山用意します。

松林眞澄「View Arts」展

トリエとして親しまれてきた「アトリエ府中」

EVENT 1

ついた。プロになりアーサーハルが発明した

展示｜EXHIBITION

「クリスマスを迎えるための手仕事（WS）
」
□ ワークショップ要材料費
（料金未定）

芸術、音楽、美食、ワイン、日本酒などの文
おります。今回フェットでは、36年間化粧品

林眞澄の個展を開催します。過去の作品群

定です。

A 070-6982-3996（会場）
i www.instagram.com/pokapokaboo
h 府中町2-20-13 1F（MAP：E-3）

A 090-8588-3303（会場）
i atelierfuchu.com
h 府中町1-38-5（MAP：E-3）

22 baz tools & plants

真言宗豊山派

花蔵院

販売・展示｜SHOP / EXHIBITION

「Un note de voyage」

11/22［木］〜11/28［水］11:00〜18:00
締め付けない下着「qilin underwear」
、旅

する雑 貨「R+++teshigoto」
、ポーセラー

h 府中市宮西町5-20-1（MAP：詳細マップ内）

ツ・キルンアート、キャンドルサロン「mieux」
、

> 京王線府中駅徒歩8分
A 042-361-4143

東欧雑貨「Glücklich」
、アンティークと植物

樹木葬墓地

i www.kezouin.or.jp

「baz」、府中在住の作家・店舗が集まり期
企画｜07

間限定のマルシェを開催！
！ FETE TOKYO

2018限定のアイテムも登場します！

エステ、耳つぼ、巻き爪なら

エステさくまゆ

c 完全予約制 ㊡なし
h 府中市宮町1-20-19（MAP：詳細マップ内）
> 京王線府中駅徒歩2分

A 090-4096-2433

i sakumayu.com/
A 042-365-5035（会場）
i www.instagram.com/baz_natsumi.n
h 栄町2-2-6 西3号室（MAP：E-2）

『NEWTOWN 2018』

日程：2018 年11 月10 日（土）
、11 日（日）

会場：デジタルハリウッド大学 八王子制作スタジオ

（旧 八王子市立三本松小学校）
京王線・小田急線「多摩センター駅」徒歩約8 分

多摩都市モノレール「松が谷駅」徒歩約3 分

P.2掲載 企画 NO.16『インプロ（即

料金：入場無料（一部プログラムは有料）

が 11/10（ 土 ）の み『NEWTOWN

時間：START 10:30 CLOSE 19:00（予定）

HP：http://newtown.site/

7

興演劇）ワークショップ』のりょーちん

2018』出展します！詳細は左記 HP へ。
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府中第二小学校
C

（株）花
浅間中学校
府中

南町小学校

詳細マップ06～17

5

ホテルコンチネンタル府中
レストラン東北牧場

Un Charme Cafe 17

LOOP HOLE 10

四谷小学校

府中第八中学校

C

■
■

府中駅

府中市市民活動センター Fuchu sta.

プラッツ

Craft Gallery
つぼみ
矢島
歯科医院

割 ぽう料理
番場屋
■
■

6
府中第三小学校

やすらぎ
整骨院
■
駐車場

高安寺

花蔵院 07

LE SIGNE

08

ピザ屋

手打ちそば
吉見家

06

■

16

SAVA
KEYAKI

蔵カフェ

11

09

café ■
コットン畑
café &
craft beer
麻屋

jewelry ISHII
フォーリス店 伊勢丹

15

■
紙吉村

12 サンタマリア
Tea studio y2

府中市役所

（株）大内商事
北口支店

4

中河原駅

Nakagawara sta.

京王線

甲州

（株）大内商事
本社ビル ■

くるる

エステさくまゆ
■C

■ 三扇堂/
サンセンドウ

Foris
和菓子
■ 亀田屋 ■HOTEL松本屋1725

■Wine Terrace Yu-me

京王

電鉄

イ・ピーニ

住吉小学校

4

京王

府中卸売珈琲店

萬蔵庵公

大東京綜合
卸売センター

街道

cafe

矢崎小

線

郷土の森公園

旧甲州街道

府中競馬正門前駅
Fuchu-keiba Seimon-mae sta.

サングリア 14

多摩川

京王

電

馬
鉄競

場線

C
E

4

カフェ
13
サンク
大國魂神社
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C

スタジオフライト

スタジオ＆ギャラリー
アダージョ

8

F

G

TOKYO
MAP

青梅

H

東所沢
JR武蔵野線
JR青

立川 西国分寺 武蔵境

梅線

高尾

八王子

新宿

JR中央線

西武多摩川線

調布

JR南

府中第五中学校

登戸

武線

Fuchu

渋谷

京王線

栄町北公園
武蔵野公園

東八道路

府中第六小学校
baz tools &

新町第三公園

明星中・高校

新町西公園

新町小学校

明星小学校
［明星学苑前］

斉藤病院

金

22

小

plants

C

府中第五中学校

井

学 園 通り

い

街

ょ

府中第六小学校
斉藤病院

金

う

Framewood
Cafe

小

■

ち

道

東京農工大学

井
道

り

街

通
天神町公園

■

Lacan beauty & skin

C

甲州

C

府中駅
Fuchu sta.

京王

C

国史跡
武蔵国府跡

大國魂神社

旧甲州街道

〒

18
府中競馬正門前駅
CAFFÈ Fuchu-keiba Seimon-mae sta.
& BAR
ipini
29

C

競
京王

馬場

線

スタジオ＆ギャラリー
アダージョ

本町駅

S

S

東府中駅 C

Higashi Fuchu sta.

C

コーヒー専門店
ケトル

街

道

［西蔵院前］

afe MUSASHIYA

線

（株）
笠井包装

歩道橋

C

S

競艇場

若松町広場

中央

紅葉丘第三公園

たちばなの園白糸台

武蔵野台駅
Musashinodai sta.
C

C

■ 手作り弁当
こもれび
C
〒

■
スープカレー
鳩時計
押立公園

S

白糸台東部公園
南白糸台小学校

府中第二中学校

［車返団地］
C

高速

自動

車道

■ 吉亀寿司

小柳町西公園

そば 処
山口家 ■

小柳町第三公園

競艇場前駅

Kyoteijo-mae sta.

府中東高校

［飛田給三丁目］
白糸台北公園

西武多摩川線
小柳公園

多摩川

東府中駅

Higashi Fuchu sta.

地

C

甲州街道

4 アプリーレ

43

［押立文化センター西］

多

摩川

旧甲州

■

ギャラリーゆうき
本村神社

押立文化
センター

多摩

多摩川親水公園

至 新宿

［押立神社］

押立神社

4 本とnagomiと…
川緑

9

小柳小学校

二ヶ村緑道

27 豆茶房でこ
26
［是政交番前］
Michiko Gallery

COFFEA
EXLIBRIS kettle

C

是政緑道

多摩

4

府中第六中学校

府中工業高校

C

4

若林町公園

［府中九中南］

しみ ず 下 通
若松町地域公園
り

〒

関の原公園
～つながる
Happyproject～ 是政駅
Koremasa sta.

線

り

中

C

京王

榊原記念病院

42

［白糸台三丁目］

C

台通

線

府

36
FLAT STAND

府中けやきの森学園

警察学校

41

白糸

武

大東京綜合卸売センター
事業協同組合

矢崎小学校

馬塲彫刻研究所 34

［車返団地入口］

白糸台中央公園

り

南

C

Shiraitodai sta.

府中第九中学校
C

■
若松小学校
是政文化センター

JR

蔵庵公園

白糸台駅

C

4

子どものアトリエ

［車返団地北］

府中第四小学校
白糸台文化センター

S

C

AsianMeal
珈琲店 23 24

京綜合
センター

［清水が丘二丁目］

life design 35
village
FLAT

北原公園

白糸台小学校

〒

■

多磨霊園駅 C

府中第八小学校

株）花智 25
校
府中の森芸術劇場

C

C

C

G

［白糸台出張所前］

甲州街道

クレモナ珈琲

警察大学校

府中第十小学校

白糸台北公園

浅間山通

C

航空自衛隊府中基地
28 artist-run-space
競馬場
merdre

［矢崎町
三丁目］

多 磨 霊 園 駅周辺 エリア

Tama-Reien sta.

競馬場周辺 エリア

ART・IST
こどもの
アトリエ
40 Tutti

C

府中第二中学校

本と
nagomiと… 37 Shop&Gallery Cafe
星星峡
33 イタリア料理店
若松町幼児公園
旧甲
州街
アプリーレ
道

［東府中駅東］

■

30

東京外国語大学
紅葉丘中央公園

4 福 み舎

カフェ・ド・［若松町二丁目］ S
ジェノワーズ
東府中店
32

onmachi sta.
［競馬場西門入口］

若松町地域公園

若松町広場

cafe
MUSASHIYA 31

武蔵野の森公園

朝日町通り

府中市役所

C

C

紅葉丘第二地域公園

府中工業高校

関の原公園

G

宮町中央公園

若松小学校

街道

線

44

Tama sta.

C

C

萬蔵庵公園

C

多磨駅

紅葉丘第三公園

若林町公園
府中の森芸術劇場

19 Studio Flight

C

■

り

府中の森公園

ケヤキ並 木

C

〒

C
C

［若松町四丁目］

C

浅間中学校

ップ07～18

39

紅葉丘文化センター

コインパーキング

航空自衛隊府中基地

府中第二小学校

府中警察署

府中市美術館

人見街道

クレモナ珈琲豆

府中第十小学校

線

平和の森公園
Cafe
+ zakka

20 BooFuuWoo

〒
の
S
小さな雑貨店
若松町
『福み舎』幼児公園
浅間山公園

浅間山通

〒

ルミエール
府中
C

38 府中

［明大グランド西］

川

中央文化
センター

みたま堂

摩

SAVA

■

府中第一小学校

府中の森公園

府中公園

［けやき並木北］ SAKURA

浅間山

多

21

農業高校

民球場

生涯学習センター

府中市美術館

アトリエ府中

■
シンクハピネス
（株）

平和の森公園

むさしの学園小学校

多磨霊園管理事務所

浅間山公園

武

稲荷木公園

新小金井街道

府 中 駅 周 辺 エリア

多磨霊園

浅間山

新小金井街道

幸町公園

陸上競技場

アメリカン
スクール

多磨霊園

府中第一中学校

西

校

E

川緑

地

街道

N
1km
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競馬場周辺エリア / 大東京綜合卸売センター

府中卸売珈琲店＋

23 特設会場

24 AsianMeal

展示・販売｜EXHIBITION/SHOP

もとやすけいじ「ぽっぽこうくう」
絵本原画展

11/29［木］〜12/8［土］

展示｜EXHIBITION

「アジアの犬 日本のねこ -Noriko
Saensuk・ウンノヨーコ合同写真展 -」
8:30〜15:00（11/23、25、12/2、5休み）

□ 入場無料

□ 入場無料

大好評だった フェット 2016の「つばめこう

在住するタイを中心としてアジアの野良犬を

シリーズ2作目となる絵本「ぽっぽこうくう」

撮り続ける日本人フォトグラファー Noriko

Saensuk（セーンスック）こと渡辺のり子。自

は楽しい冬のおはなし。府中出身の絵本作

身初の写真集出版を控え、記念の写真展を

家・もとやすけいじさんの原画展。絵本販売

開催する。共に展示するのは身近な生きもの

のほか、府中卸売珈琲店の開店3周年にあ

の暮らしを切り取るウンノヨーコ。築半世紀の

わせた冬の催しをお楽しみください。

事業協同組合

株式会社 笠井包装

11/22［木］〜12/8［土］

9:00〜15:00（12/2、5 休み）

くう展」に続いて「ぽっぽこうくう展」開催！

大東京綜合卸売センター

c 7:00-14:00
㊡ 日、他卸売市場の休業日

c 各店舗による
㊡ 日曜祝日、他卸売市場の休業日
h 府中市矢崎町4-1（MAP：E-5）

h 府中市矢崎町4-1大東京綜合卸売
センター第2通路東側（MAP：E-5）

A 042-364-2198
i fuchu-ichiba.tokyo

A 042-364-7118
i kasai.biz

> JR 府中本町駅徒歩13分

> JR 府中本町駅徒歩13分

市場を会場に、人々の日常に寄り添うように
暮らすアジアの犬と日本の猫の姿を並示する。

A 042-201-4247（会場）
i www.cocorotus.com
h 矢崎町4-1 大東京綜合卸売センター（MAP：E-5）

A 042-336-6399（会場）
i asianmeal.weebly.com/

スタッフの個性が
会社を作る
大東京綜合卸売センターの一角にある府中卸売珈
琲店は、都内で20箇所以上にキッチンカーを展開
する「移動販売 Cocorotus/ココロータス」の拠点
でもある。しかし会社の向いている方向は、食品販

店頭では珈琲を注文後に挽いて提供。

定番メニューの
「市場のローストビーフ丼」
。

スペシャルティコーヒーの豆販売もある

肉から野菜まで、材料は市場で厳選

売にとどまらない。それは元プロスノーボーダーとい
う社長の山中世史（よし）さん以下、異色のスタッ
フが揃うことから始まる。
̶̶みなさんのプロフィールを教えてください。
ぴんきゅ：私はカラスカという劇団に所属して、普段は
お芝居に出ています。コメディです。
あゆみ 私も同じ劇団の所属ですが、今は育休産休中。
ココロータスの広報担当。紙媒体の広告系の仕事をし
ています。
かっちゃん：僕は松竹芸能の養成所に所属して、一時期
芸人をやっていたこともありました。いまは VTuber に

なろうかなあと。

̶̶え？ ぶ、ぶいチュー？
かっちゃん：おっさんが CG の可愛い女の子に化けたり
するアレです。

よし：そんな感じで彼はデジタル系が得意なので、ホー
ムページを作ってもらったりしてます。他にも役者はあと

左からかっちゃん、よしさん、ぴんきゅさん、あゆみさん

写真：芦沢友紀子

るからというので。おかげでキッチンカーも様々な電子決済
に対応しています。
̶̶昭和な感じの市場と落差がすごいですが、卸売センターっ
てどうですか？
かっちゃん：府中市民は年末しか来ないと思うんですけど、
平日もやっているし、一般の人も入れます。無料駐車場800台！
ぴんきゅ：昔ながらの人情溢れる感じで、他の店舗の人も優

しいですよね。
よし：府中は地元愛が強いし、お祭り好きで、いい人が多い。
でも地域にアーティストはいるのに、発表の場も少ないし、関
心を持ってもらう場も足りない。

グ（発掘）しているんです」

あゆみ：役者は舞台で2週間仕事できないこともありま

かっちゃん：でも東芝あるからかなわないよ

よし：うちは個人がやりたいことを重視しているんです。
ホームページも頼んだわけではなく、こんなことができ
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想通貨じゃないけど、うち
は会社自体も個をマイニン

いなと。
よし：うん、いろんな新しい事業に取り組んで行きたいですね。

んと接する中で自分の活動の宣伝をしてもいい事にし

ナコインなど。社長曰く
「仮

しました。会社とアーティストさんをつなぐ事業ができればい

うちは府中ナンバーワン企業を目指していますから。

ていて、相乗効果を狙ってます。

済に対応。QR コード決済

の PAY ID や仮想通貨のモ

うちのキッチンカーでライブペインティングをやってもらったり

̶̶異色スタッフさんをまとめるのは大変じゃないですか？

がら、販売目標を設定してもらって。そのかわり、お客さ

キッチンカーは各種電子決

あゆみ：前回のフェットの後に地元のアーティストとつながって、

3人いますね。

すからね。そこは本番に向けてスケジュールも合わせな

2017年11月にけやき並木で開催されたライブペインティングプロジェクト
『only
one CAR！』で。ペインターはアーティスト渡邊美友さん。このキッチンカーは現在
も現場で活躍中

よし：東芝さん、サントリーさんに並ぶ府中のビッグな企業に！
̶̶恐れ多いですが……頑張ってください！
よし：あ、最後に『夢のある人募集中！』って書いといてくださ
い。あなたの夢に共感したら雇います。
文：四本淑三

株式会社 Cocorotus/
府中卸売珈琲店
c 月 - 金 6:30〜15:00 / 土 8:30〜15:00
㊡ 日、祝日（他臨時休業あり）

h 府中市矢崎町4-1 大東京綜合卸売センター
5通路（MAP：E-5）
> JR 府中本町駅徒歩15分

A 042-201-4247

i www.cocorotus.com

企画｜23

10

競馬場周辺エリア

Michiko Gallery
26 〜つながる
Happyproject 〜

25 株式会社 花智
体験｜WORKSHOP

「生花のリースでクリスマス準備♪」
生花のモミ、
ヒバ、ユーカリ等を使用した香り

27 豆茶房でこ

展示｜EXHIBITION

「かわくぼみちこ・川窪花野
その時々で好きなこと」

豊かなフレッシュリース作りを一緒にしません
か♪ オーナメントにはドライフラワーをふんだ
んに使用します！選べるコースは2通り。

［A コース］リースの土台にオーナメントを飾
りつけ♪ 初心者の方にオススメ！

［B コース］本格派。土台のリースから制作！

11/28［水］〜12/2［日］

27 豆茶房でこ

展示｜EXHIBITION

体験｜WORKSHOP

「菊池和子写真展」

「読み聞かせと語りの集い」

11/26［月］〜12/1［土］

12/8［土］〜9［日］

11:30〜17:00（木曜休み）

11:00〜12:00、
14:00〜15:00

平日13:00〜17:00/ 土・日12:00〜18:00

『フクシマ無念』
『フクシマ漂流』などで知ら

日常の好きなこと、好きな時間の過ごし方、

れる写真家、菊池和子の写真展。最終日に

をききながら、みんなの心を寄せ合いポカポ

好きなもの、その時々で感じたことをそれぞ

は菊池氏のトークイベントも予定。「福島の

カの集いにしたいと思います。

れの視点で自由に描き出します。お時間あっ

地と被災した人々の実情を知ることは、老朽

絵本専門士ピコの皆さんによる読みきかせ、

たらぜひお出かけください。

日時・料金

［Aコース］

11/27［火］19:00、11/28［水］19:00
12/1［土］10:00、12/2［日］10:00

冬の行進がはじまる時期、世界各地のお話

原発の再稼働が次々と認められていくなか

ストーリーテリング仲間たちの会のみなさん

で、異常気象と地震の頻発する国土に生き

による語りです。すてきな作品を届けてくれ

る私たちの道しるべになると思う」（写真展「こ

るでしょう。

の大地奪われし人々ー帰還困難区域とその周辺」案
内文より抜粋）
トークイベント／ EVENT

［Bコース］

12/1［土］14:00〜

12/1［土］15:00、12/2［日］15:00

□ 料金：3,500円（税込）/ 各回定員10名
申込電話にて受付（締切11/25）

A 042-366-4416（会場）
i www.hanatomo.co.jp
h 矢崎町1-26-3（MAP：E-5）

A 042-335-2828（会場）
i www.facebook.com/MichikoGallery
h 是政3（MAP：E-5）※府中街道沿いのバス停「西
蔵院前」からフェットのポスターを探してね。

A 042-307-0128（会場）
i www.mamesabou-deco.com
h 是政5-6-6 ライオンズプラザ府中是政駅前106（MAP：F-5）

住みやすいまち、府中の事情
祭り中心の街に、
新しい風が吹いてくる
歴史ある街、府中。でも新しい芸術や文化は、ちょっ
と見えにくい。それで我々はフェットを始めたのだが、
府中でアートって実際のところどうなんだろう？ そこ
で市内不動産会社大手の大内商事・横山光芳副
社長に伺った。いわば地元のプロである。
̶̶あの、府中って生活の中にアート、ないですよね？
「少ないですね。府中はお祭りがとても盛んな町ですから、
お祭りが主体で絆を深めている地域が多いです。だか
らアーティストが入る余地が少ないと思います」
̶̶わははは！ もう年がら年中、どこかで太鼓の音がし
てますね。
「どれくらいお祭りがあるか教えてあげましょう。まず東
からいくと下染屋神明社。その手前で、車返のお祭り。
そして上染屋。人見。常久。清水ヶ丘。小田分。押立の
祭り。是政。芝間。南町。浅間神社。分梅町。八雲神
社。中河原の御岳神社。熊野神社……」

̶̶あの、キリがないですけど。
「それでもっとも大きな祭は東京三大祭である大國魂神社の例
大祭『くらやみ祭』ですね！ でも府中には美術館もあり、イベン
トでは JAZZ in FUCHU 等、府中市も芸術を受け入れようと
努力しております、そこをどう表現しようかと取り組んでいるチャ

レンジャーが皆さんではないでしょうか。だから応援しています！」
̶̶ありがとうございます！ 実は新しいことに寛容で、いい街
なんですよね。便利だし。
「本当に良い所です。府中は駅が沢山あって市外に行きやす
いです。東側の地域の人は吉祥寺または新宿へ、西側の地
域の人は立川等に行く方が多いですね。」
̶̶あらら。たしかに他所から集まることって、ないですね。

昨年新たに建立された大国魂神社西門は、大内商事が寄贈。なんと社号標には横
山さんのお名前も！

株式会社 大内商事

「モノレールもある立川や、特急で20分の新宿の方が集まりや

すいからね！府中に集まろうと言ったら皆さん苦労するんではな
いですか？ 府中駅周辺再開発も済み、これからはもっと市外か

ら人が来てもらえるように魅力ある町にしていきたいと思います」
̶̶それ、文化面でも同じです。
「住みたい、住み続けたい、豊かで素晴らしい街なので、もっと
街の存在を PRしたい。私は33年間この仕事をしておりますが、

市外の物件を買い求める府中の方を接客したことがありません。
いかに府中が住みやすい街かお分かりいただけると思います」
̶̶なかなか出て行かないですよね。大内商事さんは、府中
周辺以外の物件も扱っているんですか？
「客付は出来ますが、私共の主な仕事は不動産管理です。車
で30分以内で行けない物件は管理しておりません」
̶̶それは何故？
「何かあったら、すぐ駆けつけないと！ 今年もありました。真夏
の猛暑の時期にエアコンが壊れて、大家さん指定の業者では

5日もかかると言うことで、我々が交渉して弊社が翌日には交

換を終わらせました。生活を守っていくのが私共の仕事です」

街の成り立ちにやたら詳しい大内商事の横山副社長。「管理物件は約4500室、
駐車場は約350ヶ所。それを従業員30人体制でやっています。できないことも

多いけど、最善は尽くしたい」と地元の信頼に応える。府中を中心として、調布、
小金井、国分寺、国立、多摩の不動産をカバー
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̶̶さすが！ 実はうちも真冬に給湯器が壊れて、特急対応し
てもらった事が。地元愛の強い地域性の背景には、こうした
地元企業の存在もあるのでは。フェットも頑張らないとね！
文：四本淑三

本社（売買・テナント）
h 宮町1-19-10
（MAP：詳細マップ内）

> 京王線府中駅南口徒歩3分
A 042-352-7077

ouchi@ouchi.ne.jp

北口支店（賃貸・駐車場）
h 府中町1-5-7
（MAP：詳細マップ内）

> 京王線府中駅南口徒歩3分
A 042-363-7707

ki-ouchi@ouchi.ne.jp

分倍支店（売買・賃貸・駐車場）
h 片町2-20-3（MAP：D-4）
> JR 南武線・京王線分倍河原駅
徒歩3分
A 042-358-7707

bu-ouchi@ouchi.ne.jp

写真：芦沢友紀子
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スタジオ＆ギャラリー

28 artist-run-space merdre
展示・ライブ｜EXHIBITION/LIVE

「Ｐ Ｏ Ｅ Ｍ」

11/21［水］〜12/9［日］

29 アダージョ
展示｜EXHIBITION

「Monster2018」

11/21［水］〜12/9［日］

展示｜EXHIBITION

「YES」

11/21［水］〜12/9［日］

11:00〜18:00（月火定休）
□ 入場料400円（飲み物付き）

11:00〜18:00（月火定休）
□ 入場料400円
（飲み物付き）

11:00〜18:00（月火定休）
□ 入場料400円
（飲み物付き）

ビデオカメラの下でコップの水をゆらしたり、

映像と立体のインスタレーション。フェット

日々湧き上がる心象風景を描き続ける小針

オモチャや文房具、紙の切り抜きでコラージュ

2016、深大にぎわいの里（調布卸売りセン

麻記子の個展。作品に引き続き、第二弾！

をしたり、指で踊ったり、リアルタイムで音楽
に合わせて映像を作り出す異色の VJ ユニッ

トonnacodomo による映像作品上映やコ

ラージュや空間を使ったインスタレーション

ター）の街のアトリエ studio gen にやって

ドゥマルシェによる
「アダージョさよならコンサート」
出演者「ドゥマルシェ」
（ミヤック、牧千恵子）
歌うヴァイオリン、弾むアコーディオンのお
二人による、楽しいコンサートです。アダージョ
のオープン時、コンサートに何度も参加して
くれたアーティストを招き、
さよならコンサート。

きたモンスター。今度はメルドルの車庫に

アダージョは1年後には取り壊し、音楽系は

2018年版モンスターが現れる！

できない手芸系のちいさなスペースになりま
す。コンサートは2時間半。途中休憩時間に

作品等の展示。

演奏者と談話できます。ワンドリンクお菓子
付きでお楽しみください。

EVENT

「オープニングレセプション」11/23
［金］
15:00〜18:00

日時・料金

11/29［木］14:00〜16:30

「ウィークエンドレセプション」12/1
［土］
15:00〜18:00

A 042-319-9298（会場）
i uma-merdre.com
h 矢崎町1-9-4（MAP：E-5）

ライブ｜LIVE

□ 2,000円（ワンドリンクお菓子付き）

A 042-482-5573（主催者）
i www.machinoatelier.com

A 042-319-9298（会場）
i uma-merdre.com

A stu-ada@nethome.ne.jp
090-8894-4822（会場）
i ベル音楽事務所（ドゥマルシェ所属）

www7b.biglobe.ne.jp/~belmusic/

h 八幡町2-10-4（MAP：E-4）

artist-run-space
merdre / メルドル
緑豊かな郊外、東京競馬場の片隅に佇む
一軒家アートスペース

2011年にオープンした知る人ぞ知る隠れ家アートスペー

ス。カフェも併設しているので、アートを鑑賞しながら、ゆっ
くりくつろげます。フェット期間中は３つも展示が同時進行！
お待ちしてます♪
c 11:00 〜18:00 ㊡月火

h 府中市矢崎町1-9-4 （MAP：E-5）

> JR 府中本町駅徒歩8分
A 042-319-9298

i uma-merdre.com
企画｜28

レストラン 東北牧場
青森県「東北牧場」の農園と
直結しているレストラン
農薬や化学肥料を使わずに栽培された野菜やハーブ、

自家栽培の無農薬飼料を食べ平飼いされた鶏の有精卵、
天然の山菜や野草などを使ったお料理は、季節による

変化をお楽しみいただけます。朝食は和洋バイキング、
ランチは和定食、ディナーは和洋中のお料理を約50種
類揃えたバイキングのレストランです。
c 7:00〜22:00 ㊡なし

h 府中市府中町 1-5-1
（MAP：詳細マップ内）

> 京王線府中駅徒歩1分
A042-333-7115

i hotel-continental.co.jp/restaurant/restaurant_tohoku

FÊTE JOURNAL Vol.2
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30 コーヒー専門店 ケトル

31 cafe MUSASHIYA

展示・ライブ｜EXHIBITION /LIVE

「Uncommon Places」

11/22［木］〜12/9［日］
（火曜定休）

平日13:00〜19:00 / 土・日 11:00〜19:00
普段何気なく過ごしている場所や見聞きして
いる物事も視点を変えたりバランスを変える
事で違ったものに感じられる。古い建材店を
改装したコーヒー店 kettle で “ 衣食 ” から感

じて頂く企画。
“ 衣 ”はオールハンドメイドにて
製作する帽子ブランド conejo のテーマからイ

ンスピレーションされた帽子の展示販売。
“食”
はイベント限定のコーヒーとスイーツなど。
ライブ｜LIVE

「Uncommon Places Live （
! 仮）」

ライブは要チャージ /ドリンクオーダー（詳細未定）
詳細は後日弊店ブログ「COFFEA EXLIBRIS blog」
（＠ bbxbc）に
とツイッター「COFFEA EXLIBRIS」
てお知らせ致します。

A 042-201-3070（会場）
i kettle.coffeaexlibris.shop-pro.jp/
h 八幡町3-19-3（MAP：F-4）

ロクディム全国縦断ツアー

「RAINBOW TOUR 2018」

ライブ｜LIVE

「ぽていと アコースティックライヴ」
府中市在住の旅するシンガーソングライター、
石見亮太（いわみりょうた）によるソロユニッ
ト
「ぽていと」によるアコースティックライヴ。
全国を歩き、人と出会い、そして繋がって、そ
こから生まれた新しい自分を音楽に乗せて
奏でる「ぽていと」の歌。今回は、電気を使
わずに歌と楽器の生の響きだけで、店内に
漂うコーヒーの香りとコラボレート。勿論、店
内では淹れたてのコーヒーも召し上がって
頂けます。ゆったりとした午後、是非五感で
楽しんで下さい。

34 馬塲彫刻研究所
展示｜EXHIBITION

「犬と石斧」
馬塲稔郎、
姫野亜也、
山本麻璃絵

馬塲彫刻研究所にゲストをお迎えして開催
する企画。今回は、木彫作家の山本麻璃絵
さんと石彫作家の姫野亜也さん。各自の活
動の他に、それぞれの素材である【木と石】
で共同制作する『石斧をモチーフにした石
斧の彫刻』を発表されています。
『石斧』と
馬塲の『動物』とが、制作空間であるアトリ

即興芝居×即興音楽×即興照明の
即興ライブ！
！全国縦断中！

12/1［土］〜2［日］10:00〜17:00
発酵の美しさ、素晴らしさや奥深さは、それ
だけで芸術性がある。様々な素材を使って、
目に見る事の出来ない菌の力を表現した作
品を展示する。
・発酵を可視化した立体作品
・発酵の音を聴く試み
・菌の声を聴いて表現した絵画
・発酵の世界から見た地域やコミュニティの
在り方を考えたテキスト

エと、生活空間の和室に展開されます。
オリジナルグッズ、
小作品の販売あり。

体験｜WORKSHOP

「デコパージュ体験 ＆
イタリアンランチ」
ペーパーを切り貼りするアート
「デコパージュ」
と美味しいイタリアンをお楽しみいただく、
とってもお得なランチ会。初心者の方も大歓
迎です。予約制で各日定員10名様まで。お

問い合わせ・お申し込みはアプリーレまで。
日時・料金

「クリスマスオブジェにデコパージュ」

11/22［木］11:00〜14:00

「ガラスの小皿にデコパージュ」

11/29［木］11:00〜14:00

□ 4,000円（材料費、
ランチ代込。要予約）
定員10名

□ 参加費無料

13:00〜19:00

初めてとなる全国縦断ツアー

「発酵をデザインする」

11/24［土］14:00〜16:00（仮）

A 042-306-5909（会場）
i www.instagram.com/cafe_musashiya/
h 若松町1-1-4 ライトルヴェ1F（MAP：F-4）

33 イタリア料理店 アプリーレ

展示｜EXHIBITION

日時・料金

11/23［祝金］〜25［日］、11/30［金］〜
12/2［日］、12/7［金］〜9［日］

結成10周年を迎えるロクディムの

32 本とnagomiと…

A 090-6655-2971（主催者）
i www.instagram.com/nagomi_ferment
h 若松町1-37-12スプリングビル1F（MAP：F-4）

life design village

35 FLAT

展示・体験｜EXHIBITION / WORKSHOP

「デコボコウボウ」
〜版画であそぼう〜

11/24［土］〜25［日］11:00〜17:00
運ばれてきた１台の古い銅版画のプレス機。
直感と偶然が重なって『デコボコウボウ』が
生まれました。
フェットでは、版画作品の展示やワークショッ
プを開催！どのように作品が生まれるのか、
実際にプレス機をつかっているところも見れ
たり…みんなで「銅版画」を中心にいっしょ
にあそびましょう！画廊やギャラリーでは味
わえない、表現活動を通じたインタラクティ
ブなコミュニケーションがきっとそこにはあ
るはず。

イベント｜EVENT

A 042-361-8411（会場）
i aprile.tokyo/
h 若松町1-37-1（MAP：F-4）

36 FLAT STAND
展示・体験｜EXHIBITION / WORKSHOP

「artbeans15th Anniversary
Art Exhibition」
フリーになりartbeans を立ち上げて今年で

15年になります。この15年の間に花屋を営

んだり、ウェディングの仕事をしたり、様々な
マルシェに出店をしてきました。今回は15周

年記念としてレッスンに来て下さっている生
徒さん達と作品展をします。子どもから大人

までの作品をご覧下さい。
天然素材で作った雑貨の販売や季節の花材
を使用したリース作りのワークショップも開催。
日時・料金

12/6［木］11:00〜18:00
12/7［金］11:00〜20:00
12/8［土］11:00〜18:00

□ 参加費3,000円〜5,000円

「犬と石斧」作家による公開制作

※内容、参加費は
仕入れ状況により
変 わります。詳 細
はお尋ね下さい。

11/24［土］、12/1［土］

＠調布市せんがわ劇場

2018年10月26日（金）&27日（土）
＠せんだい演劇工房10-Box box-1

2018年11月10日（土）&11日（日）

＠ J:COM ホルトホール大分

2018年11月22日（木）&23日（金祝）
HP：6dim.com

i animalier.jp
h 小柳町2-30-3（MAP：G-5）

A 042-201-1238（会場）
i www.facebook.com/life-design-

village-FLAT-830108263823681/

h 清水が丘3-29-4（MAP：G-4）

A artbeans.flower@gmail.com（主催者）
042-201-1238（会場）
i facebook.com/artbeans
h 清水が丘3-29-3（MAP：G-4）

フェットジャーナル Vol.2・P.2掲載

企画 NO.16『インプロ（即興演劇）

ワークショップ』のりょーちんが所属

するインプロ集団ロクディムが全国
ツアー中！公演詳細は上記 HP へ。
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Shop & Gallery Cafe

37 星星峡

展示｜EXHIBITION

「みんなで府中をかざろう！」

11/15［木］〜12/11［火］

11:30〜23:00（水曜定休、他不定休あり）
府中市内で撮影した写真（撮影機材不問。

府中の小さな雑貨店

38 『福み舎』（ふくみや）
展示・体験｜EXHIBITION/ WORKSHOP

「福み舎でおけいこしましょ展 &」

11/23［祝金］
〜12/8［土］11:00〜16:00

（時間はワークショップによって変更あり。
月木日休み）

ワークショップ講師の作品を中心に手しごと

スマホでもＯＫ）や府中市内の風景などを描

雑貨の展示・販売を行います。

いた絵や版画、府中を思って筆をとった書な

体験｜WORKSHOP

ど、府中市に関連するみんなの作品で星星
峡の壁面を埋めよう！ 出展参加無料（ただ
し、星星峡の cafe 利用者に限ります）。展示
会期間中なら、いつからでも作品の展示が

できます。展示方法など詳細はスタッフまで
お尋ねください。

A 042-334-8208（会場）
i seiseikyo.com
h 若松町1-26-6（MAP：G-4）

ART・IST

39 クレモナ珈琲豆

40 こどものアトリエ Tutti

展示｜EXHIBITION

展示・体験｜EXHIBITION / WORKSHOP

「wear the coffee
染布でふれる、
コーヒーの国々」

11/22［木］〜12/8［土］
（日月休み）
11:00〜18:00

草木染めの一つであるコーヒー染め。淡くや
さしいカフェオレに色づいた布や糸を使った

11/23［金祝］
「消しゴムスタンプ 彫る＆押
すを楽しむ」Crochet
「ミシンで簡単 手作り折りたた
11/27［火］

み帽子」カンガエル帽子店

コサージュやイヤーアクセサリーなどのオリ
ジナル雑貨を販売するほか、コーヒー染布
で作るコーヒー原産国地図の展示も。普段
何気なく飲んでいるコーヒーはどこで、どの

12/1［土］
「羊毛フェルトで作るかわいいモノ」
HITSUJI COMPANY

ような人々が、どうやって作っているのか。

「小さな森のアレンジ」
12/4［火］
ハーブとお花 y green

ければうれしいです。ウェディングの花仕事

□2,800〜3,500円程度（詳細・予約は福み舎まで）

artbeans と、小さなコーヒーロースター、ク

やフラワーアレンジメント教室を主宰する

A fukumiya.com@jcom.home（主催者）
042-201-2337（会場）
i www.instagram.com/fukumiya_2938
h 若松町4-16-23（MAP：G-3）

スープカレー鳩時計

c 10:00〜14:30、16:30〜18:30
㊡ 日、臨時休業あり

h 府中市白糸台5-25-1車返団地商店街内
（MAP：H-5）
> 京王線武蔵野台駅徒歩4分

A 042-319-8102
i facebook.com/soupcurryhatodokei

コーヒーの産地や生産者に思いを馳せて頂

「みんなで表現を楽しもう！」

11/30［金］〜12/3［月］11:00〜18:00
□1作品1,000円（画材費込）展示見学無料

アトリエにある80種類以上の画材を使って、

ノート大の作品を作りませんか？ 期間中、

どなたでも参加できます。1人で、親子で、
仲間と絵を描いたり、立体を作ったり創作の
方法は自由です。作った作品は、その場で
展示し多くの方に観て頂きます。
「TUTTI（トゥッティ）
」はイタリア語で「みんな」
という意味があります。誰でもみんな表現す

ることを楽しめるようにとイベントを企画しま
した。多くの方の参加をお待ちしています。

レモナ珈琲豆の共同企画です。

A 042-306-6522（会場）
i cremonacoffeemame.jp
h 紅葉丘2-3-49（MAP：G-3）

カフェ・ド・ジェノワーズ 東府中店

A 070-5573-3489（会場）
i art-ist.jp
h 朝日町1-8-1（MAP：H-4）

こどものアトリエ Tutti

営業時間、休業日：レッスンの詳
細はお問い合わせください

c 10:00〜22:00 ㊡なし
h 府中市清水が丘1-1-3

h 府中市朝日町1-8-1
（MAP：H-4）
> 西武多摩川線多摩駅徒歩8分

（MAP：F-4）

> 京王線東府中駅徒歩1分

A 042-360-2151
i food-surprise.jp

A 070-5573-3489

i art-ist.jp

企画｜40

フェットへの応援ありがとうございます！
■ 安心・手作りの仕出し弁当 椀もあ

■ jewelry ISHII

■ 割ぽう料亭 番場屋

■ Wine Terrace Yu-me

■ 手打ちそば 吉見家

■ Studio Flight

■ エッグシェルモザイクアート＆クラフト

■ 手作り弁当 こもれび

■ やすらぎ整骨院

■ 吉亀寿司

■ café & craft beer 麻屋

■ そば処 山口家

A 042-351-0461 i wanmoahassin.blogspot.com h 府中市美好町2-7-13 石坂ビル（MAP：D-4）

A 042-362-5699

h 府中市宮西町4-20-6（MAP：詳細マップ内）

企画｜15

A 042-368-0366 i jewelryishii.com h 府中市宮町1-41-1 フォーリス2F（MAP：詳細マップ内）

A 042-302-3977 i wineterraceyume.com h 府中市宮町2-4-2（MAP：詳細マップ内）

A 042-361-2166 i yoshimiya-s.com h 府中市宮西町4-16-1 2F（MAP：詳細マップ内）

企画｜19

A 042-333-7151 i studioflight.net h 府中市緑町1-13-8 ホワイトハウス1F（MAP：E-4）

A 070-6995-4621 i komorebi2013.jimdo.com h 府中市白糸台4-16-1 谷中ビル1（MAP：G-5）

A080-4865-0697 i http://espeglass.wixsite.com/egg-shell-mosaic

A 042-336-4202 i yasuragi-fuchu.com h 府中市宮西町4-10-1（MAP：詳細マップ内）

A 042-302-0388 i banba-asaya.com h 府中市宮西町5-4-3（MAP：詳細マップ内）

A 042-365-3136 h 府中市押立町2-12-3 永井荘1F（MAP：H-5）

A 042-363-0470 h 府中市押立町2-43-3 （MAP：H-5）

■ COFFEE&SKE-BAR 蔵カフェ

企画｜09

■ カフェサンク

企画｜13

A 080-9170-3954 i nakakyuu.wp.xdomain.jp h 府中市宮西町4-2-1（中久となり /MAP：詳細マップ内）

A 042-362-2341 i cafecinq.com h 府中市本町1-11-12（MAP：詳細マップ内）

■ CINRA.net
i cinra.net

■ 株式会社レストラン京王
i http://www.res-keio.co.jp

■ HOTEL 松本屋1725

■ SOMPO ちきゅう倶楽部社会貢献ファンド

■ 株式会社シンクハピネス

■ 株式会社佼成出版社

A 042-360-2212 i hotel-matsumotoya.co.jp h 府中市宮西町2-4-1（MAP：詳細マップ内）

A 042-302-2006 i sync-happiness.com h 府中市府中町1-41-12 LES TOURTEREAUX Unit _08（MAP：E-3）

i sjnk.co.jp

i kosei-shuppan.co.jp

（※フェット 2018にご協賛いただいた市内の企業・店舗さまの所在地を MAP ページに記載しています。）
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多磨霊園駅周辺エリア

41 子どものアトリエ
展示・体験｜EXHIBITION / WORKSHOP

子どものアトリエ展示会＆
ワンコイン工作ワーク

11/24［土］10:00〜15:00
11/25［日］10:00〜12:00
ワークショップ 500円

たちばなの園白糸台

42 1階地域交流スペース
展示・体験｜EXHIBITION/ WORKSHOP

「着られるアート 柴田景子展」

11/24［土］〜25［日］10：30〜16：30
舞台衣装、仮面作家、臨床美術士 柴田景子
による個展です。仮面という「顔を隠す」こと
によって普段、心にしまってあるものを”さら

43 ギャラリーゆうき

44 武蔵野の森公園

展示・体験｜EXHIBITION/ WORKSHOP

「iris 展」

体験｜WORKSHOP

「親子で公園探検隊 〜秋のかけら
を音と絵にしてみよう〜」

11/23［祝金］〜12/2［日］

12:00〜19:00（11/26［月］〜29［木］休み）
女性作家3名によるグループ展です。

［出品作家］

公園の散策で見つけた自然の材料を使って、
音や歌を作ったり、絵を描き、親子でそれぞ
れが感じたことを表現して楽しむワークショッ

・小久保 聡子 / アクリル画

プです。武蔵野の森公園はとっても広くて気

う喜び、ユニバーサルファッションや着られ

・宮澤 明日香 /ミクストメディア

がら、見た、触った、聞いた、感じたことを身

ぜひ遊びに来てくださいね！同時に大人から

るアートの世界を感じてください。

EVENT

子どもまで５００円で工作が楽しめます！

※会場へのお問合せはご遠慮下さい

●フェルトツリーオーナメント作り

体験｜EVENT｜

ライブペイント「黒板アート」
会期中随時

色彩心理をベースに自由創作の場「子ども

のアトリエ」を運営しています。いちから子
どもたちが考え作った作品展示をしています！

●木のおもちゃ色ぬり
●セラピーぬり絵でプチセションなどなど
好きなものを選んで楽しい時間を！ 早い者

けだしてしまう”といった体験や仮面を描く
ことを楽しみましょう。生きるために表現し装

「仮面ペイント♪」
（同時開催）
11/24［土］〜11/25［日］ 10:30〜16:30

予約不要。参加費1,000円。当日受付10名様

持ちのよい公園です。公園の自然と遊びな

・登石 雅美 / 絵画

親子が新しい感性を発揮、発見し、新たなコ
ミュニケーションの場となります。

出品作家による黒板アートを行います。他に
もどなたでも描くことが出来る黒板をご用
意致しております。奮ってご参加下さい。

勝ちです！ お気軽にお越しくださいね！

A 042-360-0024（会場）
i gennki1.com/
h 白糸台3-14-7（MAP：H-4）

体全体で表現する楽しさを体験しましょう。

主催：武蔵野の森公園サービスセンター、
ノゾミウタ×MAMI
協力：こどものアトリエ Tutti

日時

11/25［日］10:00〜12:00

（要参加費、
詳細・お申し込みは下記 HP にて）

A keikoshibata.com/contact.html（主催者）
i masq.amebaownd.com/
h 白糸台6-2-17（MAP：H-4）

A 042-444-0697（会場）
i www.facebook.com/Galleryyuki/
h 押立町4-37-1（MAP：H-6）

A 042-365-8435（武蔵野の森公園サービスセンター）
i www.tokyo-park.or.jp/park/ format/

access058.html

h 朝日町3-5-12（MAP：H-3）

「暮らしと表現の芸術祭 フェット FUCHU TOKYO 2018 」は、私たち ACF が運営しています
私たち NPO 法人アーティスト・コレクティヴ・フチュウ

と、それによって府中のイメージを中からも外からも変え

り、私たちの活動は着実に前進していると実感しています。

て行こうという意図から始まったものです。今年は市内の

私たちの最終目標は、府中が「誰もが表現できるまち」に

術祭 フェット FUCHU TOKYO 2016」をはじめ、講演会、

アトリエやギャラリー、カフェ、そして普段は芸術活動と結

なることです。その目標をできるだけ多くの人と共有する

アートツアー、上映会など、小さな企画を開催しながら、

びつかないスペースをも会場として、様々な展示企画を同

ために、私たちと一緒に活動してくれる賛助会員、その活

暮らしとアート、地域の人とのつながりを広げる活動を続

時開催する “ 芸術祭 ” として形になりました。

動を支援してくれるスポンサーを募集しています。その他、

（ACF）は、2015年の発足して以降、
「暮らしと表現の芸

こんな形なら ACF の活動に協力したい、協力できるとい

けてきました。

おかげさまで多くの参加、賛同、協力、スポンサーを得て、

その中でも、今年第二回目となる “フェット” は、市内在

今年のフェットはさらにパワーアップしました。さらに今年

う方は、事務局までご連絡ください。私たちと一緒に、あ

住の芸術文化の担い手や、受け手の存在を可視化するこ

2018年、ACF は任意団体から NPO 法人に生まれ変わ

なたの想像力を具体化して行きましょう。

T シャツを購 入してフェットの活動を応援しよう！

Goods

暮らしと表現の芸 術 祭 フェット FUCHU TOKYO 公 式グッズ

フェット T シャツ 絶 賛 発 売 中！

２,５００yen 税込 + 送料
A・B 各種2サイズ（メンズ M/ レディース M）

ご購入・お問い合わせ：contact@fetetokyo.com
販売元：ACF
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FÊTE Fuchu Tokyo 2018 SCHEDULE
展示・販売
分倍河原駅周辺エリア

11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30 12/1

01

鴨下酒店

いくつかの森をぬけて山へ

展示

01

鴨下酒店

松浦健太郎チェロ・コンサート

ライブ

02

森のカフェ

清水洋子作品展

展示・販売

03

RICHE HANATOMO MINANO 分倍河原店

クリスマスリース作り

WS

04

府中書房

フェット 2018 アートブックフェア

販売

05

寿町三丁目公会堂

とん れすぃ〜あなたの物語アート〜

WS

府中駅周辺エリア
矢島歯科医院
（信州屋）

祭り絵師 綾部好男 囃子を描き継ぐ

展示・トーク

07

花蔵院

8ミリフィルム・マジカル・ツアー

上映

08

Craft Gallery つぼみ（甲刕屋）

ワークショップ「手作りスワッグで冬支度」

WS

09

蔵カフェ

三輪浩光 写真展「光の記憶」

展示・上映

09

蔵カフェ

二人展（切り絵＆イラスト）

展示

10

LOOP HOLE

木下令子 個展

展示

11

haircut and makeup SAVA KEYAKI

高嶋英男企画による展覧会

展示

12

サンタマリア Tea studio y2

〜運命の紅茶、
あります〜

13

カフェ サンク

『夢幻』音楽と舞と語りの世界

ライブ

14

IN VINO VERITAS by サングリア

JISHAQMEN × サングリア

展示

14

IN VINO VERITAS by サングリア

おのこしはゆるしま展 in Fuchu

展示・販売

15

jewelry ISHII フォーリス店

天然石とクリスタルを使用したブレスレットWS

WS

16

府中市市民活動センター プラッツ 第6会議室

インプロ
（即興演劇）親子ワークショップ

WS

16

府中市市民活動センター プラッツ 第1会議室 B

おーい、
えほんだよ！

WS

17

Un Charme Cafe（アンシャルムカフェ）

17

Un Charme Cafe（アンシャルムカフェ）

18

【紙塾】
「紙×髪で変身！」

WS

展示

CAFFÈ & BAR ipini

大人の Art buffet christmas

展示・販売

19

Studio Flight

つの犬と叩いて遊ぼう！

WS

20

cafe+zakka BOOFUUWOO

☆☆クリスマスが近いから☆☆

販売・WS

21

アトリエ府中

松林眞澄「View Arts」展

展示

22

baz tools & plants

Un note de voyage

販売・展示

競馬 場周辺エリア
大東京綜合卸売センター / 府中卸売珈琲店

もとやすけいじ
「ぽっぽこうくう」絵本原画展

展示

24

大東京綜合卸売センター /AsianMeal

アジアの犬 日本のねこ 合同写真展

展示

25

株式会社 花智

生花のリースでクリスマス準備♪

WS

26

Michiko Gallery 〜つながるHappyproject 〜

かわくぼみちこ・川窪花野展

展示

27

豆茶房でこ

菊池和子写真展

展示・トーク

27

豆茶房でこ

読み聞かせと語りの集い

WS

28

artist-run-space merdre

ＰＯＥ Ｍ

展示・ライブ

28

artist-run-space merdre

Monster2018

展示

28

artist-run-space merdre

YES

展示

29

スタジオ＆ギャラリー アダージョ

ドゥマルシェによる「アダージョさよならコンサート」 ライブ

多磨 霊園駅周辺エリア

●

展示・ライブ

cafe MUSASHIYA

ぽていと アコースティックライヴ

ライブ

本とnagomi と…

発酵をデザインする

展示

デコパージュ体験＆イタリアンランチ

WS

コーヒー専門店 ケトル

31
32
33

イタリア料理店 アプリーレ

34

馬塲彫刻研究所

「犬と石斧」馬塲稔郎、
姫野亜也、
山本麻璃絵 展示

35

life design village FLAT

「デコボコウボウ」〜版画であそぼう〜

36

FLAT STAND

artbeans15th Anniversary Art Exhibition

展示・WS

37

Shop & Gallery Cafe 星星峡

みんなで府中をかざろう！

展示
展示・WS

12/5

12/6

12/7

12/8

12/9

●
●

●

12/2

12/3

12/4

12/5

12/6

12/7

12/8

12/9

●
●
●
●

●
〜12/15

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

12/2

●

●

●

●

●

●

●

●

12/3

12/4

12/5

12/6

12/7

12/8

12/9

●

●

12/9

●

●
●

●

●
11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30 12/1

Uncommon Places

30

12/4

〜12/18

11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30 12/1

23

12/3

●

WS

Art bond !! 〜人とArt を繋ぐ〜

12/2

〜12/31

11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30 12/1

06

● ライブ・上映・トーク・WS
（体験／ワークショップ）

12/2

12/3

12/4

12/5

12/6

12/7

12/8

●

●

●

●
●

●
●

展示・WS

●

●
●
〜12/11

●

●

38

府中の小さな雑貨店『福み舎』
（ふくみや）

福み舎でおけいこしましょ展 &

39

クレモナ珈琲豆

wear the coffee 染布でふれる、
コーヒーの国々 展示

40

ART・IST こどものアトリエ Tutti

みんなで表現を楽しもう！

展示・WS

41

子どものアトリエ

子どものアトリエ展示会＆ワンコイン工作

展示・WS

●

●

42

たちばなの園白糸台 1階地域交流スペース

着られるアート 柴田景子展

展示・WS

●

●

43

ギャラリーゆうき

iris 展

展示・WS

●

●

44

武蔵野の森公園

親子で公園探検隊

WS

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
※企画の内容は、主催者の都合により変更する場合があります。

開催概要

FÊTE JOURNAL Vol.2 Autumn

名称：暮らしと表現の芸術祭 フェット FUCHU TOKYO 2018
会期：2018年11月22日
（木）〜12月9日
（日）
主催：NPO 法人 アーティスト・コレクティヴ・フチュウ
（ACF）
助成：平成30年度府中市市民提案型市民活動支援事業（フェットジャーナル Vol.2 および Vol.3）

2018年11月1日発行
制作・発行：NPO 法人アーティスト・コレクティヴ・フチュウ
（ACF）

「フェット」メールマガジン購読のおしらせ
府中市内外で開催される ACF 会員によるアートイベントを月1回程度おしらせします。購読を希望の方はメール

タイトルに「メルマガ購読希望」
、本文にフルネームを明記の上、contact@fetetokyo.com まで送信ください。

府中市市民活動センター プラッツ登録団体
発行人：芝辻ペラン詩子

編集長：四本淑三
編集委員：芦沢友紀子、宮川亜弓、馬渕愛
デザイン：北風総貴、松岡未来
お問合わせ

アーティスト・コレクティヴ・フチュウ
（ACF）
事務局
［お知らせ］

8月23日に ACF 理事の芝辻義治さんが永眠されました。69歳でした。これから府中で一緒に楽しい活動を広げていきたいと思っ

ていた矢先、突然の訃報でした。義治さんの偉大なる業績と芸術への愛に深く敬意を表し、心より御冥福をお祈り申し上げます。
（NPO 法人アーティスト・コレクティヴ・フチュウ理事一同）
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〒183-0025 府中市矢崎町1-9-4
（メルドル内）

TEL/FAX：042-319-9298

contact @ fetetokyo.com

本誌フェットジャーナルをおいてくださる店舗を募集中。
事務局までお問い合わせください。
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