キテ府中。

企画・運営 Youth Action for 府中

キテ
府中。
府中ワールドフェスティバル

日時

府 中 が世 界 と つ ながる 日

9/20〜30

9月23日㈪
2019

て楽し
府中っ

東京外国語大学と東京農工大学の学生達を中心としたYouth Action for 府中が企画

同時開催

11:00〜18:00

い！

https://www.fes-info.com/fuchu-world-fes

第5 回

府中に世界がやってくる♪

㈪
㈮ 〜 30日
日
0
2
9

2019

月

同時開催

伊勢丹府中店は9月30日
（月）
をもちまして営業を終了させていただきます。

キテキテ府中は家族で楽しめるイベントが盛りだくさん♪
ル・シーニュ

フォーリス

伊勢丹 府中店

Autumn Festa

総勢3,114名様にプレゼント!!

ご愛顧感謝ファイナルフェスタ

9月14日㊏〜30日㊊

Autumnプレゼント大抽選会

いま活躍のアイテムで秋、満喫。

デコル・シーニュ de
ラグビー日本代表応援！

9月21日㊏

【府中駅南口 会場MAP】
京王

南口

ル・シーニュ

▲市営駐車場入口
▼市営駐車場入口

伊勢丹 府中店

くるる

2階：中央広場
3階：たっち横

★本部
●2階：正面玄関前ステージ

スタンプラリーで
景品をもらおう！
…スタンプラリー
チェックポイント

◀京王線府中駅南口全体がフェスティバル会場！

9月24日㊋〜30日㊊

各店のお買い得商品を多数ご用意した、
秋の特
別セールを開催いたします！

事前エントリー制

●催事「大九州展」
●ハンドバックファイナルセール
（7F）
●食料品まつり

9月25日㊌〜30日㊊
●ワコールビッグバザール ●ラスト5日間日替わりサービス
●婦人服ファイナルセール ●婦人靴ファイナルセール（7F）

9月25日
（水）
は、
一部を除くぷらりとま
るごと京王グループ共通ポイントサー
ビスのポイントが5倍の毎月最終水曜
日開催の
「ビッグウエンズデー」
です。

くるる

キテキテ府中
協賛セール
（一部店舗を除く）

9月20日㊎〜30日㊊

府中ワールドフェスティバル 府中駅前ペデストリアンデッキと各施設の広場で世界の舞踏・音楽・ワークショップなどを開催 !

ペデストリアンデッキ、ル・シーニュ、くるる、フォーリス、

2019

府中が世界とつながる日

協力 : ル・シーニュ くるる フォーリス 伊勢丹府中店 ぷらりと京王府中

東京外国語大学

むさし府中商工会議所

府中観光協会

府中駐車場管理公社

お問合せ：
（一社）
まちづくり府中 TEL: 042-370-1960
E-mail: machidukuri̲fuchu@nifty.com

日時

9月23日㈪

伊勢丹府中店、ぷらりと京王府中などで世界各国の音楽やダ

ンスなど、いろいろなイベントが開催されます。

旧甲州街道

後援：府中市

キテキテ府中Special セール

9月23日㊊㊗開催

東京外国語大学と東京農工大学の学生達を中心としたYouth Action for 府中が企画

100名様

主催：

総勢3,114名様にフォーリスお買物券10万円分
55,000円相当
や豪華国内旅行カタログ
（ペア）
等が当たる豪華抽選会を開催いたします！

●スポGOMI in 府中

一部を除くぷらりと各店で開催。

横浜くりこ庵前

先着
大國魂神社

当日のお買上げレシート合算合計
1,500円毎にワンチャンス。

9月18日㊌〜30日㊊

ぷらりとオータムSALE＆FAIR

9月20日㊎〜10月14日㊊㊗

2階：

2階

フォーリス
1階：光と風の広場

中駅

◀くるる駐車場入口

けやき並木通り

2階：GIG COURT
1階：インフォメーション

ペデストリアンデッキ

●
ぷらりと
京王府中
ステージ

線府

9月23日㊊㊗まで開催中
会場：2階 正面入口

吹き抜けのガラスにラグビー日本代表の
応援メッセージやイラストを描こう！
描き終 えた 作 品は、一 次リーグ 終 了日
（日）
）
まで展示します。
（10/13
（12:30 〜参加券配
時間・会場 ①13:30 〜
布）
4F吹き抜けまわり
②16:00 〜
（15:00 〜参加券配布）
3F吹き抜
けまわり
参加条件：3才〜小学生のお子様と保護
者様 ※必ず保護者同伴でご参加ください
定員：各回先着20名様／参加無料

北口

〜 10万円分お買物券・豪華国内旅行が当たる〜

ぷらりと京王府中

11:00〜18:00

詳しくはWEBで

www.fes-info.com/fuchu-world-fes

企画・運営 Youth Action for 府中 後援：府中市 東京外国語大学 むさし府中商工会議所 府中観光協会 外語祭実行委員会 府中駐車場管理公社

主催：

協力 : ル・シーニュ くるる フォーリス 伊勢丹府中店 ぷらりと京王府中

スケジュール
ぷらりと京王府中

1階：啓文堂書店横ステージ
11:00

都立農業高校ファッションショー

日

㊊

14:00

13:00

フラ・タヒチアンダンス

13:00〜14:30
H.I.S. / JTB 外語大

「旅バトル」

13:00〜13:30

14:00〜14:30

都立農業高校ファッションショー
（雨天中止）

14:00

15:00

スラヴ舞踊

16:00〜16:30

▲市営駐車場入口
▼市営駐車場入口

伊勢丹 府中店

横浜くりこ庵前

くるる

2階：中央広場
3階：たっち横

★本部
●2階：正面玄関前ステージ

2階

インドネシア舞踊（外大）

フォーリス

15:00〜15:30

15:30〜16:00
アルゼンチンタンゴ

16:00

フラ・タヒチアンダンス
（雨天中止）

1階：光と風の広場

スタンプラリーで
景品をもらおう！

100名様

先着

インドネシア舞踊（有志）
（雨天中止）
17:00

ジャズ ライヴ

18:00

…スタンプラリー
チェックポイント

17:00

17:00〜17:30

※こちらのマークのあるプログラムはカメラ・スマー
トフォン・携帯電話・ビデオカメラなどの撮影は
ご遠慮いただきますようお願いいたします。ご理解
とご協力をお願いいたします。

17:00〜17:30
17:30〜18:00

18:00

クラシックバレエ

参加団体の紹介

17:30〜18:00

スペイン舞踊

※天候等の事由によりプログラム・時間・場所が変更になる場合が
ありますので、予めご了承ください。

ジャズライブ
（17:00 〜 17:30）

スラヴ舞踊
（12:00 〜 12:30 / 15:30〜16:00）

場所：ル・シーニュ 2階 GIG COURT / フォーリス 1階 光と風の広場
団体：東京外国語大学 アルゼンチンタンゴ同好会

場所：ル・シーニュ 2階 GIG COURT
団体：東京外国語大学 モダンジャズ研究所

場所：ぷらりと京王府中1階 啓文堂書店横ステージ /ル・シーニュ 2階 GIG COURT
団体：東京外国語大学 スラヴ民族舞踊「スラヴャーニエ」

アルゼンチンタンゴは19世紀に
アルゼンチンで生まれた社交ダ
ンスです。
国際貿易の要衝であっ
た首都ブエノスアイレスでヨー
ロッパ系とアフリカ系の音楽が
融合し発展しました。
情熱的なス
テップにぜひご注目ください！

私たち東京外国語大学モダン
ジャズ研究所は大学にて毎週月
コンボ形式とい
曜と木曜の2日、
う少人数の編成からなるバンド
で即興演奏を行なっています。
こ
れぞというジャズスタンダードの
曲をメインに演奏します。

ロシア、ウクライナ、アゼルバイジャン
等、スラヴ圏出身のダンサーが中心と
なって出来たダンスアンサンブル団体
です。美しいロシア舞踊、エネルギッ
シュで迫力満点のカフカス地方の踊り
は必見です♬次々と変わるカラフルな
民族衣装にもご注目ください。

フィリピン舞踊
（11:00 〜 11:30）

場所：ぷらりと京王府中1階 啓文堂書店横ステージ / くるる 2階 中央広場
団体：東京外国語大学 クラシックバレエ部 Etoile

場所：ぷらりと京王府中1階 啓文堂書店横ステージ
団体：インドネシア民族舞踊 有志

場所：くるる 2階 中央広場
団体：東京外国語大学 フィリピン民族舞踊部

バレエはイタリアで生まれ、フランス
で育ち、ロシアで発展したといわれる
舞踊です。優雅なクラシック作品か
ら、ポップスの曲に合わせた楽しい創
作作品まで、バレエをまったく知らな
い方でも楽しめる内容となっており
ますので、是非お立ち寄りください！

インドネシアは人口約2億4千万。
多様な民族が住み、
ジャワ、スマ
トラ等の無数の島々からなる、
面
積は日本の約5倍の大きな国で
す。
スマトラ地域ランポン州の祭
りの踊りを、
鮮やかな飾りと長い
爪をつけて行います。

東京外国語大学フィリピン民族舞踊団
は、舞踊を通じてフィリピンの豊かで多
様性に富んだ文化を多くの人に伝えるこ
とを目的に活動しています。本日は山岳
民族の踊り、ムスリムの踊り、スペインの
影響を受けた踊り、村祭りの踊りの4曲を
披露いたします。どうぞお楽しみ下さい。

スペイン舞踊（17:30 〜 18:00）

場所：くるる 2階 中央広場 / 府中駅南口 ペデストリアンデッキ 伊勢丹府中店前
団体：東京外国語大学 フラ・タヒチアンダンス部 Welina!

場所：くるる 2階 中央広場
団体：東京外国語大学 インドネシア舞踊部

場所：フォーリス 1階 光と風の広場
団体：東京外国語大学 スペイン舞踊部・カンテ研究会

都立農業高等学校 ファッションショー
（11:00〜11:30 / 13:30 〜 14:00）

私たちはスペイン南部アンダル
シア地方発祥のフラメンコの、
踊
りと歌やギターをはじめとする音
楽に日々取り組 ん でいます。生
歌、
生演奏による迫力のある演技
をぜひご覧ください！

ベリーダンス
（17:00 〜 17:30）
場所：府中駅南口 ペデストリアンデッキ 伊勢丹府中店前
団体：東京外国語大学ベリーダンス部

都立農業高校服飾科３年生による

ベリーダンスは、
お腹や腰の動き
が特徴的な踊りです。
様々な曲調
やリズム、
ジャンルがあり、
中には
道具を使った踊りもあります。
本
日はバラエティに富んだ演目をご
用意しましたので、
ぜひ最後まで
お楽しみください。

毎年文化祭で大人気の企画がついに学
校を飛び出し府中のまちなかに初登
場！ グループ毎に生徒達が自らテーマ
を決めて製作した服にご注目ください。

「旅バトル」

旅のプロと外語大生の熱きプレゼンバトル！
会場：ル・シーニュ２階 GIG COURT

H.I.S. / JTBの社員と東京外国語大学の学生が、世界各地の魅力を5分間で伝え
るプレゼンテーションで対決します！より行きたくなったプレゼンテーション
3地域（アメリカ・オ
を会場のみなさんによる投票で勝敗を決定する熱きバトル。
セアニア地域、
ヨーロッパ・アジア地域、
中東・アフリカ地域）
を対象に3回戦を
行います。5分間という短い時間でいかに地域の魅力を伝えられるかが見所で
す！海外に興味がある方、
次の旅行先でお悩みの方、
是非お越しください！

世界的バルーンアーティスト

同時開催

神宮エミさん の

バルーン
フォトスポット出現!!

会場：府中駅南口ペデストリアンデッキ

FUCHU WORLD Festival 2019 夏
実行委員名簿

島原鷹司
亀田真奈
甫足崇人
山中玲

Graphic Design 浪川真則（Wave Sun Design）

9月イベント
日

14
20

会場：伊勢丹府中店
2階正面玄関前 特設会場

関谷昴
板場匡史
上木康太郎
福島京香
撮影禁止

９〜10月の府中駅周辺
イベント予定一覧

１回戦：13:00~13:30 ２回戦：13:30~14:00 ３回戦：14:00~14:30

世界的バルーンアーティストで武
蔵国府中大使でもある神宮エミさ
んによるバルーンのフォトスポッ
トを南口ペデストリアンデッキに1
日限り設置！写真に撮って世界に
発信しよう！

場所：フォーリス 1階 光と風の広場 / 府中駅南口 ペデストリアンデッキ 伊勢丹府中店前
団体：東京都立農業高等学校 服飾科３年生

ファッションショー開催！

東京外国語大学学生

スポーツで、街をキレイにする！

インドネシア舞踊
（外大）
（14:30 〜 15:00）

撮影禁止

H.I.S. / JTB

スポGOMIは、企業や団体が取り組む従
来型のごみ拾いに、「スポーツ」のエッ
センスを加え、今までの社会奉仕活動を
「競技」へと変換させた日本発祥の全く
新しいスポーツです。

フラ・タヒチアンダンス（13:00 〜 13:30 / 15:00 〜 15:30）

日本で唯一インドネシア共和国
各地の舞踊を学び、
その魅力を発
信する部活として活動していま
す。学内外問わず、様々な場で踊
りを披露し、
インドネシアの舞踊
の美しさや文化の多様性を感じ
ていただけるよう頑張ります！

旧甲州街道

第２回

クラシックバレエ（14:00 〜 14:30 / 17:30〜18:00）

インドネシア舞踊
（有志）
（16:00 〜 16:30）

東京外国語大学フラ・タヒチアン
ダンス部Welina!です。ポリネシ
アの文化と伝統舞踊であるフラ
とタヒチアンダンスについて学
び、
日々の練習に励んでいます。
ぜひハワイの風を感じにきてくだ
さい！

大國魂神社

ベリーダンス
（雨天中止）

アルゼンチンタンゴ（11:30 〜 12:00 / 15:30〜16:00）

撮影禁止

各会場でスタンプを合計5つ押して、景品をゲットしよう！（先着100名様）
景品交換場所⬇
府中駅南口ペデストリアンデッキ ★本部テント（11:30〜17:30）

2階：

14:30〜15:00

15:30〜16:00
16:00

ル・シーニュ

中駅

スタンプラリ
ーへ
ＧＯＧＯ！

︵秋分の日︶

クラシックバレエ
（雨天中止）

15:00

13:30〜14:00

スタンプラリー

時間：10:00〜13:00
（9:30受付開始）
申込方法：2〜3名のチームで申込
FAX：03-5775-3653
メール：info＠spogomi.or.jp
参加費無料 定員70名
応募締切：2019年9月16日㊊㊗

https://www.spogomi.or.jp/

主催：伊勢丹府中店/共催：朝日新聞社

30

名称・場所

武蔵の國の酒祭り2019
大國魂神社

キテキテ府中

ル・シーニュ、くるる、
フォーリス、ぷらりと京王府中
伊勢丹府中店

9/20 おもてなしライトアップ

名称・場所

5

FUCHU RUGBY WEEK

6

けやき並木通り

12

キテキテ府中

14

〜府中で竹あかり〜

12

20

FUCHU RUGBY WEEK

22

けやき並木通り

13
・
19
・
27

11/4

23
27
28

けやき並木通り

〜ラグビーの街で世界の熱戦を〜

FUCHU WORLD FESTIVAL
ル・シーニュ、くるる、
フォーリス、ぷらりと京王府中
伊勢丹府中店

大國魂神社秋季くり祭り
大國魂神社

伊勢丹・フォーリス、ル・シーニュ地下 京王線府中駅徒歩１分
便利な府中駅南口市営駐車場（788台収容）のご案内
■営 業 日 年中無休（午前0時〜午前8時まで閉鎖）
■利用時間 伊勢丹・フォーリスエリア
（入庫時間） 午前8時から午後10時
ル・シーニュエリア
午前8時から午後11時30分
■利用料金 最初の1時間は400円
以降30分ごとに200円
平日最大料金1,200円

10月イベント
日

〜

月

13:00

南口

2階：GIG COURT
1階：インフォメーション

けやき並木通り

スラヴ舞踊
（雨天中止）

●
ぷらりと
京王府中
ステージ

線府

◀くるる駐車場入口

同時開催
10:00〜13:00
スポ GOMI
（主催：伊勢丹府中店）

12:00

12:00〜12:30

9
23

11:00〜11:30

京王

〜

アルゼンチンタンゴ

府中駅南口 ペデストリアンデッキ
伊勢丹府中店 2階正面玄関前ステージ

ペデストリアンデッキ

フィリピン舞踊

11:30〜12:00

12:00

11:00〜11:30

フォーリス

1階：光と風の広場

〜

11:00

くるる

2階：中央広場

〜

ル・シーニュ

2階：GIG COURT

〜

所

〜

場

【府中駅南口 会場MAP】
北口

14

20

〜ラグビーの街で世界の熱戦を〜

ル・シーニュ、くるる、
フォーリス、ぷらりと京王府中

むさし府中ビール祭り
大國魂神社

FUCHU RUGBY WEEK

〜ラグビーの街で世界の熱戦を〜
けやき並木通り

けやき音楽祭2019

JAZZ in FUCHU
府中市内各所22会場

府中市制施行65周年記念イベント
けやき並木通り他

3台分の駐車スペースに2台
「広びろ駐車エリア」
（10月から再開します）

駐車料金サービス

伊勢丹・フォーリスなど提携店
舗で駐車料金の割引サービス
があります。詳細は右のQRコー
ド、店内表示をご覧ください。

株式会社 府中駐車場管理公社 http://www.fuchu-public-parking.co.jp/ ☎042-336-9646

