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EVENT
SCHEDULE

立川バス走行エリア近辺情報満載！

※イベント
スケジュールは
予告なく開催日・
内容等が変更になる
場合があります。
あらかじめ、
ご確認の上お出かけ
ください。

正解者の中から抽選でステキなプレゼントがあります!

11/30（日）応募締切 立川シティハーフマラソン2015
日程▶3月1日(日)
申し込み締切▶11月30日(日)
（インターネット受付、
なお申し込みは
先着順で定員になり次第締切ます）
大会についての問合せ▶042-534-1483
マラソン事務局
エントリーについての問合せ▶042-513-3611
千葉真子さん
エリック・ワイナイナさん
エントリーセンター
市民が気軽に参加できるマラソン大会です。ハーフマラソンは箱根駅伝予選会に近
いコースを設定、国営昭和記念公園内では、3ｋｍレースと親子ペアレースを開催
します。ふるってご応募ください。また、豪華ゲストのおふたりも参加します。
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welcome
to
Winter
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ご自由に
おとりください

Take

Free

12月下旬頃まで開催 みずほ育ちのシクラメン

正解は2月＆3月号で発表します！（2015年1月20日発行予定）
前号（10月&11月）の答え合わせ
Q.スリランカ紅茶の代表的な銘柄といえば、次のうちどれ？
A.ウバ B.ジャワ C.アッサム
正解は…………A.ウバ

高速バス
「立川飯田線」
で行く

「冬の千畳敷カール」

時間▶10:00〜15:00 ※雨天中止
会場▶国営昭和記念公園 みんなの原っぱ
アクセス▶JR立川駅徒歩15分
多摩モノレール立川北駅徒歩13分
問合せ▶042-528-1751
国営昭和記念公園 管理センター
入園料▶大人410円、こども80円、
シニア210円（65歳以上、要証明）
手づくり凧教室（材料費 300 円）やオリジナル絵馬作り（材料費 100 円）のほか、
竹馬やメンコなどの昔ながらの遊びを体験できる新春イベント。「日本の凧の会」
による連凧・大凧を空高くあげるデモンストレーションは圧巻です！

1/18（日） 円福寺 だるま市
時間▶10:00〜20:00
会場▶円福寺
アクセス▶JR箱根ケ崎駅徒歩5分
問合せ▶042-557-0201

高速バス
「立川飯田線」
では、
「千畳敷カールきっぷ
（立川線プラン）
」
を
好評発売中です！
冬の千畳敷カールは
真っ白い雪に覆われ、
時には-20℃を下回るほどの
極寒を体感できます。

立川
地区

高速
バス
約3時間
20分

駒ヶ根
インター

路線
バス

女体入口 約40分

しらび
平駅

ロープ
ウェイ
約8分

千畳敷
駅

発売価格▶大人：9,500円（通常よりも1,660円お得）小人：4,750円
発売場所▶立川バス立川駅北口案内所、立川飯田線バス車内
運 行 情 報 ・ 時 刻 に つ い て
高速バス「立川飯田線」と千畳敷
カールきっぷ（立川線プラン）の情報は
路線バス（駒ヶ岳ロープウェイ線）
と
駒ヶ岳ロープウェイの 情報は

立 川 バス

検索

中央アルプス観光 検 索

予 約 （ お 買 い 求 め ）方 法

京王高速バス予約センター
（ 9：00 〜20：00）

イ ン タ ー ネ ット 予 約

03-5376-2222
ハイウェイバスドットコム 検 索

※予約時は高速バス分のみを予約、窓口・バス車内での購入時に
「千畳敷カールきっぷ購入」とお伝えお支払いください。
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毎月 18 日は観音様の縁日。新年最初のめでたい日に開かれる円福寺のだるま市。
「東京だるま」
、あるいは「多摩だるま」と呼ばれるだるまは、いまも瑞穂町内に
5 軒の生産者がいます。多くの人で賑わうだるま市に遊びに来ませんか？

あなたの撮影した写真をのせてみませんか？

〜中央アルプス千畳敷カールへのアクセス、駒ヶ岳ロープウェイは通年営業です〜

時間▶10:00〜16:00
会場▶第1会場「多摩モノレール立川南駅下」
第2会場「立川南口駅臨時駐輪場」
第3会場「立川南口駅前駐車場」
アクセス▶多摩モノレール立川南駅すぐ
問合せ▶042-522-2932

1/3（土） 国営昭和記念公園 レッツエンジョイお正月

今回は、
「モリタウン」で使える「MORI
TOWNお買い物券 2,000円分」
（有
効期限：2015年２月28日（土）迄、イト
ーヨーカドーおよび一部お取り扱いの
できない店舗があります）を5名様にプ
レゼント！

メール▶ quiz@kyoeiad.co.jp
QR コードから簡単応募 ⇒
ハガキ▶ 〒 190-0011 立川市高松町 2-27-27
TBK 高松第二ビル 2F
（株）キョウエイアドインターナショナル内 TEAM アッタカナ宛

12/6（土）、7（日） 2014石田倉庫のアートな2日間

今回で 3 回目を迎える防災フェアでは、「見る・知る・感じる・防災」をテーマに、
起震車、煙ハウス、水消火器、大規模消防演習、緊急車両が大集合します。自衛
隊による「特製豚汁」の無料配布も行いますので、ぜひお立ち寄りください。

C９店舗

※ご応募いただいた個人情報は賞品の発送以外の目的では一切使用しません。
※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

瑞穂町を走る岩蔵街道沿いにたくさんの温室があることから、「シクラメン街道」
と呼ばれています。10 月下旬から 12 月下旬にかけて、温室でシクラメンを直売
しているので、農家による品種の違いなども楽しんでください。

12/7（日） 市民のための体験型防災フェア

A７店舗 B８店舗

下記事項を明記の上、ご応募ください。
応募締切1月13日（火）消印有効
①クイズの答え ②氏名 ③住所 ④年齢

時間▶各園芸農家によって異なるので、詳しくは
公式サイトをご確認ください。
会場▶岩蔵街道を中心とした各園芸農家
アクセス▶JR箱根ケ崎駅より徒歩10分
問合せ▶042-557-7630
瑞穂町都市整備部産業課
URL▶http://www.ittenbee-tokyomizuho.jp

時間▶10:00〜17:00
会場▶石田倉庫
アクセス▶JR立川駅北口より徒歩15分
JR西立川駅南口より徒歩10分
立川バス「富士見町」下車すぐ
※お車でのご来場はご遠慮ください。
問合せ▶080-3211-9820 アトリエ事務局
URL▶http://www.ishida-soko.com
いまから約 30 年前、石田産業の倉庫を芸大の学生がアトリエとしたことから、
芸術家たちが集まって創作をしています。そんなアートに触れる 2 日間です。今
年のテーマは「てのしなしな」、手作りの作品に触れてください。

12月December
January 月
1

今年7月にリニューアルオープンした、
モリタウン飲食店街新築棟の店舗数は
いくつでしょうか？

編集・発行 立川バス指定広告代理店
（株）キョウエイアドインターナショナル内 TEAM アッタカナ
ＴＥＬ ０４２- ５２７- ８８１６ ＦＡＸ ０４２- ５２７- ８８２６
〒１９０- ００１１ 東京都立川市高松町２- ２７- ２７ ＴＢＫ高松第二ビル２Ｆ

毎日更新している「イチニチ 1 枚」 人物でも風景でも OK！
みなさんからの写真の投稿を募集中！投稿要領は左下の QR コードから♥
携帯電話からでも受け付けているので、気軽に投稿してみてね☆

アッタカナ立川

検索

twitter@attakana̲t
facebook 「アッタカナ立川」
tachikawa.attakana.com

平日湯ったりプラン

ゆっくりのんびりコース
ちょっと贅沢コース

お一人様

お一人様
特典

4,500円（税込）
5,500円（税込）

1. タオル、バスタオル貸し出し無料
2. お座敷でのカラオケ利用料無料
3. お一人様ジュース 1 杯付き
4. 送迎バス無料（要相談）

温泉

写真はイメージです。

立川

トライアングルイルミネーション

「フォーチュンバニー」を探せ！
12/6
（土）
〜12/25
（木）
点灯時間17:00〜21:00
（最終入園は20:50）

古民家でくつろぎのクリスマス
11/29
（土）
〜12/25
（木）
21:00まで

瑞穂

点灯中〜1/4
（日） 点灯時間16:30〜24:00

立川駅北口
Tachikawa
燦燦
Illumination

立川口からふれあい
広場まで、夜の公園
を幻想的にライトアッ
プ。 幸せを運ぶウサ
ギ探しや光の迷路な
ど、 楽しみ方もいろ
いろ。水上のレーザー
ショーとイルミを上か
ら見渡すゴンドラが
初登場！ 12 月23日
（火・祝）
・24（水）
には、冬の夜空に花
火を打ち上げます。

JR石神前駅より徒歩約10分
☎ 0428-78-9711
受付時間 9:00 〜 21:00
検索

モミの木や街路樹に光の彩り

国営昭和記念公園
WINTER VISTA ILLUMINATION 2014

※10名様以上で
ご利用ください。
【ご利用時間】
11:00 〜 15:00

おくたま路

ラベルで
読み 解 く ︑
日 本 酒の 味

青梅石神温泉に入って、旬のおいしい料理を食べて、
唄って、のんびりとお座敷でくつろいでみませんか

【会場】国営昭和記念公園
【アクセス】JR 立川駅徒歩 15 分、
多摩モノレール立川北駅徒歩 13 分
【URL】http://www.showakinen-koen.jp
☎ 042-528-1751 国営昭和記念公園 管理センター

けやきの大樹に冬の輝きを

本酒のラベルからその味を読み解

講師であるしおり先生に聞いてみまし
た。
「表のラベルの図柄や文字にも蔵の
個性が出ますが、大切なのはそれ以外の
“情報”です。特に裏ラベルに書かれた

点灯中〜1/31
（土） 点灯時間16:30〜翌1:00

日本酒度、酸度、アミノ酸度は重要です。

立川駅南口 たちかわ欅イルミネーション

日本酒度はプラスになるほど辛口に、
マ
イナスでは甘口になります。酸度は文字
通り酸味ですが、酸度が高ければ辛口

連載

寄りで、低ければ淡麗甘口に感じます。
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立川駅北口ペデストリア
ンデッキやサンサンロー
ドが色とりどりの光に包
まれます。モミの木や街
路樹に光を灯し、 街全
体がクリスマスカラーに
変わります。

【会場】立川駅北口
【アクセス】JR 立川駅北口すぐ、多摩モノレール立川北駅すぐ
【URL】http://www.tbt.gr.jp
☎ 042-527-2700 立川商工会議所

日 く方法を、唎酒師にして日本酒学の

吟醸酒で1.3前後、純米酒で1.5前後が
一般的です。そしてアミノ酸度は、数が
多いと旨味とコクが増します。逆に低い
と軽さを感じやすくなります。とはいえ、
これはあくまで目安ですから、ご自分の

流れ落ちるストリームライト、銀河をイメージしたアイスクルラ
イトがロマンティックな夜の街を演出。南口ロータリー周辺の
けやきの木や、
エレベーターボックスが輝きに包まれます。
【会場】立川駅南口
【アクセス】JR 立川駅南口すぐ、多摩モノレール立川南駅すぐ
☎ 042-524-5787 TTM 株式会社

☎042-528-2070
【住所】東京都立川市錦町1-10-27
【営業】10：00〜20：00【定休日】不定休
【URL】www.balloon-shop.net

口で味わって、およその好みを数字と照
らし合わせて行くと、
また別の1本との
出逢いが楽しくなりますよ」

耕心館イルミネーション2014
くつろぎの間「喫茶ストーリア」
のほか、
貸切できる和室や洋室など、
イルミネー
ションを眺めながらのクリスマスパー
ティーはいかが？ コンサートや展覧会
などのイベントも開催!

武蔵村山 お伊勢の森神明社
全
家内安

【会場】耕心館
【開館時間】10:00 〜 21:00
【アクセス】JR 八高線箱根ケ崎駅徒歩 20 分
【URL】http://www.koshinkan.jp
☎ 042-568-1505 耕心館

諏訪神社

昭島 昭和の森に住む動物たちが、

12/1
（月）
〜1/10
（土）

福生商店街協同組合 ハッピータウン クリスマスイルミネーション

【会場】福生駅西口
【アクセス】JR 福生駅西口すぐ
【URL】http://www.fussahappytown.com
☎ 042-551-1699
福生市シティセールス推進課

12/1
（月）
〜1/10
（土）

国道16号沿い横田基地前商店街
（ベースサイドストリート）クリスマスイルミネーション

【会場】東福生駅西口周辺 【アクセス】JR 東福生駅西口すぐ
☎ 042-551-1699 福生市シティセールス推進課

国立駅前大学通り商店会 クリスマスイベント2014

昭島昭和の森
2014 モリミネーション
今 年 のイルミネーションは 、7 月にリ
ニューアルオープン
（新築棟：9店舗）
した
モリタウン飲食店街から始まり、いちょう
並木、フォレスト・イン昭和館まで、昭和
の森全体が色鮮やかに彩られます。フォ
レスト・イン昭和館エントランスのビッグ・
ツリーも華やかにライトアップされます。
【会場】昭島昭和の森
（モリタウン、フォレスト・イン昭和館）
【アクセス】JR 昭島駅北口すぐ
【URL】http://www.moritown.com/
http://www.showakan.co.jp/
☎ 042-541-4223 昭和飛行機工業株式会社

大学通りに並ぶ10本のイチョウ
の木に、約９万個のLEDライトを
飾るイルミネーションストリート。
12月23日
（火・祝）
は、
ミニコン
サートやサンタさんに会えるイ
ベントを開催。風船のプレゼント
もあります。

12/2
（火）
〜12/27
（土）
まで

国分寺駅前イルミネーション
12月23日
（火・祝）
の15:00〜17:00には駅前
広場で
「第９回チャリティライブ」
を開催。小学生
から大学生まで、市内５団体の出演による合唱
や演奏でクリスマスムードを盛り上げます。
【会場】国分寺駅南口
【アクセス】JR・西武線国分寺駅
		
南口すぐ
☎ 042-324-3366 国分寺駅南口商店会
※写真はイメージの場合があります。※イベントは、予告なく開催日・内容 等が変更になる場合があります。あらかじめご確認の上、おでかけください。

阿蘇神社

熊川神社
平安時代に地元の盟主が弁天様を祀ったことから始ま
り、七福神すべての神様をお祭りしている縁起のいい神
社。
【アクセス】JR・西武線拝島駅徒歩 15 分
☎ 042-551-0720 社務所

拝島大師

国分寺

羽村

【アクセス】JR 青梅線羽村駅または
小作駅徒歩 20 分
☎ 042-554-3405 社務所

福生

【会場】国立駅南口
【アクセス】JR 国立駅南口すぐ
☎ 042-572-1730
国立市商業協同組合事務局内

キラキラ屋外ステージでの生演奏

【アクセス】 西武線東大和駅徒歩 18 分、
都営・西武バス「小川寺」徒歩 2 分、
西武バス「小川三叉路」徒歩 2 分
☎ 042-341-0407 【URL】http://kodaira-shinmeigu.jp

今より約1400年前、推古天皇の御世に創建され、その
後、平将門も社殿を造営するなど由緒ある神社。江戸
時代初期の神社建築としても貴重。

比叡山延暦寺中興の祖である良源を祀る天台宗の寺
院。正月2日と3日には全国一早いといわれる
「だるま
市」
が立つ。

昭島

【アクセス】立川バス「拝島大師前」徒歩 1 分
☎ 042-541-1142
【URL】http://haijimadaishi.com/

国立
就
学業成

横田基地前商店街や東福生駅西口前、
フレンドシップパーク
を飾るイルミネーション。華やかなライトアップはもちろん、
こ
こは日本!？と思わせるアメリカンな商店街も満喫できる。

福生

12/6
（土）
〜1/4
（日） 点灯時間17:00〜23:00

11/20
（木）
〜12/25
（木）

小平神明宮
天照皇大神を祀り、ご鎮座は350年以上。けやき、榎、
む
くといった武蔵野特有の樹々に囲まれた参道に憩う。

商売繁
昌

16号沿いに輝くアメリカンストリート

イチョウ並木に約90,000球のきらめき！

小平

昌
商売繁

西口駅前周辺を鮮やかにライトアップ。
福生市のご当地キャラクター
「たっけー
☆☆」
をモチーフにデコレーションされ
た、福生ならではのクリスマスを満喫し
てください。

介！

無病息
災

450ｍの街路樹を彩る15,000個の電球

あたたかな光の街を創りだす！

国立

【アクセス】 JR 立川駅徒歩 10 分、
多摩モノレール立川南駅徒歩 9 分
☎ 042-522-5806 【URL】http://suwajinja.or.jp

全
家内安

ネーションと、新 年にで
ミ
ル
紹
イ
かけた
る
ご
彩
を
り
街
い初詣
ぷ
の情報をたっ

【会場】羽村市動物公園
【開園時間】9:00 〜 16:00
【アクセス】JR 羽村駅徒歩 20 分、
		
立川バス「羽村団地」徒歩 5 分
【URL】http://www.t-net.ne.jp/~hamura-z
☎ 042-579-4041 羽村市動物公園

福生

2014-2015

羽村

立川
勝負運

12/2
（火）
〜12/25
（木）※休園日を除く

羽村市動物公園イルミネーション

【アクセス】 立川バス「三本榎」徒歩 10 分、
都営バス「原山」徒歩 15 分
☎ 042-563-4678

神話の時代、武勇を誇った建御名方神が祀られた長野
県の諏訪神社から811年にこの地に分祀された由緒あ
るお社。

トナカイの チョッパー に会える！
入園口の屋根や周辺の木々を染めるイルミ
ネーション。閉園後も21時まで点灯し、寒い
冬の夜をあったかな雰囲気に。開園中は、
ト
ナカイの“チョッパー”がいる展示場にクリス
マスメッセージもあります。

「お伊勢の森」とも呼ばれ、樹齢数百年の杉木立を備
える約 3 千坪の境内は創建された江戸中期の趣きが
残る。ご祭神は、天照大神。

谷保天満宮
菅原道真公の三男道武公が父を祀り創建。東日本最古
の天満宮で、湯島天神、亀戸天神と並び関東三天神と
呼ばれる。

【アクセス】JR 谷保駅徒歩 3 分
☎ 042-576-5123 社務所
【URL】http://www.yabotenmangu.or.jp

