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広報連携
Collaborative PR

東京クリエイティブ・ウィークスでは、
下記10の団体やフェスティバルなどと広報連携しています。
ぜひこちらもご覧ください。

Tokyo Creative Weeks is making PR efforts in collaboration with 
the following organizations and festivals.

① TCW期間中の開催時間：Time　② 会場の住所：Venue & Adress　③ 料金：Admission　④ 申し込み：Entry　⑤ その他：Others 

10/10 (Thu)・10/20 (Sun)

10/5 (Sat)・10/6 (Sun)

‐ Nov

①上映スケジュールによって異なる ②アプリ
コ[大田区蒲田5 -37 -3 ]小ホール、大田区産
業プラザ [大田区南蒲田1-20 -20 ]、蒲田地区
各所予定 ③一部有料 ④一部事前要予約
（一社）大田観光協会　T03-3734-0202

かつては松竹キネマ蒲田撮影所があり、近代映画発祥の地と言われた蒲田
で初の映画祭が開催されます。蒲田撮影所を舞台にした山田洋二監督作品『キ
ネマの天地』や、蒲田育ちの名優・小沢昭一を偲ぶ作品上映をはじめ、蒲田
の各所で上映会やトークショー、企画展示などを実施します。

cineparakamata.blog.fc2.com/

第1回蒲田映画祭　
シネマパラダイス 蒲田［大田区］
1stKamata Film Festival  
Cinema Paradise Kamata (Ota Ward)

Kamata, said to be the birthplace of modern cinematography as the former 
site of the Shochiku KinemaKamata Studio, will host its first film festival. 
Besides screening "Kinema no Tenchi", set in Kamata Studio and directed by 
Yoji Yamada, and films in memory of the celebrated actor Shoichi Ozawa, 
who grew up in the town, screening events, talk shows and exhibitions will 
be held in various locations throughout Kamata. 

①Will depend on screening schedule
②Aprico[5-37-3 Kamata, Ota Ward]
Hall, Plaze Industry Ota [1-20-20 Minami 
Kamata, Ota Ward], various locations in 
Kamata district ③Admission fee to some 
events ④Reservations required for some 
events　Ota Tourist Association　Tel: 03-
3734-0202

10/5 (Sat)・10/6 (Sun)

‐ 10/14 (Mon)

10/17 (Thu) - 10/25 (Fri)

10/19 (Sat)・10/20 (Sun)

①13時～18時 ②二子玉川ライズ [世田谷区
玉川2 -21 -1 ] ③無料　二子玉川ライズ タウ
ンマネージメント担当　☎03-3709-1097

①上映スケジュールによって異なる ②六本
木ヒルズ [港区六本木6 - 10 - 1 ]をメインに、
都内の劇場、施設、ホールほか ③詳細はウェ
ブサイトをご覧ください

①12時～日没
②三軒茶屋駅周辺、キャロットタワー [世田
谷区三軒茶屋4-1-1]、近隣商店街ほか
③無料　世田谷アートタウン事務局　T 03 -
5432-1547
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三軒茶屋を舞台に様々なアートプログラムが開催される「世田谷アートタウ
ン2013」の関連企画として、二子玉川ライズの広場に大道芸パフォーマーが
結集します。アクロバットやジャグリングなどの大道芸を披露し、町をアート
な雰囲気で包み込みます。目の前で繰り広げられる迫力のパフォーマンスを
お楽しみください。

www.rise.sc/

DES ARTS DANS LA RUE
たまがわストリートアート［世田谷区］
DES ARTS DANS LA RUE
Tamagawa Street Art (Setagaya Ward)

Street performers are coming together at Futako Tamagawa Rise Plaza for 
an event staged in conjunction with the Setagaya Art Town 2013 festival, a 
diverse art program held in Sangenjaya. The whole town will be enveloped 
with an artistic atmosphere with acrobats, jugglers and other street 
performances. Thrill to the dazzling performances unfolding before your 
eyes. 

全国の市民グループやアートNPO、アサヒビールが協働で開催するアートの
祭典。ジャンルを超えた多彩な企画で、市民自らアートの力で地域の魅力を
引き出し、地域再生へとつなげます。12年目の今年は「アートツーリズムで
いこう」をテーマに、54のプログラム・団体が参加します。

www.asahi-artfes.net/

アサヒ・アート・
フェスティバル 2013
ASAHI ART FESTIVAL 2013

An art festival organized by Asahi Breweries in collaboration with local 
community groups and art NPOs across Japan. Participants will draw on 
the power of art to highlight the charms and attractions of their own local 
community and revitalize the area through a variety of projects across a 
range of genres. In its 12th year, the festival this year will consist of 54 
programs/groups under the theme, "Art Tourism is the Way to Go". 

アジア最大級の国際映画祭。世界中から集まった数々のプレミア作品は誰
でもスクリーンで鑑賞できるほか、スターに出会えるイベントもあります。今
年のオープニング作品はトム・ハンクス主演『キャプテン・フィリップス』、ク
ロージング作品は三谷幸喜監督作品『清須会議』。

tiff.yahoo.co.jp/2013/jp/

第26回
東京国際映画祭
26th Tokyo International Film Festival

One of the biggest international film festivals in Asia.  TIFF will be screening 
various premiere films from around the world as well as events where 
audience can meet movie stars.  The Opening Film for this year will be 
“Captain Phillips”, starring Tom Hanks, with the Closing Film, “The Kiyosu 
Conference”, directed by Koki Mitani.

三軒茶屋の町が風変わりなアートタウンに変貌する秋恒例のフェスティバル。
駅前の広場や近隣商店街にてパントマイムやジャグリング、ウォーキングア
クトなど世界各国のアーティストが華麗なる技を披露するほか、約100軒の
手作り店が並ぶ「アート楽市」や「占いストリート」などをお届けします。

www.setagaya-ac.or.jp/arttown

世田谷アートタウン2013

三茶de大道芸［世田谷区］
Setagaya Art Town 2013 (Setagaya Ward)
Street Performance in Sangenjaya

The annual autumn festival will transform Sangenjayayet again into 
an unusual art center. Artists from around the world will show off their 
amazing juggling tricks, pantomime and wandering street performances 
in the station plaza and nearby shopping areas. This year too, around 100 
self-produced stalls will line the Art Market and the Fortune-tellers Street to 
provide plenty of attractions for visitors to enjoy. 

①1:00 p.m. – 6:00 p.m.
②Futako Tamagawa Rise 
[2-21-1 Tamagawa, Setagaya Ward]
③Free
Futako Tamagawa Rise Town 
Management Section　Tel: 03-3709-1097

①イベントにより異なる　②アサヒグループ
本社周辺 [墨田区吾妻橋1-23-1]、全国各地
⑤AAF2013報告会　11/16（土）～17（日）
AAFネットワーク実行委員会 事務局
T03-3353-6866

①Depend on screening schedule
②Roppongi Hills （Minato City）,Theaters, 
halls and other facilities in Tokyo 
metropolitan area
③Please see the website for further 
details

①12:00 p.m. to sunset ②Around 
Sangenjaya Station, Carrot Tower [4-1-
1 Sangenjaya, Setagaya Ward], nearby 
shopping areas, etc. ③Free
Setagaya Art Town　
Tel: 03-5432-1547

10/19 (Sat)

①開演14時（開場13時20分） ②豊島公会
堂 [東京都豊島区東池袋1-19-1] ③無料　（公
財）としま未来文化財団　T03-3590-5321

①③イベントによって異なる ②北とぴあ [東
京都北区王子1 -11 -1 ]さくらホール・つつじ
ホール・プラネタリウムホール、旧古河庭園
洋館 [北区西ヶ原1 -27 -39 ]ほか　（公財）北
区文化振興財団　T03-5390-1221
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豊島区とその姉妹・友好・交流都市の伝統芸能を伝えるイベント。区の民俗
芸能である「長崎獅子舞」をはじめ、姉妹都市提携30周年を迎える埼玉県秩
父市の「秩父屋台囃子」「秩父神社神楽」のほか、文化交流10周年を記念し、
三重県名張市の“名張こども狂言”と“としまこども狂言教室”が競演します。

www.toshima-mirai.jp/

豊島区民芸術祭　
民俗芸能 in としま［豊島区］
Toshima Arts Festival  
Performing Folk Arts in Toshima (Toshima Ward)

This event celebrates the traditional performing arts of Toshima City and the 
cities to which it has close ties. Enjoy the Nagasaki Shishimai (lion dance), 
a performing folk art from Toshima; the Chichibu YataiBayashi (festival 
drum performance) and Chichibu JinjaKagura(Shinto music and dance) 
performance from Chichibu City in Saitama prefecture to celebrate the 30th 
anniversary of sister city ties;Nabari Children's Kyogen (comedy drama) 
Group from Nabari in Mie prefecture performing opposite the Toshima 
Children's Kyogen Group, commemorating 10 years of cultural exchange. 

本格派クラシックから古楽オペラまで、国内外で活躍する奏者・歌手らによ
る国際音楽祭。メイン公演は歌劇『フィガロの結婚』と、西本智実＆日本フィ
ルによる19世紀ロシア音楽。他にもプラネタリウムで聴く現代音楽など、多
彩なラインナップでお楽しみいただきます。

www.kitabunka.or.jp/kitaku_info/

北とぴあ
国際音楽祭2013［北区］
Hokutopia 
International Music Festival 2013 (Kita Ward)

An international music festival featuring everything from authentic 
classical music to baroque opera by musicians and vocalists from home and 
abroad. Main sessions include the opera performance of "The Marriage 
of Figaro" and 19th century Russian music by Tomomi Nishimoto and the 
Japan Philharmonic Orchestra. Enjoy a unique lineup of events including a 
contemporary music concert in a planetarium and much more. 

①2:00 p.m. start (doors open 1:20p.m.) 
②Toshima Public Hall [1-19-1 Higashi 
Ikebukuro, Toshima Ward, Tokyo] ③Free
Toshima Future Culture Foundation　
Tel: 03-3590-5321

①③Depends on the event ②Hokutopia
[1-11-1 Oji, Kita Ward, Tokyo]Sakura 
Hall, Tsutsuji Hall, Planetarium Hall, 
Kyu-Furukawa Teien yokan[1-27-39 
Nishigahara, Kita Ward], etc. 
　Kita-ku Culture Foundation　Tel: 03-
5390-1221

イラストレーターや写真家、役者など、しながわに縁のある新進のアーティ
ストを紹介。アーティスト毎にギャラリー空間を作り、その世界観を表現し
ます。また、区内に点在するアートスポット・ギャラリー等の催しをまとめ
た案内を配布。しながわアート巡りもお楽しみください。

www.shinagawa-culture.or.jp/

品川区民芸術祭 
しながわアーティスト展2013［品川区］
Shinagawa Art Festival  
Shinagawa Artists’ Exhibition 2013 (Shinagawa Ward)

Highlighting the illustrators, photographers, performers and other leading 
artists with links to Shinagawa. A gallery area will be created for each artist 
to express their world-view. Information will also be distributed on artist 
exhibitions and gallery locations in Shinagawa. Come and enjoy a tour of 
Shinagawa's art. 

①【10 /5】10時～18時　【10 /6】10時～16
時 ②メイプルセンター[品川区西大井1 - 4 -
25 ] ③無料　（公財）品川文化振興事業団 メ
イプルセンター　T03-3774-5050

①5 Oct, 10:00 a.m. – 6:00 p.m.; 6 Oct, 
10:00 a.m. – 4:00 p.m.
②Maple Center [1-4-25 Nishi Oi, 
Shinagawa Ward] ③Free
Shinagawa Cultural Foundation, Maple 
Center Tel: 03-3774-5050
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①イベントなどの開催日や申込方法はパンフ
レットやウェブサイトをご覧ください　②東京
都美術館 [台東区上野公園8 -36 ]や東京文化
会館 [台東区上野公園5 -45 ]など上野公園と、
その周辺の文化施設ほか ③イベントにより異
なる　上野の山文化ゾーン連絡協議会事務局
（台東区役所文化振興課内）　T03-5246-1153

www.city.taito.lg.jp/index/bunka_kanko/torikumi/uenonoyama/festival.html

博物館や美術館、音楽ホールなど数多くの文化施設が集まる「上野の山」
にて毎年開催されるフェスティバル。各施設における話題のコンサートや
展覧会のほか、幅広い分野の講師陣による講演会シリーズ、寛永寺特別公
開など、「上野の山」ならではの多彩なイベントを開催。

上野の山文化ゾーンフェスティバル 2013［台東区］
The Ueno no Yama Art Festival 2013 (Taito City)

This festival is held every year at Ueno no Yama which includes leading 
museums, art galleries and music halls. This festival features a dazzling 
array of events that are unique to Ueno no Yama including topical concerts 
and exhibitions, a series of talks by a team of lecturers from a wide range of 
fields, and a special opening to the public of the historic Kanei-ji temple. 

①Please refer to the pamphlet or the website shown by the link below for the schedule of 
events, and bookings, etc. ②Ueno Park, including the Tokyo Metropolitan Art Museum [8-36 
Ueno Koen, Taito City] and Tokyo Bunka Kaikan [5-45 Ueno Koen, Taito City] as well as other 
cultural facilities in the area ③Will depend on event　Association of Museums and caltural 
facilities (office; Taito City office Cultural Promotion Department) Tel: 03-5246-1153

① Depends on the event ② Around the Asahi Group Holdings Headquarters Building (1-23-
1 Azumabashi, Sumida-Ku) and various locations throughout Japan ⑤ AAF2013 Debriefing 
Meeting 11.16 (Sat) -17 (Sun)　AAF Network Executive Committee ☎ 03-3353-6866

11/1 (Fri) - 11/24 (Sun) 10/1 (Tue)‐11/30 (Sat)

①イベントによって異なる　②都内各所　
経済産業省 クリエイティブ産業課 
T03-3501-1511

「CREATIVE TOKYO」は、東京をアジアのクリエイティブ・ハブとする構想です。
国内外に日本の感性を発信し、クリエイティブの力で産業の活性化や可能性
をグローバルに切り拓いていくことを目指します。

www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/
mono/creative/creative_tokyo/ 

TOKYO AUTUMN
（CREATIVE TOKYO）

TOKYO AUTUMN
（CREATIVE TOKYO）

CREATIVE TOKYO is a concept designed to firmly establish Tokyo as a 
creative hub in Asia. The objective is to convey a sense of Japan around the 
nation and the world while using creative energy to revitalize industries and 
to globally explore possibilities of industry. 

①Depends on the event
②Venue: Various locations in the city
Inquiries: Creative Industries Division, 
Ministry of Economy, Trade and Industry 
Tel: 03-3501-1511
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 都立文化施設のご案内
Guidance of 
metropolitan cultural facilities

東京クリエイティブ・ウィークス期間中、
都立文化施設で催されるさまざまな展覧会やコンサート（P6～P10でご紹介）。
こちらでは施設の基本情報をご案内します。

During Tokyo Creative Weeks period, various (introduced in P6 ~ P10) exhibitions and 
concerts will take place in the metropolitan cultural facilities. 
The information provided below is the basic information of the facility.

Tokyo Metropolitan Edo-Tokyo Museum
東京都江戸東京博物館

❶墨田区横網1-4 -1　❷03 -3626 -9974

（9時～17時30分）　❸9時30分～17時
30分（土曜日9時30分～19時30分）※
入館は閉館の30分前まで　❹月曜日（祝
日または振替休日の場合は火曜日、年末
年始　❺一般600円、大学生・専門学校
生480円、中学生（都外）・高校生・65歳
以上300円、小学生以下・中学生（都内）
無料　❻JR両国駅より徒歩3分、都営地
下鉄大江戸線両国駅より徒歩1分www.

edo-tokyo-museum.or.jp

❶1-4-1 Yokoami,Sumida-ku,Tokyo 
❷ 03-3626-9974 ❸9:30-17:30（Saturday:
9:30-19:30）, admission until 30 minutes 
before closing ❹Mondays（or Tuesday 
when Monday falls on a national holiday）
and New Year holidays ❺Adults 600yen, 
College and university students 480yen, 
Junior-high school students（ from outside 
Tokyo）/ high school students / seniors 
aged 65 and over 300yen, Preschoolers / 
elementary school students / junior high 
school students（ from Tokyo）free 
❻ ＜JR＞3-minute walk from Ryogoku 
station West exsit

Museum of Contemporary Art Tokyo
東京都現代美術館

❶江東区三好4-1-1　❷03-5245-4111

❸10時～18時　※入場は閉館の30分前
まで　❹月曜日（祝日の場合は火曜日） 、
年末年始、保守点検・展示替期間（9/9～
10 /2）　❺一般500円、学生400円、高校
生・65歳以上250円、中学生以下無料　
他、展覧会により観覧料が異なる　❻東
京メトロ半蔵門線清澄白河駅より徒歩9分、
都営地下鉄大江戸線清澄白河駅より徒歩
13分　www.mot-art-museum.jp

❶ 4-1-1 Miyoshi,Koto-ku,Tokyo ❷ 03-
5245-4111 ❸10:00-18:00, admission until 
30 minutes before closing ❹Mondays（or 
Tuesday when Monday falls on a national 
holiday）and New Year holidays ❺Varies 
according to the exhibition. For permanent 
exhibitions:Adults 500yen, College and 
university students 400 yen, High school 
students / seniors aged 65 and over 
250 yen,junior high school students and 
younger free  ❻＜Toei Subway Oedo 
Line＞13-minute walk from Kiyosumi-
shirakawa station A3 exit

Tokyo Metropolitan Theatre
東京芸術劇場

❶豊島区西池袋1 - 8 - 1　❷03 - 5391 -

2111 ❸9時～22時　❹年末年始及び保
守点検日　❺公演により異なる　❻JR、
東京メトロ、東武東上線、西武池袋線池袋
駅より徒歩2分  www.geigeki.jp

❶1-8-1Nishi-Ikebukuro,Toshima-ku, Tokyo 
❷03-5391-2111 ❸9:00-22:00 
❹Year ends and New Year holidays and 
a maintenance day ❺Varies according to 
the performance ❻＜JR / Tokyo Metro / 
Tobu Tojo Line / Seibu Ikebukuro Line＞
2-minute walk from Ikebukuro station

Edo-Tokyo Open Air Architectural Museum
江戸東京たてもの園

❶小金井市桜町3-7-1（都立小金井公園内）
❷042 -388 -3300　❸【4月～9月】9時
30分～17時30分、【10月～3月】9時30

分～16時30分※入園は閉園の30分前ま
で　❹月曜日（祝日または振替休日の場合
は火曜日）、年末年始（12 /28～1 /4）　❺
一般400円、大学生・専門学校生320円、
中学生（都外）・高校生・65歳以上200円、
小学生以下・中学生（都内）無料　❻JR

武蔵小金井駅よりバス5分、JR東小金井
駅よりバス6分、西武新宿線花小金井駅
よりバス5分　tatemonoen.jp

❶ 3-7-1 Sakuracho Koganei-shi, Tokyo
❷ 042-388-3300 ❸ 9:30-17:30（April-
September）,9:30-16:30（October-March）
,admission until 30 minutes before 
closing ❹ Mondays（or Tuesday when 
Monday falls on a national holiday）
and New Year holidays ❺ Adults 400 
yen, seniors aged 65 and over 200 yen, 
College and university students 320yen, 
Junior-high school students（ from outside 
Tokyo）/ high school students 200 yen, 
Preschoolers / elementary school students 
/ junior high school students（ from Tokyo）
free ❻ ＜JR＞5-minute bus ride from 
Musashi-koganei station North exit

Tokyo Metropolitan Art Museum
東京都美術館

❶台東区上野公園8 - 36　❷03 -3823 -

6921　❸9時30分～17時30分（特別展
開催時は金曜日9時30分～20時）※入館
は閉館の30分前まで　❹毎月第1・3月曜
日（特別展、企画展は毎週月曜日、祝日の
場合は火曜日）、年末年始　❺展覧会によ
り観覧料が異なる　❻ JR上野駅より徒
歩7分、東京メトロ銀座線・日比谷線上野
駅より徒歩10分、京成電鉄上野駅より徒
歩10分　www.tobikan.jp

❶ 8-36 Ueno-Koen,Taito-ku,Tokyo
❷ 03-3823-6921 ❸9:30-17:30（Friday
[during special exhibitions]:9:30-20:00）,
admission until 30 minutes before closing  
❹ The first and third Mondays of each 
month (Special / planned exhibitions are 
closed on Mondays or Tuesday when 
Monday falls on a national holiday), and 
New Year holidays ❺ Varies according 
to the exhibition ❻＜JR＞7-minute walk 
from Ueno station Koen exit

Tokyo Wonder Site
トーキョーワンダーサイト

トーキョーワンダーサイト本郷

❶文京区本郷2 -4 -16　❷03 -5689 -5331　
❸11時～19時（入場は閉館30分前まで）　
❹月曜日（祝日の場合は翌火曜日）、年末年始
❺無料　❻JR御茶ノ水駅・水道橋駅、都営
地下鉄三田線水道橋駅、東京メトロ丸ノ内線
御茶ノ水駅・本郷三丁目駅、都営地下鉄大江
戸線本郷三丁目駅、各駅より徒歩7分

トーキョーワンダーサイト渋谷

❶渋谷区神南 1-19-8　❷03-3463-0603

❸11時～19時（入場は閉館30分前まで）
❹月曜日（祝日の場合は翌火曜日）、年末年始
❺無料　❻JR山手線・埼京線・湘南新宿ライ
ン、東急東横・田園都市線、京王井の頭線、東
京メトロ銀座・半蔵門線・副都心線渋谷駅よ
り徒歩8分

❶2-4-16 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo
❷03-5689-5331 ❸11:00-19:00, 
admission until 30 minutes before closing
❹Mondays（or Tuesday when Monday 
falls on a national holiday）and New Year 
holidays ❺ free ❻7-minute walk from 
＜JR / Tokyo Metro Marunouchi Line＞ 
Ochanomizu Station, ＜JR / Toei Subway 
Mita Line＞ Suidobashi Station, ＜Tokyo 
Metro Marunouchi Line, Toei Subway 
Oedo Line＞ Hongo-Sanchome Station

❶ 1-19-8 Jinnan Shibuya-ku Tokyo
❷ 03-3463-0603 ❸ 11:00-19:00, 
admission until 30 minutes before closing
❹Mondays（or Tuesday when Monday 
falls on a national holiday）and New Year 
holidays ❺ free ❻＜JR / Tokyu Toyoko, 
Den-en-toshi Line / Keio Inokashira Line 
/ Tokyo Metro Ginza, Hanzomon and 
Fukutoshin Line＞ 8-minute walk from 
Shibuya Station

Tokyo Metropolitan Museum of Photography
東京都写真美術館

❶目黒区三田1 - 13 - 3 恵比寿ガーデンプ
レイス内　❷03-3280-0099　❸10時～
18時（木・金曜日は10時～20時 ※入館
は閉館の30分前まで　❹月曜日（祝日の
場合は火曜日）　❺展覧会により料金が
異なる❻JR恵比寿駅東口より徒歩7分（動
く通路使用）、東京メトロ日比谷線恵比寿
駅より徒歩10分　www.syabi.com

❶ Yebisu Garden Place,1-13-3 Mita,
Meguro-ku,Tokyo ❷ 03-3280-0099 
❸ 10:00-18:00（Thursday, Friday:10:00-
20:00）, admission until 30 minutes before 
closing ❹ Mondays（or Tuesday when 
Monday falls on a national holiday）and 
New Year holidays ❺ The admission 
varies according to the exhibition 
❻＜JR＞7-minute walk from Ebisu 
station East exit（on moving walkways）

Tokyo Bunka Kaikan
東京文化会館

❶台東区上野公園5 - 45　❷03 - 3828 -

2111　❸公演により異なる　❹月1～2回
※10月は21、22日　❺公演により異なる
❻JR上野駅公園口より徒歩1分、東京メ
トロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より
徒歩5分、京成電鉄上野駅より徒歩7分
www.t-bunka.jp

❶5-45 Ueno-Koen,Taito-ku Tokyo
❷03-3828-2111 ❸ [Opening / Curtain] 
Times May vary according to the 
performance ❹Once or twice a month※
10.21,22 ❺Varies according to the 
performance ❻＜JR＞1-minute walk from 
Ueno station Koen exit

① 住所：Address　② 電話番号：phone　③ 開館時間：Opening Hours　④ 休館日：Closed　⑤ 観覧料：Admission　⑥ 交通：Access



- “Sora-Ami: Knitting the Sky-Miyakejima” – The 
Return to the Island (tentative)
Date: 11.16 (Sat.)
Venue: Miyake Island
-residency production
Program period: November–March 
Venue: Community centers on Miyake Island

Organizers: Tokyo Metropolitan Government, 
Tokyo Culture Creation Project (Tokyo Metropolitan 
Foundation for History and Culture), Miyakejima 
University Project Executive Committee, Miyake 
Village

Prices: Free
Contact information: Miyakejima University Project 
Executive Committee Office
TEL: 04994-5-0981 (weekdays 8:30 a.m.–5:15 p.m.)

Dates: 11 .9 (Sat.). through 12. 8 (Sun.) 
Venues: Tokyo Metropolitan Theatre, Owlspot Theater, 
Nishi-Sugamo Arts Factory, Theater Green, Asahi Art 
Square, and more
Participating artists (in the main program): Nandang 
Aradea, Akira Takayama, Shigeki Nakano, Kaku 
Nagashima, Yuichi Kinoshita, Kunio Sugihara, Rabih 
Mroué, Shu Matsui, Tsuyoshi Ozawa, Akio Miyazawa,
Toshiki Okada, Rimini Protokoll, Tim Etchells, Masataka 
Matsuda, Yukichi Matsumoto, Bruce Gladwin, and more
Organizers: Festival/Tokyo Executive Committee
Tokyo Metropolitan Government, Toshima City, Arts 
Council Tokyo & Tokyo Culture Creation Project & Tokyo 
Metropolitan Theatre (Tokyo Metropolitan Foundation for 
History and Culture), Toshima Future Culture Foundation, 
NPO Arts Network Japan

Prices: See the event website for ticket prices.
Contact information: Festival/Tokyo Executive Committee 
Office　TEL: 03-5961-5202

Show name: BUN-PRO TOKYO CREATIVE FILE
Station: J-WAVE (81.3 FM)
On air: Saturdays, 11:35–11:45 a.m.
(A segment of the “RADIO DONUTS” show)

会期：11月9日（土）～12月8日（日）
会場：東京芸術劇場、あうるすぽっと、にしすがも創造舎、シアタ
ーグリーン、アサヒ・アートスクエアほか　参加アーティスト（主
催プログラム）：ナンダン・アラデア、高山明、中野成樹、長島確、
木ノ下裕一、杉原邦生、ラビア・ムルエ、松井周、小沢剛、宮沢章
夫、岡田利規、リミニ・プロトコル、ティム・エッチェルス、松田正隆、
松本雄吉、ブルース・グラッドウィン ほか　
主催：フェスティバル /トーキョー実行委員会　東京都、豊島区、
アーツカウンシル東京・東京文化発信プロジェクト室・東京芸術
劇場（公益財団法人東京都歴史文化財団）、公益財団法人としま
未来文化財団、NPO法人アートネットワーク・ジャパン　
料金：各公演のチケット詳細はウェブサイトをご覧ください。　
お問い合わせ：フェスティバ
ル /トーキョー実行委員会事
務局　☎03-5961-5202
festival-tokyo.jp

番組名：BUN-PRO TOKYO CREATIVE FILE
放送局：J-WAVE（81.3FM）
オンエア日時：毎週土曜日11時35分～11時45分
（ワイド番組「RADIO DONUTS」内）

www.j-wave.co.jp/original/creativefile

この他のプログラム最新情報は、オフィシャルサイトを始め、
公式 facebookや twitterでご覧ください。

For the latest information on other programs, 
visit the official website, official Facebook page, or Twitter page.

・ 「そらあみ‐三宅島‐」帰島式
 開催日：11月16日（土）　会場：三宅島内
・ 「そらあみ」滞在制作
 プログラム期間：11月～3月　制作会場：三宅島内各地区公民館等　
 主催：東京都、東京文化発信プロジェクト室（公益財団法人東京都歴
史文化財団）、三宅島大学プロジェクト実行委員会、三宅村　

 料金：無料　
 お問い合わせ：三宅島大学プロジェクト実行委員会事務局　
 ☎04994-5-0981（平日8時30分～17時15分）
 www.miyakejima-university.jp

三宅島全体を“大学”に見立てて、様々な学びの場を提供する「三宅島大学」が
今年で開校2周年。それを記念する特別プロジェクトとして、みんなで空に向
かって大きな漁網を編み上げていく「そらあみ」の新たな制作が決定しました。
そもそも「そらあみ」とは、平成23年、三宅島でベテラン漁師に漁網の編み方を習ったアーティスト、五十嵐靖晃が
考案した作品。これまで京都府舞鶴、岩手県釜石など全国各地で展開しながら、平成24年10月に三宅島での滞在
制作を行っています。今回はその第2章として、平成24年に編まれた「そらあみ」を三宅島の各地区で編み繋げながら、
三宅島全体で大きな「そらあみ」を制作。各地区で展示期間も設ける予定です。
また、11月16日（土）には、キックオフプログラムとして、“「そらあみ‐三宅島‐」帰島式”が三宅島島内で開催。全
国各地で編み上げたそらあみが、三宅島に集結します。

日本最大級の舞台芸術のフェスティバル、『フェスティバル /トーキョー』。今
年で6回目の開催となる『フェスティバル /トーキョー13』のテーマは、「物語を
旅する」です。東京の都市空間の魅力を引き出し、都市を挙げての祝祭感をい
っそう盛り上げるため、池袋エリアを中心に大規模な参加型プロジェクトを多数実施します。また、誰でも気軽に無
料で参加できるオープニング・イベントやF/Tモブをはじめ、野外公演などを集中的に展開する一方、地元の商店街
や地域固有のコミュニティとのつながりを深めていきます。
主催プログラムでは、世界の舞台芸術（演劇・ダンス）の最先端と、日本から生まれる独自の表現が出会う場として、
国内外の多数の作品をラインナップ。演劇の基本要素であるドラマやフィクションを再び問い直し、同時代の物語
の新しいあり方を探求します。ほかに公募プログラムでは、計137件の応募の中から最終的に国内4組、アジア地
域から5組が参加。新世代の表現者たちがアジアの多様性を示してくれます。

音楽や映像、そしてパフォーマンスなどのイベントや展覧会に至
るまで東京文化発信プロジェクトの最新プログラムをご紹介す
る番組が、現在J-WAVE（81.3FM）にてオンエア中。ナビゲータ
ーは渡辺祐さんと山田玲奈さん。プログラムに関わる、作り手た
ちの生の声もお届けしています。

Festival/Tokyo is one of the biggest performing arts festivals in Japan. For this year’s “Festival/Tokyo 13,” the sixth event 
in the festival’s history, the focus is on “travels in narratives.” To help illuminate the wonders of Tokyo’s urban space and 
generate a celebratory atmosphere throughout the whole city, the event will feature multiple large-scale, participatory projects 
in Ikebukuro and elsewhere around Tokyo. In addition to organizing a free, inclusive opening event, the F/T Mob special 
program, and other outdoor performances, the festival will also foster deeper connections with local merchants and other 
unique elements of each community.
　The main program boasts a lineup of works from Japan and all over the world, in which the cutting edge of global performing 
arts (stage/dance) meets distinctive modes of expression from Japan. Once again inquiring into the fundamentals of theatre—
drama and fiction—the program will propel the quest for new forms of contemporary narrative. The open program, meanwhile, 
will select from a total of 137 entry submissions to feature four teams from Japan and five teams from Asia. These next-
generation artists will take this extraordinary opportunity to showcase the astounding diversity of Asia.

 Events, exhibitions, and more featuring everything from music and video to performances.
Tune in to J-WAVE (81.3 FM) to get all the latest information on Tokyo Culture Creation Project programs. Hosts 
Tasuku Watanabe and Rena Yamada interview the people behind different programs, giving listeners incredible 
insight into what’s going on.

Miyakejima University, which likens Miyake Island to a “university” and offers various opportunities for learning, is celebrating 
its second year in 2013. To commemorate the anniversary, the organization has decided to sponsor a new “Sora-Ami” special 
project that will bring participants together to weave a giant fishing net against the backdrop of the sky.
�Originally conceived in 2011 by Yasuaki Igarashi, an artist who studied fish-net weaving from veterananglers on Miyake Island, 
“Sora-Ami” projects have been completed in Maizuru, Kyoyo Prefecture, Kamaishi, Iwate Prefecture, and other locations 
across the country. In October 2012, Igarashi took up an artistic residency on Miyake Island to work on another “Sora-Ami” 
work. For the upcoming project, which represents the second chapter of Igarashi’s work on Miyake Island, island communities 
will create pieces of netting to create a massive patchwork “Sora-Ami.” Upon completion, the work is scheduled to be 
displayed at various locations on the island.
�Organizers will also hold a “Sora-Ami: Knitting the Sky-Miyakejima” – The Return to the Island (tentative) event on November 
17 (Sun.) to kick off the project and showcase “Sora-Ami” woven by different Japanese communities.

祝祭のはじまり。テーマは、物語を旅する。 漁網を編み繋げる“そらあみ”が三宅島に集うとき
Travels in narratives: 
The beginning of the celebration

研究所のなかにある、ブンプロ掲示板。
そこに寄せられているのは、この時期、都内のあちこちで行われている、
ブンプロが主催するプログラム情報です。

フェスティバル /トーキョー13

J- WAVE
「BUN-PRO TOKYO CREATIVE FILE」

東京発・伝統WA感動

三宅島大学 開校2周年記念事業

五十嵐靖晃「そらあみ‐三宅島‐」
Festival/Tokyo 13 Miyakejima University’s Second Anniversary Celebration

Yasuaki Igarashi “Sora-Ami: Knitting the Sky-Miyakejima”

五十嵐靖晃　igayasu.com

アーティスト／2005年東京藝術大学修士課程修了。
土地に住み、その日常に入り込み、そこで出会う人達と
共に、普段の生活の中に新たな視点と人の繋がりをつ
くるプロジェクトを各地で展開している。三宅島では、
地元漁師に習った漁網の編み方をもとに、参加者と共
に大きく色鮮やかな漁網を空に向かって編み立ち上げ
る「そらあみ」を実施。これまで浅草や瀬戸内など多数地域で展開した。
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Welcome to the Tokyo Culture Creation Project bulletin board,
the place to find information on all the Project-sponsored programs 
going on in various sites in Tokyo this season.
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The“Sora-Ami” project comes to Miyake Island 
to weave another tapestry of fishing nets

Date/time:12. 8 (Sun.), 4 p.m. (doors scheduled to open at 
3:30 p.m.)(TBD)
Venue: Spiral Hall (Spiral 3F)
Tickets: 1,000 yen (adults); 500 yen (high school age and 
younger)
Performers: Dozan Fujiwara (shakuhachi player), Kyo 
Ichinose (composer), Junichi Konuma (host)

開催日時：12月8日（日）16時開演予定（15時30分開場予定）
会場：スパイラルホール（スパイラル3F）
料金：1,000円（一般）、500円（高校生以下）
出演者：藤原道山（尺八演奏家）、一ノ瀬響（作曲家）
ナビゲーター：小沼純一

①と②のお問い合わせ先：東京発・伝統ＷＡ
感動実行委員会事務局　☎03-3467-5421（平
日10時～18時）　www.dento-wa.jp

Contact information for (1) and (2):
Secretariat of the Tokyo Traditional Arts 
Program Executive Committee　TEL: 03-
3467-5421 (weekdays 10:00 a.m.–6:00 p.m.)

これまで琵琶、笙 (しょう )、箏 (こと )などの日本の伝統楽器を紹介してきた『和の魅力
発見シリーズ Traditional＋』。4回目となる今回は“笛”に着目し、尺八を紹介すること
が決定。人気の尺八演奏家、藤原道山を通して、尺八の特徴や可能性を探ります。また、
作曲家、一ノ瀬響を迎えて、尺八のための委嘱新作も発表。実演とレクチャー、対話を
とおして、尺八の伝統と現代のありよう、未来への展望を見つめていきます。

Having already featured the biwa, Shinto flute, and koto, and other traditional Japanese instruments, the “Discover the Beauty 
of Japan: Traditional+” series will center its fourth event on the shakuhachi—the traditional Japanese flute. Popular shakuhachi 
player Dozan Fujiwara will give listeners an in-depth look at the characteristics and artistic possibilities of the instrument and 
then perform the world premiere of a new shakuhachi piece commissioned to composer Kyo Ichinose. There will also be a 
lecture and discussion on the history, present, and future of the shakuhachi.

…和を「知る、聴く、遊ぶ」

①和の魅力発見シリーズ Traditional＋【vol.4】現代に生きる日本の伝統楽器

To know, Listen to and Play with Japanese 
traditional culture

(1) “Traditional+” 【vol. 4】: Traditional Instruments of Japan Today (part of the “Discover 
the Beauty of Japan” series)

藤原道山（尺八演奏家）

Date/times: 12. 14 (Sat.), 1:00 p.m. (doors open at 12:30 p.m.) 4:00 p.m. 
(doors open at 3:30 p.m.)
Venue: Nippori Sunny Hall
Tickets: 3,000 yen (adults); 2,000 yen (students)
Performers: High school dance clubs (Adachi Shinden High School, 
Kiyose High School, Takashima High School), Hiromitsu Agatsuma 
(Tsugaru shamisen player), DAZZLE (dance company)

開催日時：12月14日（土）13時開演（12時30分開場）、
16時開演（15時30分開場）　
会場：日暮里サニーホール　
料金：3,000円（一般）、2,000円（学生）　
出演者：高校ダンス部（都立足立新田高等学校、都立
清瀬高等学校、都立高島高等学校）上妻宏光（津軽三
味線奏者）、DAZZLE（ダンスカンパニー）

若い世代による、新しい文化の創造をテーマとした本公演。二部構成となる内容は、
第一部では、10代の若者に人気のストリートダンスを踊る高校生が、日本の伝統
を感じさせるダンスを創作。また第二部では、日本の伝統文化を巧みに取り入れ、
海外でも高い評価を得ている長谷川達也を中心としたダンス集団、DAZZLEと、津軽三味線奏者、上妻宏光が出演。
極上のパフォーマンスを観せてくれます。

Conceived to give young people a chance to create new culture, this electrifying performance will feature two different parts. In 
Part 1, teenagers from popular street dance clubs will dance to Japanese traditional music. Part 2 will pairs the DAZZLE troupe, 
led by internationally renowned dancer Tatsuya Hasegawa, with Tsugaru-shamisen player Hiromitsu Agatsuma to shine a new 
light on traditional Japan. The performance is sure to dazzle audiences in Japan and abroad, as well.

若い世代が見つめる、日本の伝統とは

②日本の伝統芸能×ストリートダンス

Japanese youth meets 
Japanese tradition

(2) Traditional Performing Arts x Street Dance

上妻宏光（津軽三味線奏者）
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