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The “TOKYO PAPER for Culture,” a free newspaper from the Tokyo Culture Creation Project, aims 

to know, deepen, and enhance the culture of Tokyo through fun, culture-oriented research projects. 

First published in July 2013, the paper serves as a “cultural research institute” where we cultural 

researchers turn Tokyo inside out to spotlight the people, things, and places that make this place so 

amazing—the things that make Tokyo come to life. Here’s to an exciting, fulfilling journey!

今年7月に創刊した『TOKYO PAPER for Culture』。東京文化発信プロジェクト（ブ

ンプロ）から発行されているこのフリーペーパーは、“東京の文化を知る、深める、高め

る”をモットーに、楽しく文化を研究することをコンセプトにしています。フリーペーパー

そのものを“文化研究所“とし、そこの文化研究員である私たちは、人、モノ、場所など、

日々東京の隅々を観察、取材しています。そこから浮かび上がってくる、東京の振る舞い。

それはきっと今を生きる私たちのヒントになると信じて。

東 京 の 文 化 を 研 究 す る フ リ ー ペ ー パ ー

2013 SEPTEMBER / SECOND ISSUE / 002

これから先の文化に想いを寄せて
柳家花緑（落語家）× ルーカス・B.B.（クリエイティブディレクター）× 永山祐子（建築家）

研究テーマ②：伝統と現代と身体性と
森山開次（ダンサー・振付家）

 祝祭のまち、東京へ。
 TOKYO CREATIVE WEEKS 2013 
全プログラム紹介
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東京って？文化って？見かたも見えかたも、多種多様。まだまだこの議論は尽きません。そこで創刊号に続き、
各分野で活躍される表現者の方を“客員研究員”としてお招きし、東京の輪郭を文化の視点から自由にクロストーク。
柳家花緑さん（落語家）、ルーカス・B.B.さん（クリエイティブディレクター）、永山祐子さん（建築家）の登場です ! 

これから先の文化に想いを寄せて

Following up on our debut issue, we have once again invited creative minds from various fields 
to serve as “guest researchers” in exploring the contours of Tokyo from a cultural perspective: 
rakugo performer Karoku Yanagiya, creative director Lucas Badtke-Berkow, and architect Yuko Nagayama.

Karoku Yanagiya

Lucas Badtke-Berkow

Yuko Nagayama

台東区谷中。情緒溢れるまちであり、

ブンプロとも縁の深いまちです。

この日が全員初対面となったお三方は、

そんな谷中をちょいと散策。そして、

まちのランドマーク、カヤバ珈琲で議論は始まりました。

永山祐子（以下、永山）：東京はなんでも溢れていて、ある意
味で飽和状態ですよね。その中でただ真新しいものを作り出
すことよりも、古いもの、埋もれていたものから、面白いと思
えるものを見つけて、それを持ち寄って編集をし直していく。
そういうものづくりをしていければ、今の時代、無駄がない気
がしています。それはこれから先の未来に向けて、新しい文化
を作る上でも、大切な視点だと思っています。長く根付いて
きたものや場所の特性に、今を生きる自分たちの感覚を重ね
合わせてみたとき、どんな科学反応を起こすことができるのか。
柳家花緑（以下、花緑）：僕もそう思います。あと僕、文化は“作
業”では作れないと思っているんです。永山さんの言うように
古いもの、例えば昭和の建物には、笹や富士山など、いろんな
柄の入ったすりガラスの窓がありましたよね。すりガラスの
木枠の細工もすごく繊細で美しくて。そういう手間暇かけた
ものが、昔は暮らしのいろんな場所にあったなあと思うんです。
永山：そういう場所には、空間の質というものが出来上がっ
ていて、いろんな可能性に溢れているんですよね。
花緑：そうなんですよ。でも今は機能性が重視される時代に
なったでしょう。その分どこかこう、日常のいろんなことが“作

業”になりがちな気がしています。時には食べることや寝るこ
とすら作業になっている人もいる。とにかく“楽しむ”という
ことが減ってきている気がします。
ルーカス・B.B.（以下、ルーカス）：お二人の言うように文化
はすぐには作れないもの。時間をかけてじっくり作られていく
ものですよね。アメリカ人の僕は、20代までアメリカに住ん
でいましたが、実は欧州文化がアメリカに流れてきて、まだ数
百年です。日本はそれよりも長い時間をかけて培ってきた文
化があるし、そういう中で今に残されてきたものには絶対に
理由があると思うんです。その理由や原点を、今を生きる私
たちがどう解釈したら良いのか？ その解釈を提案することが、
僕の編集者という仕事だと思っているんです。やっぱり自分
自身が大事だと思うものを、ちゃんと伝えて残していきたい。
文化がなければ、育たなければ、花緑さんが言ったように、ど
んな行為もすごく作業っぽくなってしまいます。
花緑：ルーカスさんは日本に暮らして何年ですか？
ルーカス：僕にとって日本は初海外の地なんですよ。うどん
がすごく気に入って（笑）、そのまま20年、日本にいます。
花緑：確かに20年前のアメリカではうどんを食べられる場所
はあまりなさそうですね（笑）。僕は日常の行為が“作業”にな
らないために実践していることがあるんですよ。僕は正しい判
断の上に、楽しい判断というものもあると思っているんです。
それは他人が何とも思わないことを、自分がどれだけ楽しめるか、
面白がれるのか？ということ。つまり日常の中で面白のレッテ
ルを貼っていくんです。例えば毎日の朝食。コースターを置い

Nagayama: Tokyo is overflowing with so much of every-

thing that it’s really kind of saturated. In times like these, 

rather than only making things that are completely new, I 

think it might be less wasteful to create by sifting through 

the old and overlooked, discovering what seems interest-

ing, and rearranging it. 

Karoku: I think you’re right. I also think culture is some-

thing that can’t be created through work. You mentioned 

old things. Take frosted glass, for example. Windows in 

buildings from the Showa period incorporate all sorts of 

designs like bamboo grass and Mt. Fuji, and the detailing 

on the wooden frames is really exquisite. The everyday 

lives of people in the old days offer so many examples of 

this kind of painstaking attention to detail.

Nagayama:Places like that have a spatial quality that 

opens up all sorts of possibilities when looked at today.

Karoku:You’re absolutely right. Today, though, it seems 

like everything is made with such an emphasis on func-

tionality that it injects a sense of work into all aspects of 

the everyday.

Badtke-Berkow: I’m an American and lived in the United 

States into my 20s, but European culture actually only 
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SCAI THE BATHHOUSE

200年の歴史を持つ銭湯「柏湯」を改装し、
1993年にオープンした現代美術ギャラリー。
外観は趣のある瓦屋根の建物で中に入ると、コ
ンクリートの床に白い壁面の清々しい空間が広
がる。最先鋭の日本のアーティストを始め、海
外の優れた作家を紹介している。
台東区谷中6 -1-23　☎03 -3821-1144　営12
時～18時（日月祝休廊）※展示替えの間は休廊

Since 1993, when it opened in a remodeled pub-
lic bathhouse, the 200-year old Kashiwa-yu, this 
contemporary art gallery has showcased cutting-
edge artists from Japan and overseas.

たり、器に合わせたランチョンマットを敷いたり、妻と一緒に料
理の演出を考えるのがすごく好き。
永山 ：毎日奥さん偉いですね（笑）。
花緑：ですよね（笑）。でも妻はこれをプレッシャーに感じず、
僕と一緒に遊んでくれている人なんです。人は遊びだと思っ
て楽しんでいると、“作業”には感じません。そういう遊びと
いう視点で世の中を見ると、いろんなものが目に留まります。
これは日常の中の様々な行為が“作業”にはならずに済む、ひ
とつの手段ではないかと思っています。
永山 ：行為と言えば、私は建築とは行為と時間を作るものだ
と思っています。「この建築のなかで人は何を想いながら、ど
ういう風な時間を過ごすのだろう、誰と一緒にいるのだろう」。
私は設計するとき考えてます。例えばここ、カヤバ珈琲をリ
ノベーションするときには、1階の古い天井を一旦落として、
そこに黒い透けるガラスを全面に張りました。そのガラスが
鏡になって、店内や窓外の風景が映り込むようにしたんです。
お客さんはその天井の下にあるテーブルで、コーヒーを飲む。
するとコーヒーは黒い液体なので、表面にその風景が映像の
ように映り込むんです。それを眺めながらふっと顔を上げると、
窓の外は明るい。そんな喫茶店独特の時間の流れが、自分を
内省するきっかけにも繋がっていく。小さな現象ですが、そ
ういう時間を過ごしてもらいたいとリノベーションしました。
花緑：コーヒーの表面に映る景色についてまで考えていると
いう話は、今日初めて聞きました。すごいなあ……!

永山 ：建築を考えるときに、コーヒーカップのような手のひら
サイズの出来事から出発する発想をとても大切にしています。
と同時にこの建築が東京という都市のなかでどういう意味を
持つのか？ ということを俯瞰的に捉えることも必要です。そ
の両方の感覚を持ちながら設計することが、結果として人の
行為や日常の暮らしに寄り添える建築が作り出せると思います。

キーワードは、ヒューマンスケール

ルーカス：僕たちが作っている雑誌『PAPERSKY』では、『ツ
ール・ド・ニッポン』という企画を定期的に行っているんです。
これは自分たちが暮らす日本を知るために、もっと旅に出かけ
て欲しいという思いから始めましたこの企画は、“自転車、山、
本、食、日本”という5つのクラブ活動からなりますが、それぞ
れのクラブにはキャプテンがいるんです。
永山 ：ルーカスさんも何かのキャプテンをやるんですか？
ルーカス：全部自分たちでやっていくと視野が狭くなってし
まうので、それぞれのジャンルに強い人に声をかけて、キャプ
テンになってもらいました。そのキャプテンと一緒に旅の企
画を考えています。この旅の一番の軸は自転車です。車とい
う手段もありますけど、やっぱりまちの空気を直に吸いながら、
自分の力で移動する方が、一番気持ちも入り込めると思うん
です。自転車は、1日あれば40キロぐらいの移動は可能なの
で、いろんな風景を眺めながら人に出会っていきます。また
大切なのは、どの都市で行う『ツール・ド・ニッポン』にも、そ
の土地に暮らす地元の協力者の存在です。東京にあるツール・
ド・ニッポン事務局と各地の協力者とが、お互いに意見を持ち
寄って、プロジェクトを作りあげていく。これをやってみて感
じたのは小さなコミュニティの可能性。これからの時代、小さ
なコミュニティから新しい文化が生まれていく気がしています。
永山： それは私も感じています。今年、私は香川県豊

てしま

島に横尾
忠則さんの美術館、『豊島横尾館』を完成させました。このプロ
ジェクトを通してアートをきっかけに高齢化した離島が活性化
していく様子を目の当たりにしました。その事に刺激を受けて
愛媛県宇和島市で以前リノベーションを手がけた木屋旅館を
舞台に「AT ART UWAJIMA」というアートイベントを企画しま
した。さらに、アーケードの閉店した文具店をリノベーションし
てギャラリーにし、2カ所に異なる様々なアーティストを呼んで
1ヶ月間作品展示をしてもらったのですが、このプロジェクトを
思い立ってから実行されるまで、約１年。なぜここまでスムー
ズに出来たのかというと、宇和島のコミュニティが小回りのき
く小さくまとまったコミュニティであったことが大きいです。こ
れが東京の場合、こんなにスムーズにはいかないと思います。
ルーカス：東京はコミュニティの規模が大きいですから。
永山： そうですよね。そんな東京も、ルーカスさんの『ツール・
ド・ニッポン』のように、“自転車が好きな人”のような、ひとり

arrived in America about a few hundred years ago. Ele-

ments of Japanese culture have developed over a lot 

longer than that, and there have to be reasons why they 

have survived to the present day. How are those of us liv-

ing today supposed to make sense of these reasons and 

to understand the origins of such things? One of my roles 

as an editor, I think, is to suggest interpretations. We have 

to pass down the things that we believe are important. As 

you said, without culture, without nurturing culture, any 

kind of activity just turns into so much work.

Karoku: How long have you been in Japan, Lucas?

Badtke-Berkow: Japan is the first foreign country I ever 

visited. I fell in love with udon noodles (laughs) and never 

left. It’s been twenty years.

Karoku: Yep, I’ll bet it would have been hard to find a 

good bowl of udon in the United States twenty years ago. 

(Laughs) So how can we keep everyday activity from 

turning into work? Here’s something I try to do. Instead 

of just thinking about making right decisions, I also try 

to make fun decisions. To find ways to have fun or to be 

amused by things that other people might think nothing 

of. To label as many everyday things as I can as some-

thing interesting. When people enjoy doing something, it 

becomes a game rather than work.

Nagayama: Speaking of behavior, I believe architecture is 

all about creating behavior and time. For example, when 

I renovated Kayaba Coffee I took down the old ceiling on 

the first floor and replaced it all with black, translucent 

glass that acts like a mirror, reflecting both the inside of 

the shop and the scenery outside. Imagine a customer 

drinking coffee at a table beneath the glass ceiling. 

Because the coffee is a black liquid, its surface reflects 

the scenery as if it were a movie. The customer might 

then look up and see how bright it is outside the window. 

There’s something unique about the way time passes in a 

coffee shop. It’s something very small that sparks a kind 

of self-reflection, but I really wanted the renovation to 

encourage this kind of phenomenon.

Karoku: I never would have imagined you’d think about 

details as small as the images reflected on the surface of 

a cup of coffee. Wow!

Nagayama: When you think about architecture, the kind 

of ideas that are inspired by what happens in the palm of 

your hand, like with a coffee cup, are really important. At 

the same time you also need to take a bird’s eye view and 

consider what the building means within the context of 

Tokyo as a city. Maintaining a balance of both sensibilities 

is what produces architecture that fits the way people 

behave and go about their everyday lives.

The Key Word is “Human Scale”

Badtke-Berkow: Papersky, the magazine I work on, regu-

larly holds an event called the Tour de Nippon. We started 

On Culture 
Yet to Come



͒  研究結果のまとめ 大きなものから小さきものの時代へ。一方的な情報ではなく、ひとりひとりが日々の生活のなかで心に直撃
したものにこそ、信頼を置ける時代に。それぞれの心が獲得した信頼の集積が、やがて小さなコミュニティと
なって、新しい文化を形成していく。お三方の議論から導かれたひとつの答えが、ヒューマンスケールの時代だ。
では自分は一体何に信頼を置くのか。そのためにはちゃんと自分の心でものを見て、人に出会い、感動し、時
に批判もすること。新たな表現との出合いや初めてのまちでの発見は、そのきっかけになるだろう。ブンプロ
が主催する秋の芸術祭、『Tokyo Creative Weeks 2013』もまた、そのひとつ。ヒューマンスケール溢れる芸
術祭に出かけ、その肌触りを確認したい。自分の心が獲得した小さな信頼は、未来もその都度更新する。
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1975年東京生まれ。2002年永山祐子建築設計設立。
今年は横尾忠則の個人美術館、「豊島横尾館」の建築設
計、愛媛県宇和島にある「木屋旅館」のリノベーション
をきっかけに、宇和島をアートの力で活性化させるため
のプロジェクト『AT ART UWAJIMA2013』を企画した。

東京文化研究所の研究員の証
は、このロゼット。花緑さん、
ルーカスさん、永山さんにも
もちろん着用いただきました。
お似合いです……！

永山祐子
Yuko Nagayama

Born in Tokyo in 1975, Nagayama founded Yuko Nagaya-
ma & Associates in 2002. This year, as a result of her work 
transforming a private residence into the Teshima Yokoo 
House, Yokoo Tadanori’s personal museum, and her 
renovation of the Kiya Ryokan hotel in Uwajima in Ehime 
prefecture, she produced At Art Uwajima 2013, a project 
seeking to revitalize Uwajima through the power of art.

1971年東京生まれ。古典落語はもとより、劇作家によ
る新作落語や話題のニュースを洋服と椅子という現代
スタイルで口演する「同時代落語」に取り組む。2012年
からは47都道府県を題材とした新作落語を演じる「ｄ
47落語会」を開始。ナビゲーターや俳優としても活躍。

柳家花緑
Karoku Yanagiya

Born in Tokyo in 1971, Yanagiya performs not only tradi-
tional rakugo but also new stories written by playwrights 
as well as his own dojidai rakugo. These “contemporary 
rakugo” address current events and are performed 
in Western clothes while seated on a chair. In 2012 he 
launchedｄ47 Rakugo, a series in which he performs 
stories about each of Japan’s 47 prefectures.

1971年アメリカ・ボルティモア生まれ。1993年に来日。
これまで主に『TOKION』『PAPER SKY』『mamnoth』な
どの雑誌を手がける。また日本各地を自転車で巡る「ツ
ール・ド・ニッポン」のイベント企画やプロデュースなど、
雑誌以外のフィールドでもクリエイティブ活動を行う。

ルーカス・B.B.
Lucas Badtke -Berkow

Born in Baltimore in the United States in 1971, Badtke-
Berkow came to Japan in 1993. His work as a creative 
director has appeared in magazines such as Tokion, 
Paper Sky, and Mammoth. He is also engaged in crea-
tive activities outside the world of magazines such as 
planning and producing events like the Tour de Nippon, a 
series of bicycle tours in different parts of Japan.

カヤバ珈琲
Kayaba Coffee

1916年築のカヤバ珈琲店は、1938年
にオープンして以来、谷中のシンボル
に。2006年に一旦閉店。2009年NPO
法人たいとう歴史都市研究会が管理し、
新しいオーナーとともに再出発。永山
さんが改修設計を担当。昭和の面影を
残しながら、今の時代の文脈で読み替
えた空間づくりで人々に親しまれている。
台東区谷中6-1-29　☎03-3823-3545
営8時～23時（月～土）8時～18時（日）

Opened in 1938 in a storefront dating to 
1916, Kayaba Coffee closed temporarily 
in 2006 before reopening in 2009 with 
a new owner under the management of 
the non-profit Taito Culture & Historical 
Society. Still retaining its Showa era 
style, this beloved space has been reim-
agined for a contemporary context.

ひとりが「これが好き！」という強い想いを起点にした、行動
力のある小さくて新しいコミュニティがたくさん増えて、そこ
からイベントや展示が作り出されていくようになると面白い。
今の時代、マスへの憧れや可能性よりも、もっと細分化された
もの、自分のヒューマンスケールの中にあるものに対しての信
頼感が上がっていると思います。
花緑： そう言われてみると、落語は今の時代に合っているは
ずですよね。生ですし、それこそヒューマンスケールばっちり。
ルーカス：そうですよ。すごく今のもの。
永山： 本当にそうです。落語はコミュニケーションの在り方
としてすごく今の時代に合っていると思います。
花緑： 僕は最近、落語とはこういう言い方ができると思った
んです。「日本人とは、落語を聞かずに死んでいく生き物だ」と。
この前、新聞記者の方に伺ったのですが、日本人の99％は落
語を生で観たことがないそうです。だから落語＝日本の文化
と言いながら、日本人はほとんど観ないものなんですよ。
ルーカス：僕が落語を見ていて面白いと思うのは、ひとりの人
間がしゃべるだけで成立する芸能だということ。シンプルで
あるがゆえに、観る側も自分の想像力がすごく試されるじゃ
ないですか。想像力を働かせないと、落語は面白くはない。
花緑： 僕は、ルーカスさんのように落語を面白がってくれる人
を増やしたい。今はまだ、落語の面白さが多くの人に知られ
ていないと僕は思っているんですよ。なぜなら落語はステー
タスがなくておしゃれなものではないから。だからその状況
を変えていかなくてはいけない。そのひとつの試みとして、僕
は洋服と椅子という現代スタイルで口演する「同時代落語」
をやっているんです。そもそも落語が生まれた背景を考えて
みると、落語ってつねに“同時代”にあった芸能なんです。
ルーカス：それはどういうことですか？

花緑： 落語は着物を着て、座布団に座って、長屋の話をする。
これって江戸時代の人たちにとって当たり前のこと。自分た
ちも着物を着て長屋に住んでいたのですから。とすると、江
戸時代に落語の定義がどうだったのか。それは“一人で座っ
て面白いことを言う人”だったんですよ。だから今の時代、東
京で落語をするならば、洋服を着て、椅子に座って、現代の話
をする。これが同時代でしょうと。それを作家の藤井青銅さ
んが発見してくださって。それで僕は「これこそ落語の原点
回帰だ」と思ったのです。この共通項さえあれば、スタイルは
変わっていくものだと。僕は芸術や芸能とは、攻めていくこ
とが守ることだとも思っているんです。それこそルーカスさ
んに興味を持ってもらえるような対象にならなきゃいけない。
落語にアートを持ち込むことだってやってみたいですし、ワク
ワクすることをこちらからもどんどん発信していきたい。
永山：先ほどお話した「AT ART UWAJIMA」の舞台になった
木屋旅館、2階床の一部、全部で3ヵ所を透明アクリル板に張
り替えて、1階が透けて見える空間になっているのですが、表
現者の方に、ここの場所を使って、何か発見してもらえたらす
ごく面白いなと思っているんです。花緑さんにここで落語を
やっていただけたら、すごく面白い。1階のお客さんは見上げ
て花緑さんの落語を観ることに（笑）。
ルーカス：落語は身体表現でもあるから、いろんな角度から
観られるのはすごく面白いですね。
花緑：下から観られるなんて初めての体験ですよ（笑）。僕は
最近、未来をあまり確定しない方が面白いんじゃないかと思
うようになりました。今日、お二方に出会えたことも僕の計算
では成り立っていないですから。こういう出会いに恵まれて、
そこから新しい広がりが生まれる。落語の可能性、そしてそ
れも日本の文化の可能性ですよね。

the project because we wanted people to get out and 

travel in ways they could learn more about this country 

we live in. Tour de Nippon encompasses club activities in 

five genres—bicycles, mountains, books, food, and Ja-

pan—and each club has a captain.

Nagayama: Are you one of the captains?

Badtke-Berkow: If we tried to do them all in-house we’d 

end up running into the problem of limited perspective, so 

we have people from the outside who know each genre 

really well that serve as captains and help us plan each 

trip. It’s also important to note that in every city where 

the Tour de Nippon takes place, we couldn’t do it without 

local collaborators who live there. The Tour de Nippon of-

fice in Tokyo works closely with our collaborators in each 

city, bringing together ideas and building each project 

together. This has really given me a sense of the potential 

of small communities. In the future, I think, it is such small 

communities that are going to generate new culture.

Nagayama: You know, I feel very much the same. This 

year I designed the Teshima Yokoo House, And I was so 

inspired I decided to plan an art event called At Art Uwa-

jima to be held at Kiya Ryokan, a hotel I had previously 

renovated in Ehime prefecture’s Uwajima city. The project 

only took about a year between conception and execu-

tion. One of the main reasons things went so smoothly 

was because the Uwajima community is so tight-knit 

and quick-footed. I can’t imagine it would have been as 

smooth if we’d been in Tokyo.

Badtke-Berkow: The scale of community in Tokyo is so 

much bigger, after all.

Nagayama: That’s right. But Tokyo also allows the crea-

tion of powerful communities with specific interests, like 

the bicycle-lovers who are part of your Tour de Nippon. 

I don’t think people today feel any great longing for, or 

see much potential in, the massive. I think more and more 

they’re placing their trust in something more fine-grained, 

something that fits their own human scale, something they 

can properly understand.

Karoku: When you put it like, I can’t help but think that 

rakugo is a good fit for the present day. It’s performed 

live, and it’s definitely human scale. No doubt about that.

Badtke-Berkow: Rakugo is very now! It’s ability to be 

super simple while having so much impact makes it ex-

tremely modern.

Nagayama: I agree completely. As a method of communi-

cation, rakugo is right for the times.

Karoku: Recently I’ve been thinking you could practically 

define Japanese as people who will go to their graves 

without ever hearing rakugo. I learned from a newspaper 

reporter that 99% of Japanese have never seen rakugo 

performed live.

Badtke-Berkow: What I find fascinating about rakugo is 

that it is a form of performance achieved through nothing 

more than one person talking. This simplicity really tests 

the listener’s imagination, doesn’t it? Rakugo isn’t any fun 

at all if you don’t exercise your imagination.

Karoku: Personally, I’d love to see more and more people 

enjoy rakugo the way you do. I think many people just 

haven’t caught on to how interesting rakugo is yet be-

cause it doesn’t have much status and isn’t particularly 

fashionable. So I set out to do something about it. One of 

the things I’ve done is perform dojidai rakugo (contempo-

rary rakugo) dressed in Western clothes and sitting in a 

chair. When you think about the context in which rakugo 

was born, it’s really always been a contemporary kind of 

performance. A rakugo performer wears a kimono and 

sits on a cushion, and tells stories about life in row hous-

es. Well, what is it that defined rakugo in the Edo period? 

Someone sitting and telling interesting stories. So if you 

really wanted to do contemporary rakugo in Tokyo today, 

you’d need to wear Western clothes and sit in a chair and 

tell stories about today’s world. The style can change as 

long as the common elements remain. 

Nagayama: Kiya Ryokan it was the stage we just talk of 

“At Art Uwajima”, I replaced part of the floor on the sec-

ond floor with clear acrylic panels that show through to 

the first floor. Karoku, maybe you could perform rakugo 

there? 

Badtke-Berkow: Rakugo is so physically expressive it 

might be really interesting to see a performance from dif-

ferent angles.

Karoku: Recently I’ve begun to think it might be better 

not to decide too much about my own future. Left to my 

own devices, for example, I never would have figured to 

meet the two of you. Yet this kind of fortuitous encounter 

generates new possibilities, not only for rakugo but also 

for the culture of Japan.
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伝統芸能から現代アートまで。

 50を超えるプログラム、
 一挙ご紹介

From traditional performances to 
contemporary arts,

Presenting more than 50 programs.

Tokyo Creative Weeks （TCW）は、秋の東京文化のハイシーズンに
行われる5週間のフェスティバルです。
秋は様々な農作物の収穫の季節であると同時に、文化の果実も実る
季節です。驚くような表現や、初めて出合うような作品たちが、あなた
を待ち構えています。収穫のシーズンには、旬な食べ物を食べるだけ
でなく、旬な文化も摂取しましょう。身体を鍛えるように、心の栄養を
あなたの表現力に変換しましょう。
伝統文化から現代アートまで、やるのも楽しく観るのも愉快なプログ
ラムが集まりました。東京のあちらこちらで行われていますから、ぜひ
初めての街にも出かけてみてください。きっと、秋の終わりにはあなた
の中に、クリエイティビティの果実がたわわに実ることでしょう。

Tokyo Creative Weeks (TCW) is a 5-week festival held in autumn during the high 

season of Tokyo’s cultural scene. Besides being a season for harvesting various 

crops, autumn is also a time when culture bears rich fruit. Stunning expressions 

and art work you will see for the first time await your discovery. Make the most 

of this harvest season to feast not only on seasonal food but also on seasonal 

culture. In the same way as you would train your body, nourish your heart to de-

rive power for your own expressions. Tokyo Creative Weeks brings together eve-

rything from traditional culture to contemporary art which are pleasurable to look 

at and fun to take part in. Events will be held in various parts of Tokyo. Why not 

take this opportunity to make outings to towns you have never visited before? 

No doubt, you will be bursting with the fruit of creativity by the end of autumn. 

P6～P10の
プログラムは
右記ジャンルごとに
日付を色分けしています。

■　“日本の伝統文化”の持つ奥深さを、今に伝えるプログラム。

■　“音楽”の持つ魅力を伝えるプログラム。

■　国内外から発信力のある文化関係者等を招き、“国際ネットワーク”を深めるプログラム。

■　人・まち・活動をアートで結ぶ、“東京アートポイント計画”発のプログラム。

■　アートの領域から、ヒトやコトの新しい可能性を探るプログラム。

■　“都立文化施設”が期間中に展開する多彩なプログラム。

Tokyo Creative Weeks Present Campaign

 10.1 (Tue)

TCWキックオフイベント開催

Tokyo Creative Weeks Kick-off Event

TCWのスタートであり、「都民の日」となる10月1日（火）正午より、
東京芸術劇場アトリウムにて、林家正蔵さんや冨永愛さんを
ゲストとしてお招きし「TCWキックオフイベント」を開催します。
ゲストお二人が日々感じる“東京の魅力”について語るトークセッションや、
今年のTCWの楽しみ方についてご紹介します。
また、津軽三味線デュオ福居一大・典美によるパフォーマンスによって
イベントをさらに盛り上げます。

To celerate the start of TCW on 1 October—coinciding with Tokyo Citizens Day—the TCW 
Kick-off Event will be held at noon in the atrium of the Tokyo Metropolitan Theatre. In addition 
to hearing from special celebrity guests like Shozo Hayashiya, Ai Tominaga about their favorite 
aspects of everyday Tokyo, the event will also introduce how to get the most out of this year’s 
TCW and a rousing performance by the Tsugaru shamisen duo of Tenbi and Kazuhiro Fukui.

①開演12時（11時30分開場予定）　②豊島区西池袋1-8-1
③無料（どなたでもご参加いただけます）　
⑤出演者は、林家正蔵、冨永愛、福居一大・典美
東京文化発信プロジェクト室 広報事務局　☎03-5689-0455

①12:00 - (Doors open at 11:30)
②1-8-1 Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku
③Free (Open to all)
⑤Special Guests: Shozo Hayashiya Ai Tominaga, Tenbi and Kazuhiro Fukui 
Tokyo Culture Creation Project PR Office　☎03-5689-0455

東京芸術劇場アトリウム

Tokyo Metropolitan Theater Atrium 

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 

TCWプレゼントキャンペーン

TCW期間中、都内各所にて実施されるイベント会場で配布されている「TCWプレゼントキャンペーン」チラシを入手
し、キリトリ「応募はがき」にある簡単なアンケートに答えて応募すると、抽選で合計480名様に、10名のアーティスト
が描いた“かっぱ”イラストの、TCWオリジナル「かっぱバッジ5個セット」、または、TCWオリジナル「リリー・フラン
キーのかっぱイラストTシャツ」をプレゼントします。

リリーフランキー

福居一大・典美冨永 愛林家正蔵

ダニエル・カール

木原庸佐

高木ブー

江戸家まねき猫

冨永 愛

及川キーダ

渡辺 祐

もう中学生

豆しば

TCW期間中に実施されるイベントは50以上！
会場はTCWオフィシャルウェブサイト［tcw2013.jp］で
チェックしてみてください。

主なイベント実施会場：東京都江戸東京博物館、江戸東京たてもの園、
東京都写真美術館、東京都現代美術館、東京都美術館、東京文化会
館、東京芸術劇場、トーキョーワンダーサイト（本郷・渋谷）ほか

応募期間： 平成25年10月1日（火）～11月8日（金）まで　
 ※当日消印有効
景品発送： 平成25年11月末日まで

More than 50 events will be held during TCW! 
Be sure to check the TCW official website (tcw2013.jp) 
for venue information.

Major event venues include the Tokyo Metropolitan Edo-Tokyo 
Museum, the Edo-Tokyo Open-air Architectural Museum, the 
Tokyo Metropolitan Museum of Photography, the Museum of 
Contemporary Art Tokyo, the Tokyo Metropolitan Art Museum, the 
Tokyo Bunka Kaikan, and the Tokyo Metropolitan Theatre, Tokyo 
Wonder Site (Hongo & Shibuya).

Entry Period:  From 1 October through 8 November 2013
 (Valid if postmarked by end date)
Prizes Shipped: By the end of November 2013

During the period of Tokyo Creative Weeks (TCW) (1 October–4 November), TCW Present Campaign flyers will be distributed at event 
venues throughout the city. Complete and submit the easy tear-off questionnaire for a chance to be one of 480 randomly chosen 
winners of a set of five original TCW badges with kappa illustrations by ten famous people or an original TCW t-shirt with a kappa 
illustration by Lily Frankie.



三宅島大学 開校2周年記念事業

竹芝客船ターミナル 第二待合所

Takeshiba Passenger Ship Terminal Waiting Area No. 2

平成23年9月の三宅島大学開校直後から、慶應義塾大学加藤文俊研究室が三宅島大学のリサ
ーチプログラムの一環として展開してきた「宿の女将さん」ポスターづくり。取材を通して学生
たちが読み取った島の魅力が凝縮されたポスターを、伊豆諸島への玄関口・竹芝客船ターミナ
ルで一挙公開します。（企画・監修：慶應義塾大学 加藤文俊研究室）

三宅島ポスタープロジェクト展

Miyakejima University 2nd Anniversary Project
Miyake Island Poster Project Exhibition

A project to make posters of landladies at the guest houses on the island was initiated immediately 
after the opening of Miyakejima University in September 2011, as part of a research program conducted 
by the Fumitoshi Kato Laboratory of Keio University. Charms of the island discovered by the students 
through their interviews are condensed into these posters and exhibited at the Takeshiba Passenger 
Ship Terminal, the main gateway to Izu Islands.

① 7:00-22:00　②1-16-3 Kaigan, Minato-ku　③ Free 
Miyakejima University Project Executive Committee Office ☎ 04994-5-0981

-11.4 (Mon)
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東京スカイツリーの建設により隅田川河岸に新たな景観が作り出されていることに着想し、平
成22年度から展開する美術家・川俣正による東京を再考するプロジェクト。変容する都市景
観の観測拠点として東京の水辺に完成させた3つの物見台「汐入タワー」「佃テラス」「豊洲ドーム」
が11月4日まで公開中です。

①終日開放（汐入タワーのみ9時～16時）　
②荒川区南千住8水神大橋そば（汐入タワー）・
中央区佃2-1-2（佃テラス）・江東区豊洲2-3（豊
洲ドーム）③無料　一般社団法人CIAN 
☎090-6149-0399　
www.tokyoinprogress.com

川俣正・東京インプログレス─隅田川からの眺め

都立汐入公園（汐入タワー）／中央区立石川島公園パリ広場（佃テラス）／都立春海橋公園（豊洲ドーム）

東京都写真美術館 地下1階展示室

汐入タワー・佃テラス・豊洲ドーム 一般公開

Tadashi Kawamata Tokyo in Progress - a View from Sumida River 
Opening to the Public - Shioiri Tower, Tsukuda Terrace and Toyosu Dome
Shioiri Park (Shioiri Tower) / Ishikawajima Park, Place de Paris (Tsukuda Terrace)
Harumibashi Park (Toyosu Dome)

B1F Exhibition Gallery, Tokyo Metropolitan Museum of Photography

A project launched in 2010 by artist Tadashi Kawamata to reconsider Tokyo in light of the new scenery 
that has emerged along the banks of the Sumida River in conjunction with the construction of TOKYO 
SKYTREE. Shioiri Tower, Tsukuda Terrace and Toyosu Dome, points for observing changing cityscapes 
constructed on the city’s waterfront, are open to the public until November 4. 

① Open all day (except Shioiri Tower which is open 9:00-16:00)　② 8 Minami-Senju, Arakawa-ku (Shioiri 
Tower); 2-1-2 Tsukuda, Chuo-ku (Tsukuda Terrace); 2-3 Toyosu, Koto-ku (Toyosu Dome)
③ Free　Center for Interlocal Art Network (CIAN) ☎ 090-6149-0399

-2014.2.26 (Wed)

①14時～17時30分　②台東区上野公園8-36
メンバー登録は定員に達しました。キャンセル
が出た場合には追加募集いたします。当日の様
子は後日ウェブサイトで報告いたします。詳細
はお問合せください。　Museum Start あいう
えの運営チーム東京都美術館×東京藝術大学
☎03-3823-6921　museum-start.jp

※毎週水曜日（12/25と2014/1/1をのぞく）

-10.20 (Sun)

世界を舞台に活動する動物写真家・岩合光昭。彼の取材対象の中でも、特に多くの時間を割い
て撮影を継続しているのが、人間と共生するネコと、野生に生きるライオンです。約180点の
作品を通して彼らの共通点や差異を感じるとともに、人間がどこかに忘れていってしまった“野
生”を浮き彫りにしていきます。

①開館時間10時～18時、木・金10時～20時
（9/27まで～21時）※入館は閉館の30分前まで
②目黒区三田1 - 13 - 3恵比寿ガーデンプレイス
内　③800円（一般）、700円（学生）、600円（中
高生・ 65歳以上）　（株）クレヴィス　☎03 -
6427-2806　syabi.com/contents/exhibition/
index-1935.html

岩合光昭写真展　ネコライオン

Iwago Mitsuaki CATS & LIONS

Wildlife photographer Mitsuaki Iwago travels around the world for his work. Among his favorite themes 
are domestic cats and wild lions, to which he has devoted a lot of time shooting on an ongoing basis. 
Observe the similarities and differences between these two members of the feline family and rediscover 
the wild side of life we humans have forgotten through this collection of around 180 photographs. 

① Opening hours: 10:00-18:00 (10:00-20:00 on Thursday and Friday) ＊Admission until 30 minutes before 
closing time　② Yebisu Garden Place, 1-13-3 Mita, Meguro-ku　③ 800 yen (Adults), 700 yen (Students), 600 
yen (Junior-high and high school students, and ages 65 and over)
CREVIS Inc. ☎ 03-6427-2806

Museum Startあいうえの

東京都美術館 交流棟2階アートスタディルーム

Art Study Room, Intercommunication Building 2F, Tokyo Metropolitan Art Museum

毎週水曜日に、東京都美術館のひと部屋を開室。メンバー登録制でクラブ活動のように自由に
通い、美術館が出会いの場、学びの場、そして居場所となることを目指します。展覧会を鑑賞し
たり、廃材で作品を作ったり、集まった人と話をしたり……美術館の学芸員や大学の先生、そし
て冒険の仲間「とびラー」が待っています。

あいうえの学校　放課後の美術館

Museum Start "i-Ueno"　i-Ueno School: Museum Explorers After-School Club

Every Wednesday, a room at the Tokyo Metropolitan Art Museum is opened to participants of this 
program. By allowing members access to these areas as if they are taking part in club activity, it is hoped 
that the museum becomes a place of learning, for making new acquaintances and a preferred location 
for passing the time. By viewing the exhibits, creating works from scraps and enjoying conversations with 
other participants, this project opens up the door to new adventures with the curators of the museum, 
university professors and friends "TOBIRA". 

①14:00-17:30　②8-36 Ueno-Koen, Taito-ku　There are currently no vacancies in the membership. Additional 
members will be invited if there are cancellations. Reports on the day's activities will be posted on the website. 
Please inquire for more information. 　Museum Start "i-Ueno", Tokyo Metropolitan Art Museum × Tokyo 
University of the Arts　☎ 03-3823-6921

ネコ：オーストラリア アデレード近郊　ライオン：タン
ザニア ンゴロンゴロ自然保護区　©Mitsuaki Iwago

-12.1 (Sun)

①7時～22時　②港区海岸1-16-3　③無料　
三宅島大学プロジェクト実行委員会事務局 
☎04994-5-0981
www.miyakejima-university.jp

Museum Startあいうえの

東京都美術館 交流棟2階アートスタディルーム

Art Study Room, Intercommunication Building 2F, Tokyo Metropolitan Art Museum

障害のある子供たちを含むすべての子供たちのためのアート・コース。手や体を動かしながら、
楽しくアートに触れる機会をつくります。美術館の環境を活かして、ゆったりと学び、のびのび
と表現できる環境を用意しました。参加者は毎回同じメンバーなので安心して取り組める、全
6回の連続ワークショップです。

あいうえの学校　日曜日スペシャル　
のびのびゆったりワークショップ

Museum Start "i-Ueno"　i-Ueno School: Sunday Special　Leisurely Workshop

Art course for all children including those with disabilities. An opportunity to savor the joy of
learning about art using your hands and body. The museum offers the perfect environment for participants 
to learn at an easygoing pace and express themselves freely. 
The workshop will comprise a total of 6 sessions, all attended by the same members. 

①10:00-12:00　②8-36 Ueno-Koen, Taito-ku　Reservations have now closed. Reports on the day's activities 
will be posted on the website. Please inquire for more information.
Museum Start "i-Ueno", Tokyo Metropolitan Art Museum × Tokyo University of the Arts　☎ 03-3823-6921

10.6 (Sun)・10.20 (Sun)

11.4 (Mon)・11.17 (Sun) 

12.1 (Sun)

①10時～12時　②台東区上野公園8-36
申込は〆切ました。当日の様子は後日ウェブサ
イトで報告いたします。詳細はお問合せください。
Museum Start あいうえの運営チーム東京都美
術館×東京藝術大学　☎03-3823-6921
museum-start.jp

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 
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江戸東京博物館 開館20周年記念特別展

東京都江戸東京博物館 1階展示室

1F Exhibition Gallery, Tokyo Metropolitan Edo-Tokyo Museum

-12.8 (Sun)

①開館時間9時30分～17時30分　（9 / 28ま
で土曜日～21時、10 / 5以降土曜日～19時30
分）※入館は閉館の30分前まで　②墨田区横
網1 - 4 - 1③【特別展専用券】1 , 300円（一般）、
1 ,040円（学生）、650円（小中高生・65歳以上）
※特別展・常設展共通券、特別展前売券もあり
⑤月曜休館（ただし9 /16、23、10 /14、11/4は開
館。10/15、11/5は振替休館）　東京都江戸東京
博物館　☎03 -3626 -9974　www.asahi.com/
event/morse2013/

大森貝塚の発見者であるエドワード・モース。1877年から3度訪れた日本で、庶民の暮らしや
心根に魅せられ、多彩な品々をアメリカに持ち帰りました。モースが感嘆した、明治の日本人の「こ
ころ」とは。320点もの生活道具や陶器のほか、モースの日記やスケッチなども展示しています。

明治のこころ　─モースが見た庶民のくらし─

20th Anniversary Special Exhibition of opening Edo-Tokyo Museum
Soul of Meiji Edward Sylvester Morse, his day by day with kindhearted people

Ohmori shell mound was discovered by an American zoologist by the name of Edward Sylvester Morse. 
He visited Japan three times, including his first visit in 1877, and was fascinated by people's daily life and 
kindheartedness and took a variety of items back to the US. What was it about the “ soul” of Japanese 
people in the Meiji era that impressed Morse so much? See for yourself from the 320 items on display 
including day-to-day tools and ceramic items from the period as well as Morse's own diary and sketches. 

① Opening hours: 9:30-17:30 (Saturdays in September, open from 9:30 to 21:00, and in October open until 
19:30.) ＊Admission until 30 minutes before closing time　② 1-4-1 Yokoami, Sumida-ku　③ Special exhibition 
ticket: 1,300 yen (Adults), 1,040 yen (Students), 650 yen (Elementary, junior-high and high school students, and 
ages 65 and over) 　⑤ Closed on Monday　except 9/16, 23, 10/14, 11/4, closed on 10/15, 11/5　
Edo-Tokyo Museum　☎ 03-3626-9974

「明治の子供たち」 © PEM Collection

Music Weeks in TOKYO 2013

江戸東京たてもの園 子宝湯（a）
東京国立博物館 表慶館エントランスホール（b）
東京文化会館 キャノピー（c）
旧岩崎邸庭園 洋館内（d）
恩賜上野動物園 西園動物園ステージ（e）
国立国会図書館 国際子ども図書館ホール3階（ f）
国立科学博物館 日本館中央ホール（g）
東京都美術館1階 佐藤慶太郎記念アートラウンジ（h）
旧吉田屋酒店（ i）

芸術や音楽に親しみが持てる環境づくりを目指す「まちなかコンサート」。上野恩賜公園やそ
の近隣にある文化施設と、都立小金井公園内にある江戸東京たてもの園で無料コンサートを開
催。東京音楽コンクール入賞者を中心とした若きアーティストたちの演奏を、コンサートホー
ルとはひと味違った空間で楽しめます。

まちなかコンサート　芸術の秋、音楽さんぽ

Kodakara-yu, Edo-Tokyo Open Air Architectural Museum (a) 
Hyokeikan Entrance Hall, Tokyo National Museum (b)
Tokyo Bunka Kaikan Canopy (c)
Western-style House of Former Iwasaki Residence & Garden (d)
West Garden Zoo Stage, Ueno Zoo (e)
International Library of Children's Literature 3F, National Diet Library (f )
Central Hall of Japan Gallery, National Museum of Nature and Science (g)
Keitaro Sato Memorial Art Lounge, 1st floor of Tokyo Metropolitan Art Museum (h)
Former Yoshidaya Liquor Store Building (i)

"Machinaka Concert" is a community-based program produced with the aim of creating an environment 
where people can become more familiar with art and music. Free concerts will be held in Ueno Onshi 
Park and surrounding cultural facilities, as well as at the Edo-Tokyo Open Air Architectural Museum 
inside Koganei Park. Come and enjoy performances by winners of the Tokyo Music Competition and 
other young artists played in settings that are a little different to concert halls.

①②a. 3-7-1 Sakura-cho, Koganei-shi  9.28, 29: 11:00-/12:20-/13:50-/15:10-　b. 13-9 Ueno-Koen, Taito-ku 
9.28: 11:00-/13:30-　c. 5-45 Ueno-Koen, Taito-ku (canceled in the event of rain) 10.5, 6: 10:30-/11:30-
d. 1-3-45 Ikenohata, Taito-ku 10.5, 12: 13:00-/15:00-　e. 9-83 Ueno-Koen, Taito-ku (Zoo Hall in the event of 
rain) 10.6: 13:00-/14:30-　f. 12-49 Ueno-Koen, Taito-ku 10.13: 13:00-/15:00-　g. 7-20 Ueno-Koen, Taito-ku 
10.13: 13:30-/15:00- 　h. 8-36 Ueno-Koen, Taito-ku 10.13, 14: 14:00-/15:00-　i. 2-10-6 Ueno-Sakuragi, Taito-
ku (canceled in the event of rain) 10.14: 13:00-/14:00-
*Each performance lasts 20-40 minutes　③ Free (Admission fee required for some facilities)
Tokyo Bunka Kaikan　☎ 03-3828-2111

9.28 (Sat) -10.14 (Mon)

①② (a)［小金井市桜町3-7-1］
9/28・29：11時～／12時20分～／
13時50分～／15時10分～
(b)［台東区上野公園13-9］
9/28：11時～／13時30分～
(c)［台東区上野公園5-45］（雨天中止）
10/5・6：10時30分～／11時30分～
(d)［台東区池之端1-3-45］
10/5・12：13時～／15時～
(e)［台東区上野公園9-83］
（雨天時：動物園ホール）10/6：13時～／
14時30分～
(f)［台東区上野公園12-49］
10/13：13時～／15時～
(g)［台東区上野公園7-20］
10/13：13時30分～／15時～ 　
(h)［台東区上野公園8-36］
10/13・14：14時～／15時～
( i )［台東区上野桜木2-10-6］（雨天中止）
10/14： 13時～／14時～
※各公演20～40分間
③無料（施設により入場料・入園料が必要）
東京文化会館　☎03-3828-2111
www.t-bunka.jp/mwit2013/machi2.html

Pick Up

Machinaka Concert - Autumn of Fine Arts and Musical Outings

写真のエステ

東京都写真美術館 3階展示室

3F Exhibition Gallery, Tokyo Metropolitan Museum of Photography

東京都写真美術館に収蔵されている約29 , 000点の作品の中から、毎年テーマを設けて作品を
セレクトするコレクション展。本年度は「写真の美しさはどこにある？」をテーマに、「写された
対象物の美しさ」に着目し作品を紹介します。中国の古い思想にある“木・火・土・金・水”の分
類に沿って自然を見つめ直すことで、新たな視野の広がりを体験してみてください。

コスモス─写された自然の形象

Collection Exhibition 2013: The Aesthetics of Photography　
Cosmos─Natural Phenomena in Photographs

An exhibition of works selected under a different theme each year from a collection of around 29,000 
pieces at the Tokyo Metropolitan Museum of Photography. This year's theme is "Where does the 
beauty of photographs lie?", and focuses on the beauty of the objects captured in the photos. Expand 
your field of vision by reexamining nature based on the ancient Chinese philosophy that all things are 
composed of the five elements of wood, fire, earth, metal and water. 

① Opening hours: 10:00-18:00 (10:00-20:00 on Thursday and Friday) ＊Admission until 30 minutes before 
closing time　② Yebisu Garden Place, 1-13-3 Mita, Meguro-ku　③ 500 yen (Adults), 400 yen (Students), 250 
yen (Junior-high and high school students, and ages 65 and over)
Tokyo Metropolitan Museum of Photography 　☎ 03-3280-0099

11.17 (Sun) 

①開館時間10時～18時、木・金10時～20時
（9/27まで～21時）※入館は閉館の30分前まで
②目黒区三田1 - 13 - 3 恵比寿ガーデンプレイス
内　③500円（一般）、400円（学生）、250円（中
高生・65歳以上）　東京都写真美術館
☎03 - 3280 - 0099　syabi.com/contents/
exhibition/index-1931.html

榮榮&映里 《Untitled no.25 2008》 2008年

①1：9/21～10/2／2：10/4 20時／3：10/5 15時／4：10/5 17時30分／5：10/6 15時／6：10/6 18時／7：
9/28、9/29　② 各公演名の下に記載　③1：1,800円（ペア）、1,000円（シングル）／2～6：2,000円（前売一般）、
1,500円（前売学生）、2,500円（当日）／7：1,500円（前売一般）、2,000円（当日）／10/5セット券：3,500円（前
売一般）／10/6セット券：3,500円（前売一般）　
国際舞台芸術交流センター（PARC）　☎03-5724-4660　www.soundlivetokyo.com

ライブ・パフォーマンスやインスタレーション、参加型作品などの多彩なプログラムを通して、
音と音楽にかかわる表現の可能性を探求するフェスティバル。公募企画「サウンド・ライブ・ト
ーキョー・フリンジ」も開催。

サウンド・ライブ・トーキョー
Sound Live Tokyo

A festival exploring the different possibilities for expressing sound and music through a colorful program 
comprising live performances, installations and participatory works. Also hosting Sound Live Tokyo 
Fringe featuring artists throughout Japan. 

①1: 9.21-10.2/2: 10.4 20:00/3: 10.5 15:00/4: 10.5 17:30/5: 10.6 15:00/6: 10.6 18:00/7: 9.28, 9.29　② Shown 
under the title of each performance　③1: Pair 1,800 yen, Single 1,000 yen/2-6: Advance adult 2,000 yen, 
Advance student 1,500 yen, On the day 2,500 yen/7: Advance 1,500 yen, On the day 2,000 yen/10.5 Set Ticket: 
Advance 3,500 yen/10.6 Set Ticket: Advance 3,500 yen　Japan Center, Pacific Basin Arts Communication 
(PARC) ☎ 03-5724-4660

ヘッドホンから聴こえるささやきと書物に導かれる、図書館という空間の魅力や
書物の無限の可能性を実感できる体験型作品。世界17か国（7月現在）で上演
された傑作が東京都立中央図書館で日本語版・日本初演！

一曲ごとにギターのチューニングを変え物語性を生み出す倉地久美夫と、「弾き
間違い」をも豊かな演奏に昇華するマヘル・シャラル・ハシュ・バズが競演。

生まれながらにして聴覚を持たない彼女が、「音の所有権」「社会通貨としての
音声言語」「サウンド・エチケット」を問う最新型のサウンド・パフォーマンス。

明るく開放的な響きに過酷な社会的・自然的歴史を映す八重山民謡の第一人者
であり、国境やジャンルを超えて活動する大工哲弘のワンマンライブ。

言葉、音、音楽の多層的表現を作り出す演出家・飴屋法水と、近年演劇的要素
を演奏に取り入れている音楽家／陶芸家・工藤冬里がついに邂逅。

サハ共和国で親しまれている楽器・口琴（ホムス）と伝統唱法を駆使し、電子音
響とも錯覚するような複雑な音と歌を通して「自然」を現前させる驚異のグループ。

1.『The Quiet Volume』（9/21～10/2）
アント・ハンプトン＆ティム・エッチェルス［日本初演］
東京都立中央図書館

2. 倉地久美夫 ＋ 
マヘル・シャラル・ハシュ・バズ（10/4）
東京キネマ倶楽部

3. クリスティン・スン・キム［初来日］（10/5）
上野恩賜公園野外ステージ（水上音楽堂）

5. 大工哲弘（10/6）　
東京文化会館小ホール

Christine Sun Kim (First visit to Japan)
Ueno Park Outdoor Stage

Tetsuhiro Daiku / Tokyo Bunka Kaikan Recital Hall

4. 飴屋法水 × 工藤冬里（10/5）
東京文化会館小ホール（水上音楽堂）

6. アヤルハーン（10/6）　
上野恩賜公園野外ステージ

Norimizu Ameya × Tori Kudo / Tokyo Bunka Kaikan Recital Hall

Ayarkhaan / Ueno Park Outdoor Stage

-10.6 (Sun)

The Quiet Volume　Ant Hampton and Tim Etchells ( Japan premiere)
Tokyo Metropolitan Central Library, 

Kumio Kurachi + Maher Shalal Hash Baz
Tokyo Kinema Club

An interactive performance featuring the charms of a library with its 
whispers from headphones and piles of books and the endless possibilities 
of literature. This is the Japan premiere in the Japanese language of a 
masterpiece which has been presented in over 17 countries (as of July). 

Live one-man performance by Tetsuhiro Daiku, a leading singer of 
Yaeyama folk songs depicting social and natural hardships experienced by 
the region in bright open sound. His musical involvement takes him beyond 
national borders and genres. 

Newest form of performance by the artist Christine Sun Kim, who is deaf 
from birth, raising questions on "the ownership of sound", "oral languages 
as social currency" and "sound etiquette". 

A rare concert by Kumio Kurachi, a singer who customizes the tuning of his 
guitar for each song to give it a peculiar narrative, and Maher Shalal Hash 
Baz, who turns even “mistakes” into a rich musical performance. 

An incredible group that makes "nature" appear before the audience's eyes 
using a Jew's harp (Khomus), a national instrument of the Sakha Republic, 
and traditional singing techniques to create complex sounds with a virtually 
electroacoustic feel to them. 

A collaboration between Norimizu Ameya, a stage director who produces 
multi-layered expressions with words, sound and music, and Tori Kudo, a 
musician/potter who has recently been employing theatrical elements in 
live performances. 

松崎順一、小林ラヂオ、堀尾寛太が巨大音楽装置「ラジカセ・メロトロン」を制作、
初公開。ゲストパフォーマーによるスペシャルライブも開催。

キャリアや音楽ジャンルを問わず、全国から公募されたアーティストがベテラン
とともにステージを作り上げます。ゲスト出演は鈴木昭男、灰野敬二。

7. サウンド・ライブ・トーキョー・フリンジ　Sound Live Tokyo Fringe

「ラジカセ・メロトロン化計画」／VACANT（9/28～9/29） 「東京都初耳区」／スーパー・デラックス（9/29）
"Boombox-Mellotron Project"/ VACANT "New Sound Sanctuary"/ SuperDeluxe

Junichi Matsuzaki (Design Underground) and Kobayashi Radio unveil their giant 
musical device made of mellotrons and radio-cassette recorders, Boombox-
Mellotron. Special live performances are planned by guest performers. 

Artists of all musical genres and experience have been invited from across 
Japan to perform alongside veterans in the field. Guest appearances by 
Akio Suzuki and Keiji Haino.

Pick Up
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①開館時間12時～18時（日・火・水のみ開館）
②豊島区雑司が谷3 - 1 - 7千登世橋教育文化セ
ンターB 1 F　③無料（カフェで販売している飲
食物は有料）　としまアートステーション「Z」　
☎03-5927-1473
www.toshima-as.jp/

としまアートステーション構想

としまアートステーション「Z」

Toshima Art Station "Z"

「としまアートステーション構想」の拠点である、としまアートステーション「Z」では、どなたで
もふらっと立ち寄れて、文化情報に触れたり、アートイベントに参加できる交流の場「ふらっと
カフェ」を開催中。アート活動をはじめたい人の相談窓口も設けています。

ふらっとカフェ

Toshima Art Station Koso
flat CAFE

flat CAFE is currently open at Toshima Art Station "Z", the base of the Toshima Art Station Koso, 
offering a venue for anyone to drop by to obtain cultural information and take part in art events. A 
consultation service is also available for people thinking of starting art activities. 

① Opening hours: 12:00-18:00 (Only open on Sundays, Tuesdays and Wednesdays)
② Chitosebashi Education Culture Center B1F, 3-1-7 Zoshigaya, Toshima-ku
③ Free *Charge for drinks sold at the CAFE　Toshima Art Station "Z" ☎ 03-5927-1473

9.29 (Sun) -
※毎週、日・火・水曜日

10.5 (Sat) 

①13時～16時　③無料
④要申込（9/26 17時まで）
一般社団法人CIAN　☎090-6149-0399
www.tokyoinprogress.com
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10.3 (Thu) 

①開演19時　②台東区上野公園5-45　
③12,000円（S席）、10,000円（A席）、8,000円（B
席）、5,000円（C席）、3,000円（学生席）
東京フィルチケットサービス　☎03-5353-9522
www.tpo.or.jp/

10.1 (Tue) 

①17時～20時
②豊島区西池袋1-8-1
③無料　④要申込・抽選（終了）
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

東京芸術劇場

Tokyo Metropolitan Theatre

世界的な文化創造都市・東京から国内外に向けて、舞台芸術を通じて最先端かつ同時代の芸
術文化を発信する最大級の国際舞台芸術祭。開幕1か月前に開かれるフォーラムでは、参加ア
ーティストやディレクターが集い、同フェスティバルのテーマやプログラムを深く掘り下げます。
トークの様子はUstreamにて生中継およびアーカイブにて公開予定です。

フェスティバル /トーキョー13　
F/T 13 アーティスト・フォーラム

Festival/Tokyo 13　F/T 13 Artists Forum

One of the largest international performing arts festivals held in Tokyo, the global center of cultural 
creativity, disseminating the most-advanced contemporary art culture throughout Japan and to the rest 
of the world through theatrical art. Artists and directors taking part in this event gather for a forum each 
month before the festival to discuss its theme and program in depth. 

① 17:00-20:00　② 1-8-1 Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku
③ Free　④ Reservation required, selected by lot
Festival/Tokyo Office ☎ 03-5961-5202

Avanti Chamber Ensemble ©Marco Borggreve

9.28 (Sat) -
12.15 (Sun)

①プログラムにより異なる　②（a）文京区本郷
2 - 4 - 16（TEFサウンド・インスタレーション（SI）
9/28～10/20、10/26～11/17、11/23～12/15※
月休館、祝日の場合は翌火）、（b）渋谷区神宮前
5 -53 -67（10 /6）、（c）渋谷区神南1 -19 -8（TEF
パフォーマンス10/18～12/8）　③SI部門は無料、
他プログラムにより異なる　④SI部門以外は要
事前申込　トーキョーワンダーサイト　
☎03-5766-3732　www.tokyo-ws.org

トーキョーワンダーサイト本郷（a）／東京ウィメンズプラザホール（b）／トーキョーワンダーサイト渋谷（c）

Tokyo Wonder Site Hongo (a) / Tokyo Women's Plaza Hall (b) / Tokyo Wonder Site Shibuya (c)

新しい表現を模索するアーティストが世界各地から集結し、実験的な公演・展示を一挙に開催
するサウンド・フェスティバル。公募選出企画など29企画を紹介します。10 / 6には、一柳慧
プロデュースのAvanti!室内アンサンブルと若手三味線奏者によるオープニング・コンサートを
お届けします。

トーキョー・エクスペリメンタル・フェスティバル Vol.8　

TOKYO EXPERIMENTAL FESTIVAL -SOUND, ART & PERFORMANCE Vol. 8

A sound festival in which artists exploring new forms of expression gather from around the world to stage 
experimental performances and exhibitions. Volume 8 will feature 29 works including those selected from 
entries. The opening concert on October 6 will be performed by Avanti! Chamber Orchestra produced by 
Toshi Ichiyanagi alongside a host of young Japanese instrument musicians. 

① Depends on the program　② a. 2-4-16 Hongo, Bunkyo-ku (TEF Sound Installation (SI) : 9.28-10.20, 10.26-
11.17, 11.23-12.15 * Closed Monday or the following day if Monday is a public holiday); b. 5-53-67 Jingumae, 
Shibuya-ku (10.6); c. 1-19-8 Jinnan, Shibuya-ku (TEF Performance: 10.18-12.8)　③ TEF SI: Free; Other: 
Depends on the program　④ Advance reservation required, with the exception of the TEF SI　
Tokyo Wonder Site　☎ 03-5766-3732

9.28 (Sat) -
12.1 (Sun)

①開館時間10時～18時、木・金10時～20時
※入館は閉館の30分前まで　②目黒区三田1-
13-3 恵比寿ガーデンプレイス内　③600円（一
般）、500円（学生）、400円（中高生・65歳以上）
東京都写真美術館　☎03-3280-0099　syabi.
com/contents/exhibition/index-1933.html

東京都写真美術館 2階展示室

2F Exhibition Gallery, Tokyo Metropolitan Museum of Photography

日常の裂け目から非日常を捉えたような作品で、海外でも高い評価を得ている須田一政の個展。
東京都写真美術館が収蔵している須田の代表作<風姿花伝>、<物草拾遺>、<東京景>などの
シリーズに最新作<凪の片>や未発表作を加え、今はなき風景、昭和から現在へと継承される
日本の風俗を、精緻な銀塩プリントでご堪能いただけます。

須田一政　凪
なぎ

の片
ひら

Suda Issei nagi no hira　─ fragments of  calm

Exhibition featuring the internationally acclaimed works of SUDA Issei, offering a glimpse of the 
extraordinary through cracks in the ordinary world. A rare opportunity to see his latest piece, "Nagi no 
Hira", and other unreleased works in addition to the series of masterpieces including "Fushi Kaden", 
"Monogusa Shui", and "Tokyo Kei" kept in the collection at Tokyo Metropolitan Museum of Photography. 
These detailed silver halide prints provide a stunning view of life in years gone by as well as etiquette 
and customs passed down from the Showa period to the present day. 

① Opening hours: 10:00-18:00 (10:00-20:00 on Thursday and Friday) ＊Admission until 30 minutes before 
closing time　② Yebisu Garden Place, 1-13-3 Mita, Meguro-ku　③ 600 yen (Adults), 500 yen (Students), 400 
yen (Junior high and high school students, and ages 65 and over)
Tokyo Metropolitan Museum of Photography　☎ 03-3280-0099

〈風姿花伝〉より 《山形・銀山温泉》
1976年　東京都写真美術館蔵

ペトルーシュカ
写真提供：東京文化会館　撮影：青柳聡

リヴィタル・コーエン＆テューア・ヴァン・バーレン
《ライフ・サポート》2008年

10.3 (Thu) -
2014.1.19 (Sun)

①開館時間10時～18時　②江東区三好4 -1 -1
③1,100円（一般）、800円（大学生・65歳以上）、
600円（中高生）、無料（小学生以下）
東京都現代美術館　☎03-5245-4111
www.mot-art-museum.jp/

10.3 (Thu) -
2014.1.19 (Sun)

①開館時間10時～18時　②江東区三好4 -1 -1
③観覧料：1,100円（一般）、800円（大学生・65
歳以上）、600円（中高生）、無料（小学生以下）
東京都現代美術館　☎03-5245-4111

10.4 (Fri) 

①18時30分～20時30分　②千代田区外神
田6 - 11 - 14 3331 ArtsChiyoda 3 F　③無料　
④事前申込可　⑤先着15名程度　Tokyo Art 
Research Lab事務局（AIT内）　☎080 -3171 -
9724　www.tarl.jp/cat_lesson/5372.html

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 

TOKYO PAPER for Culture　　　　vol .2

①9/28～9/29：10時～17時／10/12～10/13：
9時30分～16時30分　②9 /28～9 /29：(a)小
金井市桜町3-7-1　10/12～10/13：(b)中央区浜
離宮庭園1-1　③9/28～9/29：東京大茶会開催
中につき当日入園無料／10 /12～10 /13：入園料
300円（一般）、150円（65歳以上）、無料（小学生
以下および都内在住・在学中学生）　東京大茶会
事務局　☎03-6268-8602
www.tokyo-grand-tea-ceremony2013.jp/

東京発・伝統WA感動

江戸東京たてもの園（a）／浜離宮恩賜庭園（b）

Edo-Tokyo Open Air Architectural Museum (a) / Hama-rikyū Gardens (b)

茶道になじみのない人や海外の方などに、お茶の文化とそれを育んできた江戸・東京の文化を
気軽に楽しんでもらうことを目的とした大規模な茶会。基本的なお茶の作法がわかるように工
夫を凝らし、屋外の自然の中でお茶を飲む「野点」や、初心者向けの茶道教室「茶道はじめて体
験」をお楽しみいただけます。

東京大茶会 2013

Tokyo Traditional Arts Program
Tokyo Grand Tea Ceremony 2013

A large scale tea ceremony introducing the culture of tea and Edo, Tokyo where it evolved, to visitors 
from abroad and those who are not familiar with the tea ceremony, in an easily accessible setting. 
Presented in a way that offers an insight into the basics of tea etiquette in simple terms through outdoor 
picnic-style tea ceremonies referred to as "Nodate" and hands-on courses for beginners. 

① 9.28-9.29: 10:00-17:00/10.12-10.13: 9:30-16:30　② 9.28-9.29: a. 3-7-1 Sakura-cho, Koganei-shi
10.12-10.13: b. 1-1 Hamarikyu Teien, Chuo-ku　③ 9.28-9/29: Free admission on the two days/10.12-10.13: 300 
yen (Adults), 150 yen (Ages 65 and over), Free (Elementary school children and younger, and junior high school 
students residing or attending school in Tokyo) 　Tokyo Grand Tea Ceremony Office　☎ 03-6268-8602

江戸東京たてもの園／茶道はじめて体験

9.28 (Sat)-9.29 (Sun)

10.12 (Sat)-10.13 (Sun)

歴史的・文化的価値の高い建物の中で、本格的な
茶席を気軽に体験いただけます。　9/28～9/29：
高橋是清邸、西川家別邸　10/12～10/13：中島の
御茶屋、芳梅亭／700円／事前申込制・受付終了

① 茶席　
Cha-seki; Indoor Tea Ceremony 

Experience an authentic tea ceremony in the 
tranquility of buildings of great historical and 
cultural value. 
9.28-9.29: Takahashi Korekiyo-tei, Nishikawa 
-ke; 10.12-10.13: Nakajima-no-Ochaya (tea 
house), Hobaitei/700 yen/Reservation closed

小学生以下の子供たちを対象とした茶道教室です。お茶の先生がやさしく丁寧
に茶道の作法を教えてくれます。万徳旅館／200円

④ 子供のための茶道教室　　
Tea Ceremony workshop for children

Tea ceremony class for children of elementary school age and younger. 
Teachers will provide careful instructions on tea ceremony etiquette. 　
Mantoku-ryokan/200 yen

英語で作法の説明を聞きながらお茶を楽しめます。海外の方にも和の心・茶の心
に触れていただきます。中の橋袂／300円

⑤ イングリッシュ野点　　
Nodate; Outdoor Tea Ceremony in English

Learn tea ceremony etiquette in English. A unique opportunity for 
foreigners to discover the Japanese essence of Wa and tea. 
By Nakano-hashi-area/300 yen

高校生がおもてなしをする野点です。初 し々いお手前と心を込めて点てたお茶を
お楽しみください。中の橋袂／300円

⑥ 高校生野点　　　
Nodate; Outdoor Tea Ceremony 
by High School Students

Outdoor tea ceremony hosted by high school students. Prepared with 
charming unsophistication and served with genteel enthusiasm. 
By Nakano-hashi-area/300 yen

江戸東京たてもの園では、邦楽演奏などのパフォーマンスや、地元商工会による
出店を予定しています。浜離宮恩賜庭園では、尺八など日本の伝統芸能を紹介す
るステージ演奏、和風小物の販売などを予定しています。

⑦ イベント・出店　　　　
Events and Shops

Stage performances introducing shakuhachi and other traditional arts 
of Japan, and sales of Japanese accessories planned. Japanese music 
performances as well as shops by the local Chamber of Commerce planned.

爽やかな秋の空の下、本格的な野点をお楽しみくだ
さい。　
9 /28～9 /29：伊達家の門前　10 /12～10 /13：中
の橋袂（3席）／300円

② 野点　
Nodate; Outdoor Tea Ceremony 

Experience an authentic tea ceremony in the 
tranquility of buildings of great historical and 
cultural value. 
9.28-9.29: In front of the Date-ke-no-mon gate ; 
10.12-10.13: Nakano-hashi-area/300 yen

茶道を体験したことのない方のための茶道教室。ペ
アになりパートナーのお茶を点てることで、おもてな
しの心に触れてください。お子様も参加できます。
9 /28～9 /29：吉野家　10 /12～10 /13：花木園／
300円（1人でも参加可能）

③ 茶道はじめて体験　
Tea Ceremony for beginners

Experience an authentic tea ceremony in the 
tranquility of buildings of great historical and 
cultural value. 　9.28-9.29: Yoshino-ke; 10.12-
10.13: Kabokuen/300 yen

「江戸東京たてもの園」（9/28～9/29）　
Edo-Tokyo Open Air Architectural Museum ①②③④⑦

「浜離宮恩賜庭園」（10/12～10/13）　
Hama-rikyū Gardens ①②③⑤⑥⑦

特別名勝および特別史跡に指定されている大名庭園で、“都会のオアシス”と
して親しまれています。同会場では、「イングリッシュ野点」や「高校生野点」も
開催します。

江戸時代から昭和初期までの文化的価値の高い建造物を復元・保存・展示す
る野外博物館。同会場では、今年から新たに「子供のための茶道教室」を開催
します。

An open air museum built with the objective of reconstructing, 
preserving and exhibiting buildings of cultural value from the Edo to 
the early Showa period. The museum will be the venue for the new 
Children's Tea Ceremony Class which starts this year. 

Former gardens of the shogun family designated as a special place of 
scenic beauty and special historic site, and appreciated by many as an 
urban oasis. The grounds will also be the venue for the Nodate outdoor 
tea ceremony held in English and hosted by high school students. 

Pick Up
東京文化会館 大ホール

東京都現代美術館 企画展示室B2F・アトリウム、1F・B室、ホワイエほか

Tokyo Bunka Kaikan, Main Hall

Exhibition Gallery B2F & Atrium, 1F Room B, Foyer, etc., Museum of Contemporary Art Tokyo

日本舞踊とオーケストラ音楽が融合する舞台。花柳壽輔の演出・構成により、クラシック音楽
の名作に４人の日本舞踊家が振り付けた作品を一挙に上演します。ドビュッシー作品では坂東
玉三郎が特別出演。花柳壽輔と共演するほか、実力派の舞踊家が流儀を越えて新しい世界の
創造にチャレンジします。

「Crystallize（＝形を与え、結実させる）」というテーマのもと、先鋭的な表現で世界に影響を与
え続けているアーティスト・吉岡徳仁の個展を開催。音楽を聴かせながら結晶化させた絵画「Swan 
Lake」、7つの糸から生み出される椅子「蜘蛛の糸」などの代表作をはじめ、日本での初公開作
品を含むその作品世界を大規模インスタレーションでご堪能ください。

日本舞踊とオーケストラ　─新たなる伝統へ向けて─

吉岡徳仁 －クリスタライズ

Forging a New Tradition : Encounter of Japanese Classical Dance and Orchestra

Tokujin Yoshioka_Crystallize

A fusion of Japanese classical dance and orchestral music. Staging of a selection of renowned Western 
music choreographed by four Japanese dancers under the direction of Hanayagi Jusuke. Bando 
Tamasaburo will make a special appearance and dance a duet with Hanayagi Jusuke by the music of  
Debussy. Talented dancers of different styles and schools will perform together in an attempt to create 
a new world of art. 

An exhibition under the theme, "Crystallize (= giving shape, producing results)", by the artist Tokujin 
Yoshioka who continues to exert global influence through his radical expressions. Immerse yourself 
in the artist's world in this large-scale installation of his best-known works such as the crystallized 
painting, "Swan Lake", and the chair created from 7 threads, “Spider Threads", as well as other pieces 
on display for the first time in Japan. 

① 19:00-　② 5-45 Ueno-Koen, Taito-ku
③ 12,000 yen (S Class), 10,000 yen (A Class), 8,000 yen (B Class), 5,000 yen (C Class), 3,000 yen (Students)
Tokyo Philharmonic Ticket Service　☎ 03-5353-9522

① Opening hours: 10:00-18:00　② 4-1-1 Miyoshi, Koto-ku　③ 1,100 yen (Adults), 800 yen (University students, 
and ages 65 and over), 600 yen (Junior high and high school students), Free (Elementary school children and 
younger)
Museum of Contemporary Art Tokyo　☎ 03-5245-4111

東京アートミーティング（第4回）

Tokyo Art Research Lab

川俣正・東京インプログレス─隅田川からの眺め

東京都現代美術館 企画展示室3階・1階

東京文化発信プロジェクトROOM302

隅田川エリア

Exhibition Gallery 3F and 1F Room A, Museum of Contemporary Art Tokyo

Tokyo Culture Creation Project ROOM 302

Sumida River Area

現代アートと様々な分野の表現が出合うことで新たな可能性を探求する東京アートミーティン
グ。第4回となる本展は「デザイン」をテーマに、現代社会を深く読み解くため、情報や環境に
新たなアプローチを試みる国内外のデザイナー、アーティスト、建築家21組の表現を紹介。

アートプロジェクトを語る上で重要となるテキストの著者を招き、講読会を通してアートプロジ
ェクトを実施、検証するための理論や考え方の基盤を整備するプログラムです。今回はゲスト
に広島市立大学芸術学部准教授の加治屋健司を迎え、参加者と共にアートプロジェクトにまつ
わる「言葉」の編み方を考えます。

東京の水辺の定点観測拠点として、3年間かけて3つの物見台を制作した東京インプログレス。
今年度は、それらの物見台を巡るモニターツアーを実施。それぞれの観測点から東京の風景を
眺めるとともに、ツアーに同行するアーティスト・佐藤悠、音楽家集団・表現（Hyogen）による
パフォーマンスもお楽しみください。

うさぎスマッシュ展　世界に触れる方
デザイン

法

アートプロジェクトの「言葉」を編む

リバーサイドツアー

Tokyo Art Meeting IV
BUNNY SMASH design to touch the world

Tokyo Art Research Lab
Compiling "Words" for Art Projects

Tadashi Kawamata Tokyo in Progress - a view from Sumida River
Riverside Tour

Tokyo Art Meeting explores new possibilities by merging contemporary art with expressions from 
various fields. This fourth meeting introduces 21 groups of designers, artists and architects taking 
new approaches to information and environment for interpreting modern society under the theme of 
"design". 

A program for developing the founding theories and ideas for undertaking and studying art projects 
through reading sessions, inviting authors of key text materials used in discussing the projects. Kenji 
Kajiya, Associate Professor of the Faculty of Arts at the Hiroshima City University, joins the program as 
a guest to consider methods for putting together the "words" for art projects with the participants. 

In Tokyo in Progress, three viewing platforms were erected over a period of three years to serve as 
fixed-point observation bases along Tokyo's waterfront areas. This year, a tour has been planned 
of these towers. Enjoy a view of Tokyo's landscape from these observation points as well as 
performances by the artist, Yu Sato, and the musical performance band, Hyogen, who will accompany 
the tour. 

① Opening hours: 10:00-18:00　②4-1-1 Miyoshi, Koto-ku　③ 1,100 yen (Adults), 800 yen (University students, 
and ages 65 and over), 600 yen (Junior high and high school students), Free (Elementary school children and 
younger)　Museum of Contemporary Art Tokyo ☎ 03-5245-4111

① 18:30-20:30　② 3331 Arts Chiyoda 3F, 6-11-14 Soto-Kanda, Chiyoda-ku　③ Free　
④ Advance reservation accepted ⑤ First 15 applicants
Tokyo Art Research Lab Office (within AIT) ☎080-3171-9724

① 13:00-16:00 ③ Free　④ Reservation required (By 9.26 17:00)
Center for Interlocal Art Network (CIAN)　☎ 090-6149-0399



日本の伝統音楽において、“吹く”楽器はさまざま存在し、多様なシーンで活躍しています。本
公演では、笙（しょう）、篳篥（ひちりき）、龍笛（りゅうてき）、能管、尺八、篠笛といった伝統的な
吹奏楽器を、一流の実演家による演奏でご紹介します。古典と現代的な曲想を交えた構成、ソ
ロから大合奏、コンテンポラリーダンサーの森山開次や平山素子らとの競演など多彩な編成で
お届けします。長い伝統の中で磨かれてきた日本の吹奏楽器を見つめ直すと共に、“音の息吹き”
が持つ可能性をお楽しみください。

In traditional Japanese music there are a variety of wind instruments which are played in wide range 
of settings. This concert will introduce the traditional wind instruments sho, hichiriki, ryuteki, Noh flute, 
shakuhachi, and shinobue, in performances by outstanding musicians. A diverse array of formats will be 
presented--structures combining classical and modern themes, formations ranging from solos to large 
ensembles, and collaborative performances with contemporary dancers including Kaiji Moriyama and 
Motoko Hirayama. This is an opportunity to gain a new perspective on Japanese wind instruments that 
have been exquisitely refined throughout their long history, and to enjoy the myriad possibilities inherent 
in the "breath of sound."

10.5 (Sat)

①開演18時30分　
②台東区上野公園5-45　
③4,000円（一般）、2,000円（学生）
東京発・伝統ＷＡ感動実行委員会事務局　
☎03-3467-5421　www.dento-wa.jp

Pick Up

10.9 (Wed) 

①開演19時　②豊島区西池袋1 - 8 - 1　③【全
席指定】S席5 , 000円、A席4 , 000円、学生席
3 ,500円、コンサート後半券3 ,000円（当日空席
がある場合のみ、休憩時に販売）※「ブラスウィ
ーク2013」3公演S席セット券12 ,000円（限定
50枚）　プロ アルテ ムジケ　☎03-3943-6677
www.geigeki.jp/performance/concert026/

①10/10・10/11：ロビー開場18時（予定）、開演
19時／10/12：ロビー開場17時、開演18時
②豊島区西池袋1 -8 -1　③【全席指定・全日程
共通】S席7 ,000円、A席6 ,000円、B席5,000円、
C席3 ,000円、D席1 ,500円　⑤ 未就学児入場
不可　東京芸術劇場ボックスオフィス　
☎0570-010-296
www.geigeki.jp/performance/concert022/

東京芸術劇場 Presents ブラスウィーク2013

～日本・ベネズエラ外交樹立75周年記念事業～

東京芸術劇場 コンサートホール

東京芸術劇場 コンサートホール

Tokyo Metropolitan Theatre Concert Hall

Tokyo Metropolitan Theatre Concert Hall

世界最高峰のオーケストラ、ウィーンとベルリン・フィルのトップ奏者による夢の金管五重奏団。
J.S.バッハ「フーガ ト短調」、プーランク「フランス組曲」、エヴァルド「金管五重奏曲 第1番」など、
高い次元で演奏される名曲の数々をお楽しみください。

衝撃の初来日から5年、いよいよエル・システマが戻ってくる！　世界の注目を集めるベネズエ
ラの音楽による教育システム「エル・システマ」が生んだ、エル・システマ・ユース・オーケストラ・
オブ・カラカス（EYOC）が初来日。日本人アーティストとの共演コンサートの他、ワークショッ
プ、展示などを開催します。

ブラス・クインテット ウィーン=ベルリン

エル・システマ・フェスティバル 2013 in TOKYO

Tokyo Metropolitan Theatre Presents Brass Week 2013
Wien=Berlin Brass Quintet

Celebrating the 75th Anniversary of Diplomatic Ties between Japan and Venezuela
El Sistema Festival 2013 in TOKYO

This is an exceptional brass quintet made up of top players from two of the world's leading orchestras, 
the Vienna Philharmonic and Berlin Philharmonic. Experience their magnificent performances of a wide 
range of well known works, including J.S. Bach's "Fugue in G Minor," Poulenc's "French Suite," and 
Ewald's "Brass Quintet No. 1."

Five years after its remarkable first appearance in Japan, El Sistema returns! This will be the first visit to 
Japan of El Sistema Youth Orchestra of Caracas (EYOC), a product of the world-renowned Venezuelan 
music education system El Sistema. In addition to concerts with Japanese artists, the events will include 
workshops, exhibitions and more.

①19:00-　②1-8-1 Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku　③All seats reserved/5,000 yen (S Class),4,000 yen (A 
Class),3,500 yen (Students), 3,000 yen (Concert second half tickets; sold during intermission only if seats are 
available) ※"Brass Week 2013" 3-concert ticket set (S Class),12,000 yen (50 sets available)
Pro Arte Musicae　☎03-3943-6677

①10.10, 10.11: Lobby opens 18:00 (subject to change), Concert starts 19:00 /10.12: Lobby opens 17:00, 
Concert starts 18:00　②1-8-1 Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku　③All seats reserved /Same prices for all 
concerts:7,000 yen (S Class), 6,000yen (A Class), 5,000 yen (B Class), 3,000yen (C Class),1,500 yen (D Class) 
⑤Pre-school children not admitted　Tokyo Metropolitan Theatre Box Office  ☎0570-010-296

①18:30-　②5-45 Ueno-Koen, Taito-ku　③4,000 yen (Adults), 2,000 yen (Students)
Tokyo Traditional Arts Program Executive Committee Office　☎03-3467-5421
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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 
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東京発・伝統WA感動

東京文化会館 大ホール
音の息吹き

Tokyo Bunka Kaikan Main Hall

Tokyo Traditional Arts Program  
Breath of Sound

平山素子森山開次

10.8 (Tue) -

10.10 (Tue) -

12.18 (Wed)

10.12 (Sat) 

①開館時間9時30分～17時30分（金と10月31日、
11月2、3日～20時）　②台東区上野公園8-36
③1,600円（一般）、1,300円（学生）、800円（高校生）、
1,000円（65歳以上）、無料（中学生以下）
☎03-5777-8600　www.turner2013-14.jp

東京都美術館 企画展示室

Tokyo Metropolitan Museum　Exhibition Room

生涯にわたり風景画の傑作を生み続け、英国最高の画家と称されるジョゼフ・マロード・ウィリアム・
ターナーの大回顧展を開催します。ロンドンのテート美術館のコレクションから油彩画30点
以上に加え、水彩画、スケッチブックなど計約110点を紹介。10代の秀作から晩年の到達点まで、
その栄光の軌跡を辿ります。

特別展「ターナー展」

Special Exhibition - "Turner from the Tate: The Making of a Master"

Throughout his life Joseph Mallord William Turner, who is often called England's greatest painter, 
produced masterpieces of the landscape genre. This major retrospective exhibition will present 110 
works by J.M.W. Turner, including watercolor paintings and sketchbooks, in addition to over 30 oil 
paintings from the collection of the Tate in London. From the accomplished works of his youth to the 
final destination of his later years, the exhibition will trace the path of Turner's glory.

①Opening hours : 9:30 - 17:30 (9:30-20:00 on Friday,10.31,11.2,11.3) 　②8-36 Ueno-Koen, Taito-ku
③1,600 yen (Adults), 1,300 yen (Students), 800 yen (High school students), 1,000 yen (ages 65 and over), Free 
(Elementary school children and younger)
☎03-5777-8600

《ヴェネツィア、嘆きの橋》1840年発表 © Tate 2013-2014

「未来楽器図書館」 ※昨年度の展示作品　Photo:高島圭史

10.10 (Thu) -
11.1 (Fri)

①11時～12時　②台東区上野公園5-45
③全席自由500円　④東京文化会館チケット
サービス　☎03 -5685 -0650　www.t-bunka.
jp/sponsership/spo_ 131010 .html　www.
t-bunka.jp/sponsership/spo_131101.html

東京文化会館 小ホール

Tokyo Bunka Kaikan Recital Hall

東京音楽コンクールの入賞者が奏でる、朝の60分コンサート。Vol. 74では、第9回東京音楽コ
ンクール声楽部門第2位及び聴衆賞受賞のバリトン・高橋洋介を迎え、『カルメン』より「闘牛
士の歌」ほかを披露します。Vol. 75では、第10回東京音楽コンクール弦楽部門第2位のチェリ
スト・上野通明を迎え、ブラームスの「チェロ・ソナタ第1番」ほかを演奏します。

モーニングコンサート　Vol.74、Vol.75

Morning Concert, Vols. 74 and 75

These are one-hour morning concerts by prize-winners in the Tokyo Music Competition. In Vol. 74, 
baritone Yosuke Takahashi--2nd Prize and Audience Award winner in the 9th Tokyo Music Competition 
Vocal Division--will perform selections including the "Toreador Song" from Carmen. Vol. 75 is a 
concert by cellist Michiaki Ueno, 2nd Prize winner in the 10th Tokyo Music Competition String Division, 
performing works including Brahms's "Cello Sonata No. 1." 

①11:00-12:00　②5-45 Ueno-Koen, Taito-ku　③500 yen (Free seating)
④Tokyo Bunka Kaikan Ticket Service　☎03-5685-0650
www.t-bunka.jp/sponsership/spo_131010.html
www.t-bunka.jp/sponsership/spo_131101.html

左：高橋洋介　右：上野通明

10.12 (Sat) -
12.8 (Sun) 

①13時～19時（会期中の土・日・祝のみ開場）
②足立区柳原2-20-9　③無料
アートアクセスあだち 音まち千住の縁 事務局
☎03-6806-1740（13時～18時／火・木除く）
aaa-senju.com

アートアクセスあだち　音まち千住の縁

音
おと
う風

ふ や
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Otofuya

千住・柳原の一角にある、音まち千住の縁のまちなか活動拠点「音う風屋」で、誰でも気軽に楽
しめる体験型の展示を行います。展示作品は、音楽家やアーティストによって制作された「未
来の楽器」。来場者が実際に触って音を楽しむことができます。

未来楽器図書館

Art Access Adachi: Downtown Senju - Connecting through Sound Art　
Future Musical Instrument Library

Located in a corner of Yanagihara, Senju, "Otofuya" is the downtown activity base of Art Access Adachi : 
Downtown Senju-Connecting through Sound Art. Otofuya holds hands-on exhibitions for everyone to 
enjoy.  The exhibited works are "Future Musical Instruments" created by musicians and artists. Visitors 
are free to touch the instruments and enjoy their sounds. 

①13:00 - 19:00 (Only open on Saturdays, Sundays and holidays during the exhibition period) 
②2-20-9 Yanagihara, Adachi-ku　③Free 
Art Access Adachi : Downtown Senju-Connecting through Sound Art Office　
☎03-6806-1740 (13:00-18:00, except on Tuesdays and Thursdays)

10.12 (Sat) -
10.13 (Sun)

①10時30分～16時　②小金井市桜町3 - 7 - 1
都立小金井公園内　③各イベントにより異なる
江戸東京たてもの園　☎042-388-3300
tatemonoen.jp

江戸東京たてもの園

Edo-Tokyo Open-Air Architectural Museum

東京に残る伝統工芸の職人が集い、2日間にわたって伝統工芸の実演と体験を行います。普段
は目にする機会の少ない伝統工芸士の“技”を間近で見たり、職人と一緒に製作体験をすることで、
楽しみながら現在まで継承されている手仕事の世界への理解を深めることができます。

体験！発見！職人さん

Experience! Discover! The Work of the Artisan

Tokyo artisans who continue to practice traditional crafts come together to hold traditional craft 
demonstrations and workshops over a two-day period. Through close-up observation of traditional 
artisans' techniques which are rarely seen in daily life, and the experience of making things together 
with the craftsmen, visitors can deepen their understanding of the world of handcrafts handed down to 
the present day--and have fun at the same time.

①10:30 - 16:00　②Located inside Koganei Park, 3-7-1 Sakura-cho, Koganei-shi　③Depends on the events
Edo-Tokyo Open-Air Architectural Museum　☎042-388-3300

10.13 (Sun) 

①11時～17時　②毘沙門天善國寺、東京神楽
坂組合・見番、飯田橋セントラルプラザ・ラムラ 
みやこ橋、神楽坂通り、エリア路上、歴史的名所
旧跡など　③無料（東京神楽坂組合・見番での
公演のみ有料）　④東京神楽坂組合・見番での
公演のみ、要申込　チケット取扱い：カンフェテ
ィ　☎0120 -240 -540（平日10時～18時）　※
イベント全体のお問い合わせは、神楽坂まち舞
台・大江戸めぐり事務局（古典空間内）　☎03 -
5478-8265（平日10時～18時）

神楽坂 毘沙門天（善國寺）　
Bishamonten Temple (Zenkoku-ji), Kagurazaka

Photo: Masahiro Hasunuma

© Patrick Post

© Patrick Post

神楽坂エリア一帯

Kagurazaka Area

神楽坂の町全体を会場とする伝統芸能イベント。毘沙門天善國寺境内の特設ステージを中心に、
芸者衆の踊りとお座敷遊び、路上を巡る虚無僧尺八と新内流し、各種の芸能演者による街角ライブ、
スタンプラリーを開催。江戸情緒あふれる町中で、日本文化の魅力をたっぷりとお楽しみください。

神楽坂まち舞台・大江戸めぐり

Kagurazaka Street Stage – O-edo Tour ( Japanese Traditional Culture Festival)

Variety of traditional performing artists will take over the entire Kagurazaka area on this day! Centered 
around a specially built stage "Rakuza" on the grounds of Bishamonten Temple (Zenkoku-ji), events will 
include the ozashiki asobi experience – Geisha entertainment, Komuso shakuhachi  monks and "Shinnai 
nagashi" (playing Shinnai through the streets), street-corner performances by a variety of traditional 
performers, and a stamp rally “Time Warp”. Enjoy the charm of Japanese culture to the fullest in an area 
brimming over with the spirit of Edo.

①11:00-17:00　②Bishamonten  Zenkoku-ji, Tokyo Kagurazaka Association/"Kenban"  (Geisha Office), Ramla 
Miyakobashi, Kagurazaka-dori, local streets, historic and scenic sites, etc.　③Free (Admission will be charged 
only for performances at the Tokyo Kagurazaka Association/"Kenban".) 　④Required only for performances 
at the Tokyo Kagurazaka Association/"Kenban".　Confetti　☎0120-240-540 (weekdays, 10:00-18:00) ※For 
inquiries about the event as a whole, call: Kagurazaka Street Stage / O-edo Tour Office (in the Koten Kukan)　
☎03-5478-8265  (weekdays, 10:00-18:00) 

10.14 (Mon) 

10.16 (Wed) 

10.18 (Fri) 

①16時～18時（予定）　
②荒川区南千住8　③無料　⑤雨天中止
アーツカウンシル東京　☎03-6240-2293
www.artscouncil-tokyo.jp

①開講18時30分　②墨田区横網1-4-1
③聴講料1 , 000円（全席自由）　④東京文化会
館チケットサービス　☎03-5685-0650
www.t-bunka.jp/sponsership/spo_131016.html

①開演19時　②台東区上野公園5-45　③S席 
4,800円、A席 3,800円、B席 2,000円（B席売切）
④東京文化会館チケットサービス　☎03 -
5685 - 0650　www.t-bunka.jp/sponsership/
spo_131018.html

～藝大みこし汐入パレード～

Music Weeks in TOKYO 2013　
ミュージック・エデュケーション・プログラム〈コラボレーション・プログラム〉

Music Weeks in TOKYO 2013　プラチナ・シリーズ　第1回

隅田川周辺 都立汐入公園

東京都江戸東京博物館 1階ホール

東京文化会館 小ホール

Sumida River / Shioiri Park

Edo Tokyo Museum, 1st Floor Hall

Tokyo Bunka Kaikan Recital Hall

東京藝術大学の学園祭「藝祭」では、全新入生が参加して全8基の「藝大みこし」を作ります。
上野界隈の風物詩として親しまれているこの「藝大みこし」を活用し、都立汐入公園内でのみ
こしの練り歩きや、隅田川周辺での音楽パフォーマンスなどを予定してします。

音楽の楽しさを体感し、豊かな心を育てる「ミュージック・エデュケーション・プログラム」。そ
の一つとして、美しいハーモニーで客席を魅了する女性5人のアカペラグループ、「ウィッシュフル・
シンギング」によるワークショップを開催。アカペラならではの音作りのノウハウを学べます。

卓越した歌唱技術で聴衆を魅了するオランダの女性ヴォーカリスト5人によるステージをお届
けします。曲目は、スカルラッティ「私の心よ、弱ってはならぬ」、松下 耕「ルクス・エテルナ」、
日本古謡（松下 耕 編曲）「さくら」、レノン＝マッカートニー「イエスタデイ」、リチャード・レイ「瞳
のささやき」ほかをお届けします。

隅田川夕日見2013

ウィッシュフル・シンギング ワークショップ

ウィッシュフル・シンギング 
奇跡の女声アカペラ・アンサンブル

SUMIDAGAWA YUHIMI 2013

Music Weeks in TOKYO 2013　
Music Education Program <Collaboration Program>
Wishful Singing Workshop

Music Weeks in TOKYO 2013　Platinum Series No. 1
Wishful Singing - The miraculous female a cappella ensemble

At "Geisai," the campus festival of Tokyo University of the Arts (Geidai), all first-year students take part 
in creating eight "GeidaiMikoshi" (portable shrines). Making use of the GeidaiMikoshi, which are well 
known as a seasonal tradition of the Ueno area, various events will be held including a mikoshi parade in 
Shioiri Park and musical performances along the Sumida River.

The Music Education Program offers opportunities to experience the joy of music and enrich the mind 
and spirit. One of the events is a workshop by "Wishful Singing," a five-member female a cappella 
ensemble which captivates audiences with its beautiful harmonies. Participants will gain the knowhow 
to produce sound in the distinctive a cappella style.

This is a performance by a vocal ensemble of five Dutch women who enchant audiences with their 
superb singing technique. The program includes Scarlatti’s "Cormio, deh non languire,"Ko Matsushita's 
"Lux Aeterna," the Japanese traditional song "Sakura" (arranged by Ko Matsushita), Lennon/
McCartney's "Yesterday," and Richard Leigh's "Don't It Make My Brown Eyes Blue."

①16:00 - 18:00 (subject to change) 　②8 Minami-Senju, Arakawa-ku　③Free
⑤The event will be canceled if it rains.
Arts Council Tokyo　☎03-6240-2293

①18:30-　②1-4-1 Yokoami, Sumida-ku　③1,000 yen (free seating)　
④Tokyo Bunka Kaikan Ticket Service　☎03-5685-0650

①19:00-　②5-45 Ueno-Koen, Taito-ku　③4,800yen (S Class), 3,800yen (A Class), 2,000yen (B Class/sold 
out) 　④Tokyo Bunka Kaikan Ticket Service　☎03-5685-0650
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東京の文化の“今”を世界へ発信するため、TCW会期中に10名の若手・中堅の文化関係者を東京に招聘します（9月29日～10月7日）。
文化イベント等の視察や意見交換会（9月30日）を実施し、参加者に自国で東京の文化を発信してもらうほか、文化芸術を通したグローバルな
ネットワーク強化を図ります。www.bh-project.jp/search/tabid/62/pdid/221/Default.aspx

参加者　Participants

ヨゼフ・フォグル　Joseph Vogl
（ベルリン・フンボルト大学教授、プリンストン大学
客員教授 Professor, Humboldt University in
Berlin; Visiting Professor, Princeton University）

岩井克人　Katsuhito Iwai
（国際基督教大学客員教授、東京財団上席研究員、
東京大学名誉教授 Visiting Professor, International 
Christian University; Distinguished Fellow, 
Tokyo Foundation; Professor Emeritus,
University of Tokyo）

参加者　Participants

バルト・カペレ　Bart Capelle
（ドラマトゥルグ／ベルギー　Dramaturg / Belgium）

マルクス・ドロス　Marcus Dross
（キュンストラーハウス・ムーゾントゥルム・フラン
クフルト　ドラマトゥルグ／ドイツ　Dramaturg, 
Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt / Germany）

アミテシュ・グローヴァー　Amitesh Grover
（パフォーマンス作家／インターメディア・アーティ
スト、インド国立演劇大学助教授／インド　
Performance Maker, Inter-media Artist, Assistant 
Professor, National School of Drama / India）

アニヤ・ヘニス　Anya Henis
（ライター、キュレーター、アーティスト／ニュージーランド 

Writer, Curator, Artist / New Zealand）

国際招聘プログラム　International Visitors Program

In order to communicate the current cultural situation of Tokyo to the world, ten people engaged in culture, some young and some more experienced, will 
be invited to Tokyo during Tokyo Creative Weeks (September 29 - October 7). Activities will include observation of cultural events, and a meeting for the 
exchange of views (September 30). Participants will disseminate Tokyo's culture in their home countries. The program also aims to strengthen a global 
network through culture and the arts.

Pick Up

パスカル・ブリュネ　Pascal Brunet
（Relais Culture Europeディレクター 
Director, Relais Culture Europe）

フェレンシア・フタバラット　Felencia Hutabarat
（クリエイティブ・エコノミー・コンサルタント

Consultant for creative economy）

矢崎和彦　Kazuhiko Yazaki
（株式会社フェリシモ代表取締役社長 
President and CEO, Felissimo Corporation）

フェレンシア・フタバラット　Felencia Hutabarat
（クリエイティブ・エコノミー・コンサルタント、
文化の力・東京会議2013　パネリスト／イン
ドネシア　Consultant for creative economy, 
Panelist of Culture and Social Innovation - Tokyo 
Conference 2013 / Indonesia）

オアナ・イオニタ　Oana Ionita
（アートマネージャー、PostModernism Museum
ディレクター／ルーマニア　Cultural Manager, 
Director of PostModernism Museum / Romania）

ルッカーナ・クナーウィチャヤーノン　
Luckana Kunavichayanont
（バンコク芸術文化センターBACCディレクター／
タイ　Director, Bangkok Art and Culture Centre 
(BACC) / Thailand）

山出淳也　Jun'ya Yamaide
（NPO法人 BEPPU PROJECT 代表理事、アーティ
スト Executive Director, NPO "BEPPU
PROJECT"; Artist）

【議長】加藤 種男　Chair : Taneo Kato
（東京都歴史文化財団エグゼクティブ・アドバイザー 

Executive Advisor, Tokyo Metropolitan
Foundation for History and Culture）

マヨ・マーティン　Mayo Martin
（TODAY紙 デピュティ・フィーチャー・エディター
／フィリピン、シンガポール在住　
Deputy Feature Editor, TODAY magazine 
/ Philippines / Singapore）

ロレンツァ・ピニャッティ　Lorenza Pignatti
（現代美術キュレーター、批評家、ジャーナリスト／
イタリア　Contemporary ar t curator, Critic, 
Journalist / Italy）

ソニヤ・ソルド　Sonja Soldo
（POGONセンター、プログラム・コーディネーター
／クロアチア　Program Coordinator, POGON
Center  (Zagreb Center for Independent Culture 
and Youth) / Croatia）

10.20 (Sun) -
11.17 (Sun) 

大巻伸嗣「Memorial Rebirth 2012 千住本町」　
Photo: 雨宮透貴

ブルーノ＝レオナルド・ゲルバー

© Patrick Post

TERATOTERA 祭り＠西荻窪　『西荻映像祭　
- TEMPO de ART -』平成24年度展示風景

10.24 (Thu) 

10.24 (Thu) 

①開始14時30分　②台東区上野公園5-45
③500円（保険料含む・予定枚数終了）　④
東京文化会館チケットサービス　☎03 - 5685 -
0650　⑤中学生以上対象　www.t-bunka.jp/
sponsership/spo_131024_2.html

①開演13時　②台東区上野公園5-45　③無料
東京文化会館事業企画課　☎03-3828-2111
www.t-bunka.jp/sponsership/spo_131024 .
html

東京文化会館 大ホール

東京文化会館 大ホールホワイエ

Tokyo Bunka Kaikan Main Hall

Tokyo Bunka Kaikan Main Hall Lobby

普段目にすることのできない舞台裏や舞台機構、楽屋エリアなどを見学するツアーです。出演
したアーティストたちが舞台袖の柱や壁に残したサインや、飾られた記念パネルの数々など、歴
史ある東京文化会館ならではの貴重な光景に出会えます。照明操作体験などの楽しいプログラ
ムも用意しています。

東京文化会館大ホールホワイエで行われる無料コンサート。東京都交響楽団メンバーが、秋の
午後にピッタリな音楽を演奏します。時間は約40分間。昼下がりのひとときに、すてきなメロ
ディが流れる小さな演奏会をお楽しみください。

バックステージツアー

ティータイムコンサート

Backstage Tour

Teatime Concert

This tour offers a rare opportunity to observe the hall's backstage and stage mechanisms, 
dressing room areas, etc. Visitors will encounter sights unique to the historic Tokyo Bunka Kaikan, 
including signatures left by performing artists on pillars and walls of the stage wings, and numerous 
commemorative panels. Enjoyable activities, including the opportunity to try lighting operation hands-
on, are also provided.

In this free concert in the Tokyo Bunka Kaikan Main Hall Lobby, members of the Tokyo Metropolitan 
Symphony Orchestra perform music perfectly suited to an autumn afternoon. The concert is 40 minutes 
in length. Enjoy this little early-afternoon concert filled with lovely melodies.

①14:30-　②5-45 Ueno Koen, Taito-ku  ③500 yen (including insurance charge; tickets sold out)
④Tokyo Bunka Kaikan Ticket Service　☎03-5685-0650
⑤Limited to persons junior high school age and over

①13:00-　②5-45 Ueno Koen, Taito-ku　③Free 
Tokyo Bunka Kaikan Project Planning Section　☎03-3828-2111

10.20 (Sun) 

①開演14時　②台東区上野公園5 - 45　③全
席自由1 , 000円（予定枚数終了）　④東京文化
会館チケットサービス　☎03-5685-0650
www.t-bunka.jp/sponsership/spo_ 131020 .
html

Music Weeks in TOKYO 2013　まちなかコンサート

東京文化会館 小ホール

Tokyo Bunka Kaikan Recital Hall

東京文化会館音楽監督である“炎のマエストロ”コバケン（小林研一郎）がナビゲーターとなり、
クラシックの世界へいざないます。依田真宣（ヴァイオリン）、多田将太郎（トランペット）、村
上敏明（テノール）など、東京音楽コンクール入賞者を中心としたアーティストたちが、名曲の数々
を披露します。

まちなかスペシャル vol.2
～Navigator コバケンのクラシック入門～

Music Weeks in TOKYO 2013
Machinaka Special Vol. 2　Navigator Kobaken's Introduction to Classical Music

Tokyo Bunka Kaikan Music Director Kenichiro Kobayashi (Kobaken), who is known as the "fiery 
maestro," will serve as host and transport listeners into the world of classical music. Famous works will 
be performed by numerous musicians, most of whom are prize-winners in the Tokyo Music Competition. 
Performers include Masanobu Yoda (violin), Shotaro Tada (trumpet), and Toshiaki Murakami (tenor).

10.18 (Fri) 10.20 (Sun) 

10.19 (Sat) 

10.19 (Sat) 

10.19 (Sat) 

①開演19時　②豊島区西池袋1-8-1　③【全席
指定】S席5,000円、A席4,000円、B席3,000円、
C席1,000円　※「ブラスウィーク2013」3公演
S席セット券12 , 000円（限定50枚）　東京佼成
ウインドオーケストラ事務局　☎03-5341-1155
www.geigeki.jp/performance/concert026/

①開演14時　②豊島区西池袋1-8-1　③【全席
指定】S席5 ,000円、A席4 ,000円、B席3 ,000
円、C席2 , 000円、プレミアムシート6 , 000円
（特典：汐澤安彦氏サイン色紙 )、高校生割引C
席1 , 000円　※「ブラスウィーク2013」3公演
S席セット券12 , 000円（限定50枚）　テンポ
プリモ　☎03 - 5810 - 7772　www.geigeki.jp/
performance/concert026/

①16時～／19時～（各回30分程度）※各回30
分前開場　②足立区千住旭町10-31　③無料
アートアクセスあだち 音まち千住の縁 事務局
☎03-6806-1740（13時～18時／火・木除く）
aaa-senju.com

①開演14時　②台東区上野公園5 -45　③S席 
4,800円、A席 3,800円、B席 2,000円（B席売切）
④東京文化会館チケットサービス　☎03 -
5685 - 0650　www.t-bunka.jp/sponsership/
spo_131019.html

①10時～18時　②三宅島三宅村坪田3007
③無料　④申込不要
三宅島大学プロジェクト実行委員会事務局　
☎04994-5-0981　
www.miyakejima-university.jp

東京芸術劇場 Presents ブラスウィーク2013 東京芸術劇場 Presents ブラスウィーク2013

アートアクセスあだち　音まち千住の縁

Music Weeks in TOKYO 2013　プラチナ・シリーズ　第2 回

三宅島大学 開校2周年記念事業

東京芸術劇場 コンサートホール 東京芸術劇場 コンサートホール

足立区立千寿常東小学校 校庭

東京文化会館 小ホール

三宅村レクリエーションセンター（旧坪田体育館）

Tokyo Metropolitan Theatre Concert Hall Tokyo Metropolitan Theatre Concert Hall

Senju Joto Elementary School, Adachi-ku

Tokyo Bunka Kaikan Recital Hall

Miyakemura Recreation Center (former Tsubota Gymnasium)

ワーグナーの孫であるバイロイト・フェスティヴァル元総監督ヴォルフガング・ワーグナーより、
絶大な信頼を寄せられた飯守泰次郎氏を指揮者に迎える第116回定期演奏会。生誕200年の
ワーグナーイヤーを、「エルザの大聖堂への行列」などワーグナーの名曲で鮮やかに彩ります。

創立50周年を迎えた東京吹奏楽団の定期演奏会。指揮に同楽団の名誉指揮者・汐澤安彦を、
トランペット独奏にアンドレ・アンリを迎え、世界初演となるP.スパークの創立50周年記念委
嘱作品をはじめ、Ｊ.ヴァンデルローストやアルチュニアンなどの名曲をお届けします。

大巻伸嗣（現代美術家）の作品「Memorial Rebirth」は、無数のシャボン玉によって、見慣れたまち
の風景を一瞬にして光の風景へと変貌させます。3年目となる今年は、初めて夜にも開催。シャボン
玉と盆踊りを融合させた昨年の「しゃボンおどり」に、新たにまちの記憶を織り込んだ歌詞を加えます。

「ベートーヴェンさえあれば生きていける」と語る、現代を代表する世界的ピアニストのひとり、
ブルーノ＝レオナルド・ゲルバーがベートーヴェンの名曲を紡ぎます。曲目は、ピアノ・ソナタ
第15番「田園」、第3番、第14番「月光」、第23番「熱情」です。

島全体を「大学」に見立て、学びの場を提供する三宅島大学。開校2周年記念事業として、三
宅島で初めてのボルダリングのコンペティションを開催します。クライミングフォトグラファ
ーの飯山健治をプロデューサーに迎え、初心者から上級者までが熱戦を繰り広げます。

東京佼成ウインドオーケストラ 第116 回定期演奏会 東京吹奏楽団 創立50 周年 第60回定期演奏会

大巻伸嗣「Memorial Rebirth 千住 2013 常東」

ブルーノ=レオナルド・ゲルバー　ベートーヴェンへのオマージュ　

三宅島大学ボルダリングカップ 2013

Tokyo Metropolitan Theatre Presents Brass Week 2013
Tokyo Kosei Wind Orchestra - Regular Concert No. 116

Tokyo Metropolitan Theatre Presents Brass Week 2013
Tokyo Wind Symphony Orchestra 50th Anniversary - Regular Concert No. 60

Art Access Adachi: Downtown Senju-Connecting through Sound Art 
Shinji Ohmaki "Memorial Rebirth Senju 2013 Joto"

Music Weeks in TOKYO 2013  Platinum Series No. 2 
Bruno Leonardo Gelber - Homage to Beethoven

Miyakejima University 2nd Anniversary Project
Miyakejima Bouldering Cup 2013

Regular Concert No. 116 will be conducted by Taijiro Iimori, who has earned the great trust of Wolfgang 
Wagner, former director of the Bayreuth Festival and grandson of the composer. The concert will 
celebrate the 200th Wagner anniversary year in a vivid manner, with famous works such as "Elsa's 
Procession to the Cathedral."

Tokyo Wind Symphony Orchestra is celebrating the 50th anniversary of its foundation. This regularly 
scheduled concert will be conducted by the orchestra's Conductor Emeritus, Yasuhiko Shiozawa, 
with solo trumpet by Andre Henry. The program includes the world premiere of a work by P. Sparke, 
commissioned by the orchestra for its 50th anniversary, as well as famous works by composers such 
as J. Van der Roost and A. Arutiunian.

"Memorial Rebirth" is a performance art piece by contemporary artist Shinji Ohmaki that transforms 
the scenery around into the world of light with the countless soap bubbles. This year it is the first time 
the performance will take place at night. You can not only enjoy the atmosphere itself but also dance 
"Shabon Odori" (soap bubbles dance) which is a fusion of soap bubbles shabondama and Japanese 
traditional dance bon odori. The lyrics of the "Shabon Odori" is also worth hearing - it is full of town's 
memory.

"Beethoven is all I need to live," says Bruno Leonardo Gelber, one of the leading international pianists 
of our time. In this concert, he will perform some of Beethoven's most famous works: Piano Sonatas 15 
("Pastoral"), 3, 14 ("Moonlight"), and 23 ("Appassionata"). 

Seeing the entirety of Miyake Island as a "university," Miyakejima University offers spaces for learning 
around the island. To mark the second anniversary of the school's founding, a bouldering competition 
will be held on Miyake Island for the first time. With climbing photographer Kenji Iiyama as the project's 
producer, climbers of all levels from beginning to advanced will take part in this exciting contest.

①19:00-  ②1-8-1 Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku  ③All seats reserved / 5,000 yen (S Class), 4,000 yen (A Class), 
3,000 yen (B Class), 1,000 yen (C Class)  
※"Brass Week 2013" 3-concert ticket set (S Class), 12,000 yen (50 sets available)
Tokyo Kosei Wind Orchestra Executive Office　☎03-5341-1155

①14:00-　②1-8-1 Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku  ③All seats reserved / 5,000 yen (S Class), 4,000 yen (A 
Class), 3,000 yen (B Class), 1,000 yen (C Class), 6,000 yen (Premium, including a decorative paper-board 
autographed by Yasuhiko Shiozawa), 1,000 yen (C Class, high school student discount)  ※"Brass Week 2013" 
3-concert ticket set (S Class), 12,000 yen (50 sets available)　Tempo Primo　☎03-5810-7772

①16:00- / 19:00- (about 30 minutes each time)　※Opens 30 minutes before each performance 
②10-31 Senju-asahi-cho, Adachi-ku  ③Free 　Art Access Adachi : Downtown Senju-Connecting through 
Sound Art Office  ☎03-6806-1740 (13:00-18:00, except on Tuesdays and Thursdays)

①14:00-  ②5-45 Ueno Koen, Taito-ku  ③4,800 yen (S Class), 3,800 yen (A Class), 2,000 yen (B Class / sold 
out)　④Tokyo Bunka Kaikan Ticket Service　☎03-5685-0650

10.25 (Fri) 

①16時～20時　②新宿区西新宿2-8-1
③無料　④要申込
公益社団法人企業メセナ協議会　
☎03-5439-4520　tokyo-conference.jp

文化の力・東京会議2013

都庁都民ホール

Tomin Hall, Tokyo Metropolitan Government Building

東京文化の海外発信、国際ネットワークの構築を目指すための国際会議。3年目となる今回は「文
化の力で社会変革─文化から見た新しい経済像─」をテーマに、国内外の有識者による基調講演、
文化関係者・企業経営者によるパネルディスカッションを通じて、文化から見た新しい経済像
について議論します。

文化の力で社会変革　―文化から見た新しい経済像―

Culture and Social Innovation : Tokyo Conference 2013
Cultural Perspectives in Re-thinking Economics

The aim of this international conference is to disseminate Tokyo's culture overseas and build 
international networks. In this third year of the conference, the theme is "Cultural Perspectives in Re-
thinking Economics." Through keynote speeches by experts from Japan and overseas, and a panel 
discussion among people engaged in cultural fields and business managers, a new way of thinking 
about economy from cultural perspectives will be considered. 

①16:00 - 20:00 　②2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku 　③Free　④Reservation required  
Association for Corporate Support of the Arts 　☎03-5439-4520

①10:00-18:00  ②3007 Tsubota, Miyake-mura, Miyake-jima ③Free 
④Applications not necessary 
Miyakejima University Project Executive Committee Office　☎04994-5-0981

①14:00-　②5-45 Ueno Koen, Taito-ku　③1,000 yen（ free seating / sold out）
④Tokyo Bunka Kaikan Ticket Service　☎03-5685-0650

①店舗により異なる　②西荻窪エリア各参加店
舗　③店舗により異なる　⑤店舗の詳細は、下
記ウェブサイトよりご確認ください
TERATOTERA事務局　☎090-4737-4798
teratotera.jp/tempodeart/

TERATOTERA

西荻窪エリア

Nishiogikubo Area

JR中央線西荻窪駅周辺の精肉店・書店・居酒屋など様々な店舗を舞台に、審査を通過した30
歳以下のアーティストたちの作品を展示します。会期中には、専門家を招いた講評会など多数
のイベントを開催し、今後のアートシーンを担っていく若手アーティストの未来を切り開くこと
を目指します。

TERATOTERA 祭り2013 @西荻窪　TEMPO de ART 2013

TERATOTERA
TERATOTERA Festival @ Nishi-Ogikubo  TEMPO de ART 2013

Works by artists under 30 selected through a screening process will be exhibited in various settings--
butcher shop, bookstore, izakaya, etc.--in the area around Nishi-Ogikubo Station on the JR Chuo Line. 
Numerous events, including critiquing sessions by invited experts, will be held during this festival, which 
aims to open a future path for promising young artists.

①Different for each store 　②Participating shops at Nishiogikubo area 　③Different for each store 　
⑤Please check detailed store information on the websites 　TERATOTERA Office　☎090-4737-4798
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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 

11.1 (Fri) 

Music Weeks in TOKYO 2013
メイン公演

小曽根 真&
パキート・デリベラ
“Jazz meets Classic”
with 東京都交響楽団

10.26 (Sat) -27 (Sun)

（a） ①10/26：開演15時　②台東区上野公園5-45
③S席5 ,000円、A席4 ,000円、B席3 ,000円、学生
席1 , 000円　④東京文化会館チケットサービス　
☎03 -5685 -0650　www.t-bunka.jp/sponsership/
spo_131026.html

（b） ①10 /27：開演15時　②多摩市落合2-2-35　
③S席5,000円、A席3,000円、学生席1,000円　
④東京文化会館チケットサービス　
☎03 -5685 -0650　www.t-bunka.jp/sponsership/
spo_131027.html

Pick Up Pick Up

Tokyo Bunka Kaikan, Main Hall (a)
Parthenon Tama, Main Hall (b)

Music Weeks in TOKYO 2013
Main Performance
Makoto Ozone & Paquito D'Rivera 
"Jazz meets Classic"
with Tokyo Metropolitan Symphony 
Orchestra

ピアニスト・小曽根 真と、世界的ジャズ・クラリネット奏者のパキート・デリベラによるメイン公演。
前半はジョシュア・タン指揮、東京都交響楽団との共演でモーツァルト「クラリネット協奏曲」
と、ラフマニノフ「パガニーニの主題による狂詩曲」を演奏し、後半は2人によるジャズ・セッシ
ョンをお届けします。

Main performance by pianist Makoto Ozone and world-renowned jazz clarinetist Paquito D'Rivera. In 
the first half, the two will play Mozart's "Clarinet Concerto" and Rachmaninoff's "Rhapsody on a Theme 
of Paganini" alongside the Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra conducted by Joshua Kangming 
Tan. This will be followed in the second half by a jazz session by the two artists. 

(a) ①10.26: 15:00-　②5-45 Ueno-Koen, Taito-ku
③5,000 yen (S Class), 4,000 yen (A Class), 3,000 
yen (B Class), 1,000 yen (Students)　④Tokyo Bunka 
Kaikan Ticket Service 
☎ 03-5685-0650
www.t-bunka.jp/sponsership/spo_131026.html

(b) ①10.27: Performance starts at 15:00-　②2-2-
35 Ochiai, Tama-shi　③5,000 yen (S Class), 3,000 
yen (A Class), 1,000 yen (Students)　④Tokyo Bunka 
Kaikan Ticket Service ☎ 03-5685-0650

東京文化会館 大ホール (a)
パルテノン多摩 大ホール (b)

小曽根真：© Yow Kobayashi パキート・デリベラ：© Great The Kabukicho 常磐津秀三太夫・常磐津菊与志郎（国立劇場提供） 過去の演奏体験コーナー

10.26 (Sat) -
11.17 (Sun)

①開館時間10時～18時、木・金10時～20時
②目黒区三田1-13-3
恵比寿ガーデンプレイス内　
③入場無料
東京都写真美術館　
☎03-3280-0099
web.canon.jp/scsa/newcosmos/index.html

①開演18時30分　②文京区春日1-16-21
③2,000円（一般）、1,000円（学生）
東京発・伝統ＷＡ感動実行委員会事務局　
☎03-3467-5421　www.dento-wa.jp

東京都写真美術館 地下1階展示室

B1F Exhibition Gallery, Tokyo Metropolitan Museum of Photography 

キヤノンの文化支援プロジェクト「写真新世紀」は、写真表現の可能性に挑戦する新人写真家
の発掘・育成・支援を目的として1991年にスタートし、今年で第36回目を迎えます。応募作品
の中から選ばれた受賞作品を展示。写真界に新風を吹き込む次世代の写真表現をご紹介します。

写真新世紀東京展2013

New Cosmos of Photography in Tokyo 2013

"New Cosmos of Photography" was launched in 1991 by Canon as a cultural support project to 
discover, nurture, and support new photographers, who challenge the possibilities in photographic 
expression, and the 36th contest was held this year. This exhibition features works by winners of this 
contest selected from the entries and introduces the next generation of photographic expressions 
which bring a breath of fresh air to the photography world. 

① Opening hours: 10:00-18:00 (10:00-20:00 on Thursday and Friday) ＊Admission until 30 minutes before 
closing time　② Yebisu Garden Place, 1-13-3 Mita, Meguro-ku　③ Free　
Tokyo Metropolitan Museum of Photography　☎ 03-3280-0099

10.26 (Sat) -

10.29 (Tue) -

10.27 (Sun) 

12.8 (Sun) 

①10/26：開演19時、10/27：開演13時30分
②東京都大島町元町1-1-14　③無料（申込不要）
⑤10 /26は一般向け公演、10 /27は未就学児向
け公演　東京都交響楽団　☎03-3822-0727（平
日10時～18時）　www.tmso.or.jp/j/special/
premium/

プレミアムコンサート

大島町開発総合センター

Oshima-General Development Center

多摩市町村部及び島しょ部で良質なクラシック体験をお届けするプレミアムコンサート。
10 /26・27の大島公演は、弦楽四重奏と女声のアンサンブル編成です。会場には弦楽器の体
験コーナーもあり、観客参加型で楽しめます。

大島公演

Premium Concert
Oshima Concert

A premium concert to offer residents living in the rural towns and villages of Tama city and the islands of 
Tokyo a chance to enjoy quality classical music. The performances on October 26 and 27 in Oshima will 
feature an ensemble by a string quartet and a female singer. A stringed instrument experience corner 
will also be set up at the venue for audience participation. 

①10. 26: 19:00- ; 10. 27: 13:30-　② 1-1-14 Motomachi Oshima-machi, Tokyo　③ Free (No reservation required)
⑤ For the general public on 10. 26, for children of preschool age on 10. 27　Tokyo Metropolitan Symphony 
Orchestra ☎ 03-3822-0727 (Weekdays: 10:00-18:00)

© Tadashi KAWAMATA　Photo: masahiro hasunuma

「千代田之大奥 節分」　公益財団法人德川記念財団蔵
（10/29～11/17展示）

10.27 (Sun) 

①13時～16時　②江東区豊洲2-3　③無料
一般社団法人CIAN　☎090-6149-0399
tokyoinprogress.com

川俣正・東京インプログレス─隅田川からの眺め

都立春海橋公園 豊洲ドーム

Harumibashi Park, Toyosu Dome

東京インプログレスのフィナーレとなる1日限りのイベント。同プロジェクトで建設した佃テラス、
豊洲ドームの解体に先駆け、総合ディレクター川俣正による連続対談、リバーサイドツアー参
加アーティストによるパフォーマンスやワークショップなどを実施します。

クロージングイベント

Tadashi Kawamata Tokyo in Progress - a view from Sumida River
Closing Event

One-day event to bring the Tokyo in Progress project to its finale. Before dismantling the Tsukuda 
Terrace and Toyosu Dome, which were constructed under the project, a series of talk sessions will be 
held by the overall director, Tadashi Kawamata. There will also be performances and workshops by 
artists taking part in the riverside tours. 

①13:00-16:00　② 2-3 Toyosu, Koto-ku　③ Free　Center for Interlocal Art Network (CIAN) ☎ 090-6149-0399

①開館時間9時30分～17時30分 ※土～19時
30分 ※入館は閉館の30分前まで　②墨田区横
網1-4-1　③【常設展】600円（一般）、480円（学
生）、300円（中［都外］・高生・ 65歳以上）、無
料（未就学児・小・中［都内］）　東京都江戸東京
博物館　☎03-3626-9974　www.edo-tokyo-
museum.or.jp/

東京都江戸東京博物館 常設展示室5階 第2企画展示室

Second Special Exhibits Gallery, Permanent Exhibition Area 5F, Edo-Tokyo Museum

江戸城大奥は、御台所や将軍生母達の生活の場であり、将軍の世子を養育して家の存続を図る
ための場でした。德川記念財団所蔵の資料を中心に、宮家・公家・武家等、様々な身分を出自と
した御台所や将軍生母達の暮らしの実像や、華やかな江戸城大奥の運営を解き明かします。

企画展「幕末の江戸城大奥」

"Inner Palace of the Edo Castle in the Closing Days 
of the Tokugawa Shogunate" Exhibition

The inner palace of the Edo Castle was the living quarters of the wives and mother of the shogun, and a 
place for rearing and educating future heirs of the shogun to keep the lineage going. The exhibit sheds 
light on the actual lives of the shogun's wives and mothers who were from various social backgrounds 
ranging from the Imperial family and court to samurai households, and the lavish arrangements of the 
inner palace, mainly based on references preserved by the Tokugawa Memorial Foundation. 

① Opening hours: 9:30-17:30 (Open until 19:30 on Saturdays) ＊Admission until 30 minutes before closing 
time　② 1-4-1 Yokoami, Sumida-ku　③ Permanent exhibition: 600 yen (Adults), 480 yen (Students), 300 yen 
(Junior-high school children from outside Tokyo, high school students, and Seniors aged 65 and over), Free 
(Preschoolers, elementary school children and junior-high school children from Tokyo) 　Edo-Tokyo Museum ☎ 
03-3626-9974

東京発・伝統WA感動

文京シビックホール 小ホール

Bunkyo Civic Hall Sub Hall

邦楽へのいざない　
─古典文学の情景─

Tokyo Traditional Arts Program
An Introduction to Traditional 
Japanese Music - 
Scenes from Literary Classics-

邦楽の魅力に触れる公演。「古典の日」にちなみ、数あるジャンルとレパートリーの中から『源氏物語』
や『平家物語』などの古典文学にゆかりある名曲を、古典の味わいをひも解く解説とともにご堪
能いただきます。お話「古典のひびき」のナビゲーターには歌人・馬場あき子氏を、ご案内には
武蔵野音楽大学教授の薦田治子氏をお迎えします。文学作品の“ことば”と、邦楽の“音”が織
り成す響きの世界をお楽しみください。また、開演前には箏（こと）、三味線、囃子の手ほどき付
き演奏体験コーナーもあります。

A concert showcasing the charms of traditional Japanese music. As a fitting complement to the 
"Classics Day" on which it will be held, the concert will introduce musical masterpieces related to 
classical Japanese literature such as the Tale of Heike and the Tale of Genji with explanations to offer 
insight into the beauty of these classics. Tanka poet Akiko Baba and Professor Haruko Komoda of 
the Musashino Academia Musicae will also appear as guests to provide additional information on the 
"resonance" of the classics. Enjoy the harmony between the "words" of literary works and the "sounds" 
of traditional Japanese music. Before the session, participants will also get a chance to learn how to 
play Koto, Shamisen and festival music instruments. 

① 18:30-
② 1-16-21 Kasuga, Bunkyo-ku
③2,000 yen (Adults), 1,000 yen (Students)
Tokyo Traditional Arts Program Executive Committee ☎ 03-3467-5421

小曽根真：© Kiyotaka Saito

© 鍋島徳恭

11.2 (Sat) 

11.3 (Sun) 

11.2 (Sat) 

①開演15時　②台東区上野公園5 - 45　③一
般1,500円、25歳以下1,000円（全席自由）
④東京文化会館チケットサービス　☎03 -
5685 - 0650　www.t-bunka.jp/sponsership/
spo_131102.html

①開講10時30分　②台東区上野公園5-45
③聴講料1 , 000円（全席自由）　④東京文化会
館チケットサービス　☎03-5685-0650　www.
t-bunka.jp/sponsership/spo_131103.html

①未定　③有料（予定）　
「墨東まち見世」アートプラットフォーム 事務局
☎03-5630-3216（現代美術製作所内）

Music Weeks in TOKYO 2013

「墨東まち見世」アートプラットフォーム

東京文化会館 小ホール

東京文化会館 小ホール

墨東エリア（主に曳舟・京島・東向島・八広・押上エリア）

Tokyo Bunka Kaikan, Recital Hall

Tokyo Bunka Kaikan, Recital Hall

Bokuto Area (mainly the Hikifune, Kyojima, Higashi-Mukojima, Yahiro and Oshiage Areas)

音楽家を志す方々のためのワークショップ。アドリブ（インプロヴィゼーション）を通して見つ
ける自分の音楽とは？　音楽家として大切なコミュニケーション能力とは？　小曽根 真がトー
クとデモンストレーションを交えながら、ミュージシャンとして舞台に立つ上で大切なエッセン
スを伝授します。

次世代をリードし、世界に通用する音楽人材の育成を目指す公開マスタークラスを開講。国際
的に活躍する、日本を代表するチェリスト、堤 剛から直接レッスンを受けることができる貴重な
チャンスです。公開プログラムのため、一般の方でも聴講できます。

平成24年度まで継続展開した「墨東まち見世」を通して墨東エリアに育まれた、アート拠点や
ネットワーク資源の持続と定着を目指すプロジェクト。エリア内の多彩な活動をまとめたマッ
プを片手に、墨東エリアの魅力を再発見するまち歩き「まちみてさんぽ」でまちを堪能したり、「ま
ちみて交流サロン」に参加したり。これからのまちと暮らしをじっくり見つめます。

メイン公演特別企画
小曽根 真ワークショップ「自分で見つける音楽」

BOKU-to-TekuTeku　
まちみてさんぽ・まちみて交流サロン

Feature Program in Conjunction with the Main Performance 
Makoto Ozone Workshop: Finding Your Own Music

Music Weeks in TOKYO 2013  Music Education Program
Collaboration Program: Tsuyoshi Tsutsumi Master Class (Cello Course)

Bokuto Machimise Art Platform
BOKU-to-TekuTeku Machi Mite Walks and Interaction Salon

A workshop for aspiring musicians. How can improvisation help you find your own music? How 
important is the ability to communicate for a musician? Makoto Ozone will answer these and many more 
essential questions forthose hoping to take the stage through discussions and demonstrations. 

An open master class aimed at rearing talented world-class musicians who will lead the next generation. 
A valuable opportunity to learn from the internationally acclaimed Japanese cellist, Tsuyoshi Tsutsumi, 
in person.As an open program, the general public is also invited to listen in on the course. 

Project aimed at sustaining and firmly establishing art centers and network resources that have 
cropped up in the Bokuto Area through the Bokuto Machimise scheme which has been implemented 
on an ongoing basis until 2012. Join the Machi Mite Walks to rediscover the charms of the Bokuto Area 
with a map of the various activities taking place in your hand and take part in the Machi Mite Interaction 
Salon to take a good long look at the future of the town and its way of life. 

① 15:00-　② 5-45 Ueno-Koen, Taito-ku　③ 1,500yen (Adults), 1,000yen (Ages 25 and younger)　
④ Tokyo Bunka Kaikan Ticket Service ☎ 03-5685-0650

① 10:30-　② 5-45 Ueno-Koen, Taito-ku　③ 1,000 yen (free seating)　④Tokyo Bunka Kaikan Ticket Service 
☎ 03-5685-0650

① to be announced　③ Participation charge
④Tokyo Bunka Kaikan Ticket Service  ☎ 03-5685-0650 (Contemporary Art Factory)

Music Weeks in TOKYO 2013　
ミュージック・エデュケーション・プログラム〈コラボレーション・プログラム〉

堤 剛 マスタークラス（チェロコース）
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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.

No.o1

No.o3

No.o2

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）

©
S

andra Then

TOKYO TRADITIONAL ARTS PROGRAM
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─ 10月5日に行われる公演「音の息吹き」（P.008）では、

森山さんは横笛演奏家・藤舎名生さんと共演を予定されて

います。公演の中身について、率直に今どんなことをイメー

ジされていますか？

今回「音の息吹き」という、吹く楽器にフォーカスをおいた公
演ですが、僕自身は“息を吹く”ということ、それを自分のダ
ンスにつなげていきたいと考えました。これまで名生さんの
作品を色々と調べたり、聴いてきましたが、なかでも『日本の
心と笛～月山～』というCDに非常にインスピレーションを受
けました。山形県の月山という山に登って、名生さんが笛を
吹いているんですね。月山は修験道（山岳信仰の場）の聖地
なのですが、僕はそれを聴いて「すごいな……」と。名生さん
が奏でる音色は、山を吹く風だと感じたんです。
─その気づきや感動が、今回の公演にどう活かされてい

くのでしょう？

名生さんから受け取った“山感、風感”のようなものを自分の
身体から表現していくことで、何か新しいものを見つけられ
たらと思っています。具体的には僕が名生さんの吹く風（笛）
に吹かれ、いろんな姿に変化していくイメージです。名生さ
んは伝統の演奏もさることながら、作曲もされ、即興も行う、
予想を超越した表現をされる方です。だからすべてを細部ま
で決めこむのではなく、意外性のあるもの、そのとき生まれ
るものを大事にする余白を残しながら、舞台を作れればと思
っています。また、日頃、重厚なテーマを題材にし、自分を極

限まで追いこむように作品づくりをすることが多いので、と
きどきニュートラルな自分に還りたくなるんです。それは例
えば自然のなかで木を見ていいな、風に吹かれて心地いいな
と思う気持ち。今回はそういう素直な感覚を大切にしながら、
名生さんとともに舞台を作り上げていきたいです。
─名生さんとの共演を始め、これまで森山さんは日本の古

典文学や能を題材とした作品を数々公演されてきましたが、

その根底にある想いについて聞かせてください。

21歳でダンスを始めた頃から、興味の矛先は日本文化にあり
ました。もっと深く知りたいし、ダンスでも体現していきた
いという強い思いを持っていました。なので、僕自身は能楽
師や邦楽の方たちと共演させていただく度に、毎回お題をい
ただき勉強しているような感覚です。と同時に創作者として
は、ただ日本の文化を引っ張りだしかたちにするのではなく、
日本人である自分のなかに眠っているものを立ち上がらせた
いと思っています。今、僕たちの生活に、いわゆる“日本らしさ”
みたいなものはだいぶ失われています。でもその中にも残っ
ている精神や、培ってきたものに目を向けて“今”の日本文化
を表現していきたいのです。
─お話を伺っていると、森山さんは理屈ではなく本質的に、

ダンサーとして日本の文化と惹き合っている印象です。

そもそも僕は職業としてダンサーをしていることを不思議
に思っています。人前に立つこと自体、恥ずかしいというか
……。だからダンスでも体中で存在をアピールするような“こ

こに自分がいる”という表現よりも、気配だったり、魂だった
りという“いない”“見えないけれども存在している”ことの
表現に興味があるんです。そういう僕の気質が、日本の古典
文学や能という題材に合うのかもしれません。
─つまりその題材は、森山さんの気質と似ているというこ

とですか？

例えば能は主人公のほとんどがお化けです。お化けにも関
わらず、豪華で美しい装束をまとっていて、存在自体がすご
く煌びやかで。つまりそこにいないはずの人が“現れる”舞台。
その能が持つ表現感覚と僕のなかのダンスの本質が、すごく
感覚的なことですが、とてもしっくりきているんだと思います。
─能や邦楽は、伝統芸能と呼ばれます。現代のダンサー

である森山さんにとって “伝統”とはなんでしょう？ 

僕がよく思うのは、例えばあの世阿弥（室町前期の能役者）
も、最初から「伝統芸能を作ろう」という意識で能を発展さ
せたわけではなく、あくまで今を生きる者として、新しい創作
に挑み続けてきたのではないかということです。そういう視
点でみると、僕がこれまで共演させていただいた能楽師や邦
楽の方たちも、受け継いだものを守りつつ、新しいことをや
っていこうという精神の持ち主の方たちばかり。僕はそうい
う共演者との出会いによって、日本の能や邦楽を、“伝統芸能”
という枠のみで括らずに向き合うことができました。だから
僕は共演者の方たちを、とても畏れ多いですが、“現代をとも
に踊っている人”だと捉えています。伝統とはそのようにし
て残っていくものではと思います。
─最後に、ダンスは、本質的に残せない、儚さも含めてダ

ンスの魅力ですが、森山さんはどのようにお考えですか？

そこはもう腹を括って受け入れていくことが必要ですよね。
残せないことがダンスの誇りですから。そんな僕も昔は、何
かを残したいという願望が強い時期もありました。でも、今
は、僕はたくさんのチャンスをいただき恵まれていると思う
ようになりました。多くの写真家の方が僕の一瞬を捉え写真
に残してくださっていますし、映像として残すこともできます。
だから自分はダンスに生きる。今後、僕自身は進歩すること
もあれば、3歩下がってしまうこともあると思います。それを
老化と呼ぶのか、熟したと呼ぶのかわからないけれど、確実
に僕のまだ見ぬ世界が待っている。だからこそ一瞬一瞬を大
切に生きていきたいと思います。
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-- You’re scheduled to perform with yokobue (transverse f lute) 

player Meisho Tosha at the “Breath of Sound” event on October 5. 

What do you think the performance is going to be like?

The concept behind “Breath of Sound” is mostly about wind instru-

ments, but I want to incorporate that idea of “breath” into my dance, 

as well. Of all the Meisho works I’ve explored and listened to over 

the years, his “Nihon no kokoro to fue: Gassan” CD has really been 

an inspiration. To make the record, he climbed Mt. Gassan, a peak in 

Yamagata prefecture known for being a famous shugendo (Japanese 

mountain asceticism-shamanism incorporating Shinto and Buddhist 

traditions.), and played into the open air. It’s just an incredible listen-

ing experience—to me, his tone sounds like wind blowing across the 

mountain.

-- How are you going to try to bring that ambience and emotion 

out in your performance?

I want to create something new, some fresh form of bodily expression 

that lets me capture the aura of the mountain landscape and the feel 

of the wind that you can sense in Meisho’s playing. The way I envision 

it, I’m going to let the “wind” from Meisho’s flute reshape me into dif-

ferent forms. Meisho may play a traditional instrument, but he’s also a 

remarkable composer and improviser capable of conjuring up things 

that you’d never expect to hear. That’s why I don’t want to decide 

how everything is going to play out—I want the performance to have 

an unpredictable quality and the routine to have enough open space 

for those surprises to develop. Another thing is that I tend to push 

myself to my breaking point when I’m formulating routines on heavier 

themes—an area I do a lot of work in. Sometimes I want to put myself 

back in neutral. I want to just sit back and take in the nature around 

me, appreciating the beauty of the trees and the soft touch of the 

wind. That’s the kind of pure, unfettered sensation I want to evoke in 

my performance with Meisho.

-- You’ve also created many other performances based on classi-

cal Japanese literature and Noh theater. What about those fields 

inspires you?

I’ve been fixated on Japanese culture ever since I started dancing at 

the age of 21. I wanted to know as much as I could about it and was re-

ally determined to embody it in dance. Every time I have the chance to 

perform with a Noh actor or a traditional Japanese musician, I feel like I’m 

hitting the books and really learning something. But as a creator, I also 

know that I have to do more than just pull elements of Japanese cul-

ture off the shelf and put them into my work—I have to reach down and 

find the things that I, as a Japanese person, have deep inside. I feel like 

we’re losing a bit of what makes us “Japanese” every day. I want to 

distill what remains of that Japanese spirit and Japanese wisdom into 

something that represents our culture today.

-- It seems like there’s something about Japanese culture that just 

pulls you in as a dancer—something that’s too deep to explain in 

logical terms.

I find it strange that I’m a dancer in the first place, actually; I mean, I’ve 

always been self-conscious about being in front of people. I guess 

that’s why I’m interested more in making my dance express just a hint 

of what’s to be found—embracing the “absence” of being and the idea 

that the soul is there even though you can’t see it—than in pushing my 

presence to the foreground and saying “I’m here; look at me.” Maybe 

classical literature and Noh theater jibe with that part of my nature.

-- So you see a lot of that thematic content in your own personal-

ity?

Most of the main characters in Noh plays are ghosts, but they all wear 

gorgeous, flashy costumes and have a really dazzling presence on 

stage. Basically, a person who technically doesn’t exist is right “there,” 

front and center, alive in the narrative. The mode of expression in Noh 

harmonizes, I think, with my dance sensibilities.

-- People often call Noh theater and Japanese music “traditional 

arts.” How do you, as a modern dancer, see “tradition?” 

The idea that I always come back to is that Zeami (a Noh actor in the 

Muromachi period) surely didn’t start developing Noh theater to “make 

a traditional art form”—I think he was just trying to keep creating 

something new as an artist of the times. It’s the same way now: the 

Noh actors and Japanese musicians I’ve had the opportunities to work 

with over the years have all been driven to cherish the artistic lineage 

they’re coming from and, at the same time, explore the areas that their 

art can take them. Meeting those kinds of performers has allowed me 

to see Japanese Noh and traditional music from a more open perspec-

tive—not just through the lens of “traditional arts.” That’s why I think of 

my co-performers as fellow dancers in the modern age. To me, that’s 

how we go about making tradition work.

-- People say that dance is an impermanent art form, coming to 

life in a singular moment that can never be truly preserved. What 

does that mean to you?

That’s just something that you have to accept, I think. Impermanence 

is what sets dance apart. A while back, I went through a period when I 

felt like I had to make something that would last. Now, though, I’m just 

thankful for all the opportunities I have and how blessed I am. So many 

photographers have captured me dancing, and people can take video 

of me. Those things last. I feel like I live through dance—there are ups 

and downs along the way, and things are always in flux. I might take 

a step forward as an artist one day, but I could just as well take three 

steps back the next. Some might call that “getting old,” while others 

might call it the “maturation process,” but I do know that I still have 

new places to explore. That’s why I want to appreciate every single 

moment of my career from here on out.

TCW行われる9月28日（土）から10月14日（月）までの2週間を「東京
TRAD」と称し、幅広く伝統芸能を楽しんでもらうプログラムを集中的に
実施していきます。森山開次さんも出演する、東京発・伝統WA感動によ
る公演『音の息吹き』も「東京TRAD」の1プログラムです。その他の詳し
いプログラムは、TCWオフィシャルウェブサイトをご覧ください。

ダンサー・振付家。2005年ソロ作品『KATANA』にて「驚異のダンサー」(米・New 
York Times紙 )と評され、2007年ヴェネチアビエンナーレ招聘。2003年より津
村禮次郎氏とのコラボレーションを重ね、能をモチーフとした「弱法師」「OKINA」
「KURUI」「Shakkyou」など多くの作品を発表。2012年「曼荼羅の宇由」で芸術選
奨舞踊部門文部科学大臣新人賞受賞。主な出演作品に、映画『茶の味』『たまたま』、
テレビ『からだであそぼ』他多数。10月5日、東京文化会館大ホールにて行われる、
東京発・伝統WA感動の公演『音の息吹き』に出演。

森山開次

Kaiji Moriyama (Dancer/choreographer.）

Dancer/choreographer. Lauded as an “amazing dancer” in New York Times for “KA-
TANA” (2005), his solo debut, Kaiji Moriyama was eventually invited to perform at the 
Venice Biennale in 2007. Since 2003, Moriyama has collaborated with Reijiro Tsumura 
on numerous performances that play on the Noh theater motif, including “Yoroboshi,” 
“OKINA,” “KURUI,” and “Shakkyou.” In 2012, he received Best New Performer in the 
Dance Division of the Minister of Education Awards for Fine Arts. He also has many 
screen credits to his name, ranging from films such as “Cha no Aji” and “Tama Tama” 
to the “Karada de Asobo” TV program. On October 5, Moriyama will take part in the 
Tokyo Traditional Arts Program’s “Breath of Sound” performance at the Tokyo Bunka 
Kaikan Main Hall.

An intensive program for enjoying a wide range of traditional performing arts 
called “Tokyo TRAD” will take place during the Tokyo Creative Weeks (TCW) 
from September 28 (Sat) to October 14 (Mon). One of the performances sched-
uled under this program is the “Breath of Sound” by the Tokyo Traditional Arts 
Program, also featuring Kaiji Moriyama. Please visit the TCW official website for 
further information on the program. 

東京TRAD　街で伝統と出会う二週間
Tokyo TRAD  Two Weeks of Encounters with Tradition in Town

9月28日(土 )～10月14日（月）

Japan is full of cultural traditions that have defied the passage of time and remained strong over countless generations. 
Contemporary dancer Kaiji Moriyama throws himself into that milieu, 
freely exploring the exciting expanses between the old and the new. 
We sat down with him to get his thoughts on what “traditional” and “contemporary” mean.

Research Topic (2) 

 Tradition, modern times, 
and embodiment
研究テーマ② 伝統と現代と身体性と
日本には世代を超えて受け継がれてきた文化がある。その文化に、
自身の身体を投げ出して踊るのは、コンテンポラリー・ダンサーの森山開次さん。
古いものと新しいものの間を自由に行き交う森山さんにお話を伺い、
伝統、そしてコンテンポラリーとは何かを見つめました。



Where the master did his work

藍染めの服は、もともといくつかの工房にお願いして作っていたんです。当時は何度も現地に
通って、藍染めや天然染料の染めなどについて勉強を重ねていました。「知れば知るほど奥深いな」
と思っていたら、ある日、藍染めの一番のネックだった色落ちが解消される手法があることがわか
ったんです。それが、徳島で採れる“すくも”という植物を灰汁で発酵させて行う伝統的な“天

てんねん

然
藍
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灰
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”というものでした。「これはぜひお願いしたい」と思い、それができる工房を探し
ていたら、最終的にたどり着いたのが意外にも東京の青梅。それで、連絡を取って会いに行った
んです。藍染め、とても楽しいですよ。工房にはプールのような藍の釜があって、職人さんが「こ
の藍は生きがいい」っておっしゃる。発酵の状態によって、色の出方も違うようですね。私が見
てもわからないけど、その道何十年の職人さんにはわかるのでしょう。
嬉しいのは、本物のプロとお仕事ができている実感があること。例えば「こういう色にしたい」と
いう私達の要望で作ってくださったものに対して、職人さんが「ほんのちょっとグレー味が少ない
けどどうしようか？」と言いながらも、それが私の中での合格ラインを越えていることが多々ある
んです。それでも職人さんは、自分の中でOKとしなかったことがすごく気持ちいい。この域のプ
ライドを持っている人と一緒に仕事がやれると、私も作る服に自信が持てますね。
ただ、染める方も頼む方も年齢が上がってきています。京都の伝統工芸に憧れて弟子入りする若
者は多いかもしれませんが、私が東京で藍染めができることを知らなかったように、東京に工房
があることを知らない職人志望の方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。それはとても
もったいないことだから、私たちみたいに新しい仕事をやりたいという方と、東京で藍染めの職人
になりたいという方とが両方現れてこの技術を継承していってくれたらいいなと思いますね。

 トーキョー生まれ
Made in Tokyo

Indigo dyeing from Ome Laboratory of Shinji Ohmaki

青梅の藍染め 大巻伸嗣の研究室

井出恭子／Kyoko Ide

メンズブランドとしてスタートした“YAECA”が、2006
年にレディースを始めるにあたってデザイナーとして
参加。藍染めの洋服は、東京・青梅の工房で生まれて
いる。ろうけつ染めのほか、糸から染めて布を織ったり、
手彫りの木版を用いたりと、ぬくもり溢れる手作業の
藍染めウェアを考案中。www.yaeca.com

I used to have some workshop make my indigo-dyed clothes. I myself visited the workshop many times to 

learn as much as I could about indigo dyeing, natural dyes, and other things firsthand. As I kept getting more 

and more into the whole world of dyeing, I found out that there was a method that would help me get past 

my biggest problem: color fading. The solution was the traditional technique of “natural lye fermentation” 

indigo dyeing, which uses lye to ferment “sukumo” plants from Tokushima Prefecture. I knew that was what I 

needed, so I started looking for workshops. To my surprise, my search didn’t take me far away from home at 

all—I found a place in Ome, Tokyo, and called them up right away.

Indigo dyeing is a blast. At the workshop in Ome, there’s a vat of indigo that almost looks like a giant swim-

ming pool. I love the feeling of being able to work with real, experienced professionals. One day, I showed one 

of the artists a color that I was looking for and asked him if he could make it. When he came back with the 

finished product, it was exactly what I had in mind—but then he said, “It might need a little more gray. What 

do you think?” It’s like they always find a way to go far beyond what I was originally hoping for. When you see 

them looking at their work and then going back to the drawing board because it doesn’t measure up to their 

own rigorous individual standards, you really get the sense that they’re committed to their craft. It’s such a 

refreshing, invigorating thing to watch. Despite the joy and wonder of indigo dyeing, it’s an aging art—both in 

terms of the people doing the dyeing itself and the people having work done. Quite a few young people be-

come apprentices in the traditional arts in Kyoto, but Tokyo’s an entirely different environment; just as I had no 

idea there were studios that could do indigo dyeing in Tokyo, there are probably lots of aspiring artistans who 

are completely oblivious to the fact that the art does, in fact, have a presence here. I hope more people who, 

like me, are looking to explore new modes of work can come together with people who are hoping to become 

indigo dyers in Tokyo. That way, we could help carry on this proud, beautiful tradition.

今使わせていただいている研究室の周りには、縁が生い茂っているんです。
ここは、以前私が学んだ恩師の研究室。200枚以上のドローイングを、2時間
以上かけて見ていただいたことを思い出します。この場所を受け継いだことで、
学生との時間をより大切にしたいと思うようになりました。作品や材料、資料
などで足の踏み場が無いこの研究室の中で、最近気に入っているのはハンモッ

クですね。たまたま家の近くにハンモック屋があり「狭い空間にいいな」と思って買いました。ハ
ンモックの上では、パソコン仕事などをしています。ずっと何かを考えていると“罠”にはまった
ように出られなくなるようなことがよくあるのですが、いつもと違った場所でリラックスしながら
仕事をすると案外進むんですよね。また制作期間中には頭をリセットする時間が必要なので、気
分転換としてハンモックに寝転びます。そうして壁にかかった作品のある風景を見ていると、ア
イデアが浮かぶこともあるんですよ。重力から少しだけ解放されるような、この感じがすごく好き
です。こうした時間は、違った視点で作品を見つめさせてくれます。そうすることで、作品のこと
が少し見えてくるんです。余計なことを考えずに、自分の体に染み付いたものだけの状態で作品
を眺める時間はとても大切だと思っています。
この研究室には学生もやってきますが、僕は彼らに技術を“教える”ことはできません。物事を客
観的に捉えることを学生と“話し合い”ながら進めています。若い子たちは否定されることを嫌い
ますが、僕は「否定する人がいるということは、自分が存在していることの証明ではないか」と、否
定と肯定に関しての解釈を改めて彼らと話しているんです。そういった発想の転換や、教科書に
載っていないことを継承させていくことも文化であり、一番の教育だと僕は思いますね。

※大巻さんのアートパフォーマンス作品「Memorial Rebirth」は、TCWプログラムのひとつ。詳細はP009へ。

 あのひとの現場
大巻伸嗣／Shinji Ohmaki

アーティスト。作品『Opened Eyes Closed Eyes』
で「トーキョーワンダーウォール2000」に入選以
来、展示空間に非日常的な世界を作り身体的感覚
を呼び覚ます作品などを発表。東京藝術大学美術
学部彫刻科准教授。研究室は上野にある閑静な
学内の彫刻棟にある。www.shinjiohmaki.net

There’s so much green around my current office, which is actually where I studied under my master years ago. 

I remember him sitting here for more than two hours, poring over 200 of my drawings. Now that it’s my office, 

I want to take his lead and make the most of the time I have with my students here.The office is packed with 

work, materials, and supplies, but my hammock is probably my favorite thing in here right now. There’s this 

hammock store near our house, interestingly enough; when I walked in and saw this hammock, I just had to 

have it. When I’m lying in it, I’m normally working my computer or doing something else. If you’re always rack-

ing your brain during the creative process, you wind up falling into traps that are hard to free yourself from; 

taking the opportunity to relax in a new place can actually help you work more efficiently. You need to make 

time to reset your brain when you’re working on a piece, and that’s what I use my hammock for. Sometimes, I 

start looking at the work on the walls and see new inspiration. It’s like the pull of gravity eases up a little bit—

it’s a cool feeling, really. The time I spend taking it all in gives me an entirely different perspective on the work, 

one that lets me see a bit deeper into what’s going on in the piece.

Students come to the studio, too, of course. Instead of “teaching” them techniques, I try to “talk” to them 

about what they should be learning. We are working with the students while “talking” to be viewed objectively 

things. A lot of young people nowadays have a problem with negative appraisals of their work, but I try to 

emphasize that there are different ways of interpreting negative and positive opinions—after all, the fact that 

someone disagrees with you is proof that you’re there, that you exist. Culture is all about passing down the 

things you don’t find in textbooks—that’s the stuff that education is made of.

対談のなかで花緑さんは言った。「日本人とは、落語を聞かずに死ん
でいく生き物だ」と。その言葉にどきっとした。
私たちは誰が決めたのかも知らず、誰に聞いたのかも忘れて、「記号
化された物事」を、いつしか自分の考えだったかのようにすり替えて
生きていることがある。落語もまた、「日本の伝統芸能」「日本の文
化」と当たり前のように言いながら、その実、観たことがない日本人
が大半を占めるという、この矛盾。これからの時代、どれだけそこか
ら解き放たれて、個人の実感を通して東京を見つめることができるか。
『TOKYO PAPER for Culture』は、そのきっかけを作るメディアにな
れたらと、今号を制作しながら改めて思う。東京は、ひとつではない。
ひとつになれない。だからこそ考える。きっと成長できる。それをい
つも胸に携えながら。
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編集後記 東京文化発信プロジェクトとは

東京文化発信プロジェクトは、「世界的な文化創造
都市・東京」の実現に向けて、東京都と東京都歴史
文化財団が芸術文化団体やアートNPO等と協力し
て実施しているプロジェクトです。都市各地での文
化創造拠点の形成や子供・青少年への創造体験の
機会の影響により、多くの人々が新たな文化の創造
に主体的に関わる環境を整えるとともに、国際フェ
スティバルの開催等を通じて、新たな東京文化を創
造し、世界に向けて発信していきます。                   

www.bh-project.jp

Tokyo Culture Creation Project, organized by the Tokyo 

Metropolitan Government and the Tokyo Metropolitan 

Foundation for History and Culture in cooperation 

with arts organizations and NPOs, aims to establish 

Tokyo as a city of global cultural creativity. The project 

facilitates involvement of a larger number of people in 

creation of new culture, by building regional bases for 

culture creation across the city and offering opportuni-

ties for creative experiences to children and young peo-

ple. Moreover, it creates and globally disseminates new 

Tokyo culture through organizing international festivals 

and other diverse events.           www.bh-project.jp/en

公益財団法人東京都歴史文化財団 東京文化発信プロジェクト室　
〒130-0026 東京都墨田区両国3-19-5 シュタム両国5階　tel：03-5638-8800 ｜ fax：03-5638-8811
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