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追加トレーニングはこちら！

往復書簡 私の珍プレー好プレー

Rio Hirai x
Kenro Hayamizupaper.artscouncil-tokyo.jp paper.artscouncil-tokyo.jp/en

独自のコンテンツや、うごくマンガも。 Original Content and Comic that Move

前号から始まったウェブマガジン「TOKYO PAPER 

for Culture」がさらにパワーアップ！ ウェブだけの
コンテンツや、本紙に掲載されているマンガがうごき
を見せるなど、盛りだくさんの内容になりました。ぜ
ひアクセスしてみてください。

The online magazine edition of the TOKYO PAPER 
for Culture is now even better, with web-only con-
tent and moving versions of the comic carried in the 
print issue. There’s a lot to see, so please check it out.

音楽家・大友良英のディレクションのもと、みんなで作り上げる音楽の祭典。ワークショップに
参加した人たちとミュージシャンが、東京駅前の行幸通りで一緒に演奏します。会場の地面に
は、プロジェクトFUKUSHIMA! と共に全国から集めた風呂敷をつなぎ合わせた「大風呂敷アー
ト」を広げます。
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This is a music festival everybody creates together under the direction of musician Otomo Yoshi-
hide. Musicians and people who have taken part in workshops in advance perform together on 
Gyoko Street in front of Tokyo Station. Everyone also works with Project FUKUSHIMA! to create 
a giant furoshiki art installation by covering the ground with furoshiki wrapping cloths gathered 
from around the country and fastened together.

ウェブマガジンだけ Web-only Content マンガがうごく！ Comic that Move!

ENSEMBLES TOKYO

東京駅前の参加型音楽フェス

アンサンブルズ東京
A Participatory Music Festival in Front of Tokyo Station

日時／平成28（2016）年9月4日（日）15:00開場、15:30開演（予定）　会場／東京駅前丸の内側 行幸通り
URL／www.ensembles.tokyo　入場料／無料（ただし、事前ワークショップは有料）
芸術監督／大友良英　美術・装飾／プロジェクトFUKUSHIMA!

Date and Time: Sun. 4 Sep. 2016 15:00 open, 15:30 start (tentative)
Venue: Gyoko Street (on the Marunouchi side of Tokyo Station)  URL: www.artscouncil-tokyo.jp/en/events/13169
Admission: Free (advance workshops require a participation fee)  Artistic Director: Otomo Yoshihide
Art and Decoration: Project FUKUSHIMA!

自分たちで音楽をつくる。自分たちで会場
もつくる。みんなが一緒になってつくるフェ
スです。ただ見に来るもよし。ワークショッ
プに参加してステージに出るもよし。新しい
フェスを一緒につくっていければと思います。
Creating the music by ourselves, creating the venue
by ourselves — this is a festival we all create together.
It’s okay to just come and watch, it’s okay to take 
part in workshops and come up on stage, and I hope 
you’ll join us as we create a new kind of festival.

芸術監督
大友良英

Artistic Director
Otomo Yoshihide

TRAINING
START!

事前ワークショップに参加しよう！ Join an advance workshop!

フレッド・フリストクマルシューゴ
Fred FrithShugo Tokumaru

即興音楽で音楽の衝動を解放する！

This is a rare opportunity to 
jam with professional musi-
cians, and it’s a blast to play 
music in front of Tokyo Station!

Sharpen your arts and culture game by training with this introduction to programs organized by Arts Council Tokyo.

アーツカウンシル東京（＝アツカン）が主催するプログラムをご紹介。
さあ、芸術文化力を高めるトレーニングをはじめましょう。

Choose a workshop that fits 
your skill level, like “OK for 
those with no musical expe-
rience” or “Bring whatever 
instrument you like.”

「楽器経験がなくてもOK」
「自分の好きな楽器を持
参」など、スキルに合わせて
ワークショップを選べます。

プロのミュージシャンと
セッションできる貴重な機
会。東京駅の目の前で、思
い切り音を奏でるのが気
持ちいい！

Join the workshop that makes 
the giant furoshiki art installa-
tion and be involved right from 
the start in prepping the venue.

会場に敷く「大風呂敷アー
ト」を制作するワークショ
ップで、会場づくりから参
加すると一層楽しめます！ プロジェクトFUKUSHIMA!

Project FUKUSHIMA!

行幸通りがフェス会場に!?
会場やステージを彩る大風呂敷を

一緒につくろう！ アーティストも参加予定！
Turn Gyoko Street into a festival site!

Help make giant furoshiki to decorate the
venue and stage! Artists will be joining in, too!

8.27–9.3

Photo: K
iyoshi A

rai

子供は楽器、大人は非楽器で演奏
Kids perform with instruments,

adults with non-instruments.

8.28 / 9.3
Release your musical urges
with improvisational music!

9.2·3

7–9月
JULY–SEPTEMBER

平井理央×
速水健朗 大橋裕之
Round-trip Letters Hiroyuki Ohashi

My Odd Plays and Fine Plays

各ワークショップの詳細や参加方法は、公式ウェブサイトをご確認ください。
See our official website for details about each workshop and information about how to take part.

Photo:
Kiyoshi Arai

ここがポイント！ Key points!

芳垣安洋とOrquesta Nudge! Nudge! いしいしんじと原田郁子
Yasuhiro Yoshigaki & Orquesta Nudge! Nudge! Shinji Ishii & Ikuko Harada

音が出るものならなんでもOK 歌詞も曲も。みんなで作る東京駅のうた
Anything that makes sound is okay.

7.19·25 / 8.28 / 9.3 8.27 / 9.3
Lyrics and melody, a song of

Tokyo Station we all make together.

2016

Everyone’s a player!

みん
なが
プレ
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ディレクター
小川 希
Director

 Nozomu Ogawa

The Sound Fes is always a hit every year as it offers something for 
every age group from kids to grown-ups. This year the festival is 
being held beneath the elevated railway at Higashi Koganei Station 
on the JR Chuo Line. Enjoy an out-of-the-ordinary musical experi-
ence in this familiar setting.

子供から大人まで幅広い年齢層に
毎年好評をいただいている「SOUND FES.」。
今年はJR中央線東小金井駅の高架下がその舞台となります。
よく見知った風景のもと、非日常の音楽体験をお楽しみください。

RADIO

東京で「暮らす」「働く」「学ぶ」など、東京につながりをもつすべての人のための
番組。アーツカウンシル東京のプログラムや東京文化の創造について紹介します。
This program is for everyone with a connection to Tokyo, whether they live here, 
work here, or study here, introducing Arts Council Tokyo programs and exploring 
the creation of Tokyo’s culture.

東京で暮らし、文化・芸術の分野で活躍する外国人の方に東京の魅力をうかが
います。アーツカウンシル東京が展開するプログラムの情報もお届けします。
In this program people from overseas who live in Tokyo and are active in the arts 
and culture scene talk about what they like about the city. It also introduces pro-
grams organized by Arts Council Tokyo.

劇作家／演出家の野田秀樹氏が監修する「東京キャラバン」で
は、日伯両国のアーティストの文化“混流”による共同創作ワー
クショップを、アーティストの日比野克彦氏が手掛けるプロジェク
ト「TURN」では、日伯両国のアーティストが、現地の社会福祉
施設等での交流を通して生み出した作品の展示等を行います。

東京・日本の芸術文化を広くアピールするとともに、東日本大震災で被災した東北が復興
しつつある姿を世界へ発信します。東京からは、江戸文化を現代に受け継ぐ伝統芸能「江
戸鳶木遣り」、東北からは、土地を浄め鎮魂を意味する郷土芸能「いわきじゃんがら念仏
踊り」（福島県）と「鬼剣舞」（岩手県）が一堂に集結。また、日本とブラジルの友好の証と
して、日本人サンバダンサーと現地の和太鼓チームも参加します。

TOKYO Caravan, led by playwright, director Hideki Noda, devel-
oped jointly by Japanese and Brazilian artists during a culture 
“inter-mixture” workshop, while the TURN project undertaken by 
artist Katsuhiko Hibino will exhibit works by Japanese and Brazilian 
artists created through interactions at local social welfare facilities.

This event broadly promotes the arts and culture of Tokyo and Japan, while also sharing with 
the world the latest news from Tohoku as that region recovers from the Great East Japan 
Earthquake. From Tokyo comes Edo Tobi Kiyari work songs that have been passed down from 
the Edo period to the present day while from Tohoku comes the Iwaki Jyangara Nenbutsu Odori 
(Fukushima Prefecture) and Onikenbai (Iwate Prefecture) folk performances, which purify the 
earth and pacify the spirits. As a demonstration of the goodwill between Japan and Brazil, 
Japanese samba dancer and a local taiko drum team will also take part.

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の文化プログラムの先導的役割を果たすリーディン
グプロジェクト。リオデジャネイロ2016オリンピック・パラリンピック開催期間中に、現地で文化事業
を展開します。世界中の人々が注目する一大イベントで、東京と日本の文化を広く世界に伝えます。
As part of the lead-up to the Cultural Program for the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games, 
we will be holding on-site cultural activities during the period of the Rio de Janeiro 2016 Olympic and 
Paralympic Games. While the eyes of the world are focused on this major event, we will share the cul-
ture of Tokyo and Japan.

www.j-wave.co.jp/original/creativefilewww.tfm.co.jp/tfmworld

毎週土曜日11:35～ 11:45（ワイド番組「RADIO DONUTS」内）
Saturdays, 11:35–11:45 (A segment of the “RADIO DONUTS” show)ウェブにて配信中　Distribution online

ARTS COUNCIL TOKYO
CREATIVE FILE

TOKYO ART BLOOM

J-WAVE（81.3FM）

TOKYO FM WORLD

Broadcasting information about culture in Tokyo東京文化の情報を発信中

トレーニング後の、一杯 After training,
it’s time for a drink.

Twitter
@artscouncilTYO

Facebook
アーツカウンシル東京

WEB
www.artscouncil-tokyo.jp

Newsletter
www.artscouncil-tokyo.jp/ja/newsletter

夏なのでクールダウンも

いいけれど　やっぱりアツカン。
Something cool and summery might be nice, too,
but I hear hot sake calling….

リーディングプロジェクト in リオデジャネイロ

NEXT
TRAINING!

出演アーティスト Performing Artists

ラッキーオールドサン
Lucky Old Sun

Many sounds from

many instruments!
いろん

な楽
器の
音がす

る

Heading overseas!いざ、海の向
こうへ

To be continued!

まだまだ続く！
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高円寺駅～吉祥寺駅～国分寺駅エリアでアートプロジェクトを展開している「TERATOTERA」が手掛け
る、地域密着型の音楽フェスティバル。2日間にわたって、屋外で様々な音楽が奏でられます。小さな子
供から年配の方まで、みんなが楽しめるイベントです。
This community-based music festival is a project by TERATOTERA, which engages in art projects in the area 
between Koenji Station, Kichijoji Station, and Kokubunji Station. All kinds of open-air music will be played 
during this two-day event that has something for everyone, from little kids to older folks.

子供も大人も楽しめる、まちの音楽祭

TERATOTERA
SOUND FES.

Aokid AND MORE...

A Community Music Festival for Kids and Grown-ups Alike

Leading Project in Rio de Janeiro TOHOKU & TOKYO in RIO

日程／東京キャラバン：平成28（2016）年8月18日（木）～21日（日）、TURN：平成28（2016）年8月18日（木）～9月7日（水）
会場／パッソ・インペリアル（ブラジル・リオデジャネイロ）　URL／www.artscouncil-tokyo.jp

Date: Tokyo Caravan: Thu. 18 Aug.–Sun. 21 Aug. 2016; TURN: Thu. 18 Aug.–Wed. 7 Sep. 2016
Venue: Paço Imperial (Rio de Janeiro, Brazil)  URL: www.artscouncil-tokyo.jp/en

CULTURE & TOKYO in RIO

日時／平成28（2016）年8月20日（土）・21日（日）※時間は公演により異なる
会場／コミュニティステーション東小金井　URL／ teratotera.jp　入場料／無料
Date and Time: Sat. 20 Aug.–Sun. 21 Aug. 2016 (times vary by performance)  Venue: Community Station Higashi Koganei
URL: www.artscouncil-tokyo.jp/en  Admission: Free

※詳細な内容は決定次第公式ウェブサイトで発表します。
*More information will be posted on the official website.

YouTube
公式チャンネル アーツカウンシル東京

日程・会場／平成28（2016）年8月18日（木）　Rio 2016 Live Sites (Praça Mauá, Praça XV)
 平成28（2016）年8月19日（金）　Cidade das Artes (Tokyo 2020 JAPAN HOUSE)
URL／www.artscouncil-tokyo.jp　
Dates and Venues: Thu. 18 Aug. 2016 at Rio 2016 Live Sites (Praça Mauá, Praça XV)
 Fri. 19 Aug. 2016 at Cidade das Artes (Tokyo 2020 JAPAN HOUSE)
URL: www.artscouncil-tokyo.jp/en

「RADIO DONUTS」ナビゲーター
渡辺 祐

Navigator of Radio Donuts
Tasuku Watanabe


