2009 年 8 月 20 日
東京文化発信プロジェクト室
（財団法人東京都歴史文化財団）

「東京」ならではの芸術・文化と出会う
新しいプロジェクトも加わり
秋には多彩なイベントやプログラム開催

東京文化発信プロジェクトは、東京ならではの芸術文化の創造・発信と、芸術文化を通じた子供たちの
育成を目的として、東京都と東京都歴史文化財団が芸術文化団体、アートＮＰＯ等と協力して昨年度より
実施しているプロジェクトです。
演劇、音楽、伝統芸能、美術など様々な分野のイベントやフェスティバル、まちなかで市民とアーティス
トが協働するアートプログラム、まちとアートをつなぐ人材の育成事業、子供向けの体験型プログラムなど
の事業を展開しています。
今年は新たに「東京アートポイント計画」などの事業が加わり、より充実した内容になっています。今秋
には、伝統芸能を気軽に楽しめる「東京発・伝統 WA 感動」、「東京大茶会 2009」、舞台芸術の祭典「フェ
スティバル/トーキョー09 秋」など、目玉となるさまざまなイベントやプログラムが集中して開催されます。
■東京文化発信プロジェクトを全体の視点で―広報事務局の開設―
東京は、江戸時代より日本の伝統文化である浮世絵や歌舞伎などをはぐくみ、今も身近に実体験でき
る都市です。また近年では、様々なアーティストたちによる文化芸術の創造拠点になっているほか、アニメ
ーションに代表されるポップカルチャーを次々と世界へ送り出しています。
日本の顔である東京の文化に、身近に触れ、共に育て、世界へ発信するため、さまざまな事業を行な
っている「東京文化発信プロジェクト」。一緒に東京の文化を再発見・体験をしていただくため、個別の事
業のみならず、プロジェクト全体の広報を行う広報事務局を開設しました。毎回異なる視点でプロジェクト
を切り取るプレスニュースレターなども発行していきます。
■秋のみどころ／伝統芸能、お茶会、演劇、音楽
日本の伝統芸能のこと知っていますか？世界各国の文化に触れることのできる東京、意外と足元の日
本の文化、東京で行われている世界的なイベントを知らずに過ごしてしまっているところがあるかもしれま
せん。
「東京発・伝統 WA 感動」（8/28～11/21）では、邦楽、日本舞踊、民俗芸
能、落語など一流の舞台を気軽に楽しんでいただける 7 公演が行われます。
誰 で も 参 加 で き る 茶 会 と し て 昨 年 好 評 だ っ た 「 東 京 大 茶 会 2009 」
（10/10.11.17.18）は、今年は江戸東京たてもの園、浜離宮恩賜庭園の 2 ヶ
所で、各 2 日計 4 日間開催されます。
昨年度 東京大茶会野点（浜離宮恩賜庭園）

舞台芸術の祭典「フェスティバル/ト ーキョー09 秋」（10/23～
12/21）は、国内外で注目を集める約 20 演目のプログラムを上演しま
す。また、東京芸術劇場の芸術監督に就任した野田秀樹「芸術監督
セレクション」（～2010 年 3 月）も開催中です。そして、音楽や文化が
クロスオーバーする「TOKYO MUSIC CIRCLE」（9/25～10/1）は、
“国際音楽の日（10/1）”にちなみ都内各所で幅広い音楽イベントを
フェスティバル/トーキョー09 春
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繰り広げます。

■子供が体験・参加できるプログラムも充実
当プロジェクトでは、子供たちへ向けたプログラムに力を入れています。
伝統芸能の一流芸術家から直接指導を受ける「キッズ伝統芸能体験」
（8 月～2010 年 3 月）は、来春の発表会に向けて稽古をはじめました。子供
たちがプロのアーティストと一緒に主役の舞台作品を創作する「パフォーマ
ンスキッズ・トーキョー」（７月～2010 年 3 月）も、学校単位や文化施設など
でワークショップを行っています。自然の中で楽器づくりからはじめ、プロの
演奏家たちと練習をする「ミュージック＆リズムス ＴＯＫＹＯ ＫＩＤＳ」（9 月

昨年度 ミュージック＆リズムス TOKYO KIDS
コンサート（都庁前 都民広場）

～11/1）は、11/1 に都庁前・都民広場にてコンサートを行います。
■国内と世界へ伝えたい「東京文化」
当プロジェクトでは、アーティストと市民による創造的な活動とその成果の発信を通じて、東京が「文化
芸術創造都市」であることを、国内だけでなく世界に強くアピールしていきます。一流の文化イベントにも
気軽に参加でき、また、ワークショップなどの体験・創造プログラムも充実、多くの方へ参加・体験の機会
を提供し、創造活動と情報発信を展開していきます。

□ 報道関係の方々へ
「東京文化発信プロジェクト広報事務局」を開設しました。
「伝統文化」(9 月)、「グローバルアイ」（10 月）など、異なる切り口のプレスニュースレターを
毎月発行いたします。
プロジェクトについてのみならず、各事業についても情報提供をさせていただきます。
お気軽にお問合せいただきたく、よろしくお願いいたします。
＜報道関係者からの問い合わせ先＞
東京文化発信プロジェクト広報事務局
富樫／大原
電話 03-3818-2465 FAX 03-5689-0455 E-mail:tokyobunka@prinfo.co.jp
〒113-0033 東京都文京区本郷 4-24-8-11Ｆ
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■東京文化発信プロジェクト 概要
東京文化発信プロジェクトは、東京ならではの芸術文化の創造・発信と、芸術文化を通じた子供た
ちの育成を目的として、東京都と東京都歴史文化財団が芸術文化団体、アートＮＰＯ等と協力して実
施しているプロジェクトです。
演劇、音楽、伝統芸能、美術など様々な分野のイベントやフェスティバル、まちなかで市民とアーティ
ストが協働するアートプログラム、まちとアートをつなぐ人材の育成事業、子供向けの体験型プログラム
などの事業を展開しています。
東京は、世界に通用する日本の伝統文化である浮世絵や歌舞伎などをはぐくみ、今も身近に実体
験できる都市です。また近年では、様々なアーティストたちによる文化芸術の創造拠点になっているほ
か、アニメーションに代表されるポップカルチャーを次々と世界へ送り出しています。
アーティストと市民による創造的な活動とその成果の発信を通じて、東京が「文化芸術創造都市」であ
ることを、国内だけでなく世界に強くアピールしていきます。
実施運営の統括は、財団法人東京都歴史文化財団の東京文化発信プロジェクト室が行っています。
東京文化発信プロジェクトは、東京都の「10 年後の東京～東京が変わる～」（平成 18 年度策定）への
実行プログラムとして改定された「『10 年後の東京』への実行プログラム 2009」（平成 20 年度 12 月策
定）における、目標 6「都市の魅力や産業力で東京のプレゼンスを確立する」、施策 32「東京から世界
へ 新たな文化の創造・発信」の指定で、重点的に実施されています。
［平成 20 年度の主な事業実績］
演劇・ダンス
音楽

美術・映像

伝統芸能
その他
こども
（＊再掲）
［平成 21 年度の主な事業予定］
演劇・ダンス
音楽

美術・映像

伝統芸能
地域文化交流
その他
こども
（＊再掲）

・フェスティバル/トーキョー09 春 [参加者数 約 62,000 人]
・パフォーマンスキッズ・トーキョー（＊こども）
・フェルメール展 記念コンサート
・ミュージック＆リズムス TOKYO KIDS （＊こども）
・TOKYO ミュージックマラソン
・東京都交響楽団ハーモニーツアー2008→2009
・六本木アートナイト [参加者数 約 55 万人]
・カラーハンティング ブラジル
・手塚治虫アカデミー2008
・恵比寿映像祭
・キッズ伝統芸能体験 （＊こども）
・東京大茶会 [参加者数 約 11,200 人]
・「東京監督対談（野田秀樹・古田敦也）」
・文化シンポジウム
・ミュージック＆リズムス TOKYO KIDS
・キッズ伝統芸能体験
・パフォーマンスキッズ・トーキョー
・フェスティバル/トーキョー09 秋
・芸術監督セレクション [新規事業]
・パフォーマンスキッズ・トーキョー（＊こども）
・TOKYO MUSIC CIRCLE
・東京文化会館 青少年のための舞台芸術体験プログラム [新規事業]
・ミュージック＆リズムス TOKYO KIDS （＊こども）
・東京都交響楽団ハーモニーツアー
・手塚治虫アカデミー2009
・恵比寿映像祭
・ラグジュアリー：ファッションの欲望
特別展示 妹島和世により空間デザイン/コム・デ･ギャルソン [新規事業]
・現代アート発信・海外プロモート事業「井上雄彦・壁画プロジェクト」 [新規事業]
・現代アート発信・海外プロモート事業「東京都現代美術コレクション展
1980 年代以降の JAPANESE POP を中心に」（仮称） [新規事業]
・東京大茶会 2009
・東京発・伝統 WA 感動 [新規事業] （＊一部こども企画あり）
・キッズ伝統芸能体験 （＊こども）
・東京アートポイント計画
・学生とアーティストによるアート交流プログラム
・公開シンポジウム「アートと環境との対話」 [新規事業]
・東京発・伝統 WA 感動 [新規事業]
・キッズ伝統芸能体験
・ミュージック＆リズムス TOKYO KIDS
・パフォーマンスキッズ・トーキョー
・Meet the Kids [新規事業]
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■8～10月 主な事業スケジュール
フェスティバル

KIDS

その他

8/3 （月）キッズ伝統芸能体験「開講式」
国立能楽堂
8/11（火）～12（水）Meet the Kids
「キーボード・コレオグラフィー・リミックス」
作曲家・野村誠と子供たちのコラボ
in 東京芸術劇場
8/19（水） ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｷｯｽﾞ･ﾄｰｷｮｰ
発表公演 in 耕心館
「回る夏の夜の夢」～風の声・草の色～
手作り回り灯籠と音楽作り。
アーティスト：セミンコオーケストラ（音楽・演劇集団）
出演：小学校3～6年生の子供たち
8月

8/20（木）～9/20（日）
芸術監督ｾﾚｸｼｮﾝ「ｻﾞ･ﾀﾞｲﾊﾞｰ」
作・演出：野田秀樹
出演：大竹しのぶ、渡辺いっけい、北村有起哉、野田秀樹
8/21（金）～8/30（日）
芸術監督ｾﾚｸｼｮﾝ ミュージカル「天翔ける風」
演出･振付：謝 珠栄
原作：野田秀樹『贋作･罪と罰』
出演：香寿たつき、山崎銀之丞、戸井勝海、今拓哉 ほか

8/21（金）ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｷｯｽﾞﾄｰｷｮｰ
発表公演 in 吉祥寺シアター
「からから、だんだら、からだ山」
振付・構成：福留麻里（ダンサー・振付家）
音楽・出演：即興からめーる団（音楽ユニット）
出演：小学校3～6年生の子供たち
8/26（水） 青少年のための舞台芸術ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
「シエナ・ウインド・オーケストラ」ゲネプロ公開

8/28（金）～30日（日） 東京発・伝統ＷＡ感動 in 東京芸術劇場
邦楽入門コンサート「感動体験・日本の音！－声と楽器によるー」
9/5（土） 青少年のための舞台芸術ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
ミラノ・スカラ座「ドン・カルロ」 ゲネプロ公開

9/19(土） 東京発・伝統ＷＡ感動 in 国立劇場
日本舞踊「東八景四季賑」 ／ ＜特別イベント＞－親子でふれあう日本舞踊－

9月

9/22（火・祝）東京発・伝統ＷＡ感動 in 有楽町朝日ホール
落語「大江戸寄席」
9/24（木） 青少年のための舞台芸術ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
東京バレエ団「ラ・バヤデール」ゲネプロ公開
9/25（金）TOKYO MUSIC CIRCLE in ルネこだいら
9/27（日）TOKYO MUSIC CIRCLE in 都庁前広場
9/28（月）TOKYO MUSIC CIRCLE in LIQUIDROOM
9/30（水）TOKYO MUSIC CIRCLE 東京厚生年金会館
10/1（木）TOKYO MUSIC CIRCLE in 東京文化会館

9/26（土）～10/18（日）
ﾐｭｰｼﾞｯｸ&ﾘｽﾞﾑｽTOKYO KIDS
ワークショップ in 高尾の森わくわくビレッジ

10/1（木）東京発・伝統ＷＡ感動 in 東京芸術劇場
邦楽コンサート「東都の秋 月を奏でる」
10/8（木） 青少年のための舞台芸術ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
東京二期会「蝶蝶婦人」ゲネプロ公開
10/10（土）～10/11（日）
東京大茶会2009 江戸東京たてもの園
10/11（日）東京発・伝統ＷＡ感動 in 江戸東京博物館ホール
落語「道具仕立て芝居ばなし」
10/11（日）～10/24（土）
ﾐｭｰｼﾞｯｸ&ﾘｽﾞﾑｽTOKYO KIDS
ワークショップ in 田園調布せせらぎ公園
10/12(月）ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｷｯｽﾞﾄｰｷｮｰ
発表公演 in パルテノン多摩

10月

10/17（土）～10/18（日）
東京大茶会2009 浜離宮恩寵公園
フェスティバル/トーキョー09秋 オープン （12/21まで）
10/23（金）～11/3（火）ろじ式作・演出：松本雄吉（維新派）
会場：にしすがも創造舎
演劇の伝説を更新し続ける劇団・維新派、野外も使った新作で
にしすがも創造舎を占拠！
10/23（金） 青少年のための舞台芸術ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
東京都交響楽団「第686回定期演奏会」

11/1

10/31（土）、11/1（日）
ﾐｭｰｼﾞｯｸ&ﾘｽﾞﾑｽTOKYO KIDS
リハーサル＆コンサート
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