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 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。都内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提供により、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ます。 

  

■「「「「映像映像映像映像・・・・舞台舞台舞台舞台芸術芸術芸術芸術」」」」にににに関関関関するするするするプログラムをプログラムをプログラムをプログラムを実施実施実施実施    

 11 月後半から 2 月は、「映像・舞台芸術」に関するプログラムを豊富に展開します。今年で 4 年目となる「第 4 回 恵比

寿映像祭」は、展示、上映、 ライヴ・イヴェント、講演、トーク・セッションなどを複合的に行う「映像」と「アート」のフェステ

ィバルです。今年は、会期を 5 日間延長した 15 日間の開催となり、「映像のフィジカル」をテーマに巨匠ジョナス・メカス

の最新作のアジア初プレミア上映や、視線入力技術に着目した屋外アートプロジェクトなど映像のあり方を多様な視点

から提示していきます。 

■次世代次世代次世代次世代のののの人材育成人材育成人材育成人材育成にもにもにもにも貢献貢献貢献貢献    

 映像・舞台芸術の分野において、次世代の人材育成を目指すプログラムも予定しています。「Talent Campus Tokyo 

2011」では、映画作家やプロデューサーを目指すアジアの若者を東京に集め、講師の講義や参加者同士の交流等を

通して、一流のノウハウを吸収してもらいます。また、「青少年のための舞台芸術体験プログラム」では、将来音楽家や舞

台芸術家を目指す青少年に、質の高い舞台芸術に直接触れる機会を提供しています。 

 

 その他、様々な視点から、まちとアートについて、参加者と一緒に考えるアートプログラムなども都内各所にて展開して

います。 

 

 “世界的な文化創造都市・東京”を実現するための担い手を育成する、質の高いプログラムや参加型プログラムが豊富

なこの期間を、是非ご注目ください。

東京東京東京東京からからからから発信発信発信発信するするするする「「「「映像映像映像映像・・・・舞台芸術舞台芸術舞台芸術舞台芸術」」」」    

平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度    11111111 月後半月後半月後半月後半～～～～2222 月開催月開催月開催月開催プログラムをプログラムをプログラムをプログラムを発表発表発表発表    

～～～～未来未来未来未来のののの文化発信文化発信文化発信文化発信のののの担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成にににに貢献貢献貢献貢献～～～～    

第３回 恵比寿映像祭 展示の様子 東京文化会館 大ホール 



11 月後半～2 月の主なプログラム紹介 

 

    フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル                                            
 

■「Talent Campus Tokyo 2011Talent Campus Tokyo 2011Talent Campus Tokyo 2011Talent Campus Tokyo 2011」」」」    

～～～～次世代次世代次世代次世代をををを担担担担うううう可能性可能性可能性可能性をををを秘秘秘秘めためためためた““““才能才能才能才能（（（（タレントタレントタレントタレント））））””””をををを育成育成育成育成～～～～    
    
 「Talent Campus Tokyo 2011」は、映画分野における東京からの文化の創造・発信を強化するため、「次世代の巨匠」

になる可能性を秘めた「才能（＝talent,タレント）」を育成することを目的としたプログラムです。映画監督やプロデューサ

ーを目指すアジアの若者が東京に一堂に会し、メイン講師の講義や参加者同士の交流等により、一流のノウハウを吸収

するとともに交流の輪を広げます。平成 22 年度に実施した「Next Masters Tokyo 2010」を今年度は、ベルリン国際映画

祭と提携し、さらに充実した内容で実施いたします。 

 

 

・日程：平成 23 年 11 月 21 日（月）～26日（土） 

・会場：東京都内 有楽町朝日ホール 他 

・対象：東アジア、東南アジアの監督とプロデューサーを目指す人材 

※取材可能な時間帯が限られておりますので、事前にお問い合わせください。 

 

 

 

■東京発東京発東京発東京発・・・・伝統伝統伝統伝統 WAWAWAWA 感動感動感動感動    「「「「第第第第 12121212 回多摩川流域郷土芸能回多摩川流域郷土芸能回多摩川流域郷土芸能回多摩川流域郷土芸能フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル」」」」    

～～～～多摩川多摩川多摩川多摩川がががが結結結結ぶぶぶぶ、、、、ふるさとふるさとふるさとふるさと芸能芸能芸能芸能～～～～    

    

 豊かな自然の恵みによって人々の生活を支え続けてきた多摩川。その流域では、独自の芸能文化も同時に育まれて

きました。ふるさと意識の高揚、多摩川への愛着を高めることを目的に、多摩川流域に根づいている郷土芸能が一堂に

会する公演を行います。獅子舞や和太鼓、音頭やおはやしなど、普段なかなか触れることのできない多摩川流域芸能

がお楽しみいただけます。 

 
 
    ・日時：平成 23 年 12 月 4 日（日） 開場 12:30、開演 13：00、終演 16:30 

・会場：狛江エコルマホール（東京都狛江市元和泉 1-2-1） 

     ※小田急線「狛江駅」北口から徒歩 1 分 

・料金：入場無料 

 

 

  

■「第第第第４４４４回回回回    恵比寿映像祭恵比寿映像祭恵比寿映像祭恵比寿映像祭    映像映像映像映像のフィジカルのフィジカルのフィジカルのフィジカル」」」」    

～～～～映像領域映像領域映像領域映像領域とととと芸術領域芸術領域芸術領域芸術領域をををを横断横断横断横断するフェスティバルするフェスティバルするフェスティバルするフェスティバル～～～～    
    
 東京都写真美術館全館を使い、展示、上映、 ライヴ・イヴェント、講演、トーク・セッションなどを複合的に行う「映像」と

「アート」のフェスティバルです。平成 20 年度より、映像分野における創造活動の活性化と映像表現ジャンルを横断した

芸術性の高い作品を紹介するとともに、多様な映像表現の在り方を問う場として開催しています。今年は「映像のフィジ

カル」をテーマに、映像を通じて体感する経験や知覚といった身体との関わりから映像を捉えなおす視点を、国内外の

様々なアーティストの作品とともに、幅広く提示します。    
    
 

・日程：平成 24 年 2 月 10 日（金）～26日（日） 

・開館時間：10：00～20：00 （休館日：月曜日）※26日のみ 18：00 まで 

・会場：東京都写真美術館 及び 恵比寿ガーデンプレイス センター広場 他 

・料金：入場無料 ※定員のある上映・イベントは有料 

 

 

開催概要 

開催概要 

開催概要 

第３回 恵比寿映像祭 
ラウンジトーク 

Next Masters Tokyo 2010 
レクチャーの様子 



 

キッズ・ユースキッズ・ユースキッズ・ユースキッズ・ユース                                                             

■■■■青少年青少年青少年青少年のためののためののためののための舞台芸術体験舞台芸術体験舞台芸術体験舞台芸術体験プログラムプログラムプログラムプログラム    

～～～～舞台芸術舞台芸術舞台芸術舞台芸術をまるごとをまるごとをまるごとをまるごと楽楽楽楽しめるしめるしめるしめるプログラムプログラムプログラムプログラム～～～～    
    
東京文化会館で開催される国内外の一流オペラやバレエ、オーケストラ等の公演のゲネプロを、主催者の協力を得て、

将来音楽家や舞台芸術家をめざす青少年をはじめ、公演に関心がある青少年を対象に公開します。質の高い舞台芸

術に直接触れる機会を提供することによって、次世代を担う若者の舞台芸術に対する理解を深めることを目的としてい

ます。 

 

 

【公開ゲネプロ】 

 ＜東京バレエ団「ザ・カブキ」（日本舞台芸術振興会）＞ 

 日程：平成 23 年 12 月 16日（金） 

 ＜都響スペシャル「第九」（東京都交響楽団）＞ 

 日程：平成 23 年 12 月 24 日（土） 

 ＜東京二期会オペラ劇場「ナブッコ」（東京二期会・日本演奏連盟）＞ 

 日程：平成 23 年 2 月 16日(木) 

  

    
東京東京東京東京アートポイントアートポイントアートポイントアートポイント計画計画計画計画                                                     

    

■■■■墨東墨東墨東墨東まちまちまちまち見世見世見世見世 2011201120112011    

～～～～様様様様々々々々なアイデアでなアイデアでなアイデアでなアイデアで展開展開展開展開されるアートプロジェクトされるアートプロジェクトされるアートプロジェクトされるアートプロジェクト～～～～    

    

「墨東まち見世 2011」は、墨東エリアに息づく生活や文化の特徴を生かしたアートプロジェクトです。“気がつけば、お  

向かいさんはアーティスト”をキャッチーコピーとして、ネットワークプロジェクト、100 日プロジェクト、まち見世さんぽやまち

見世塾など、多数のプロジェクトを実施しています。11 月 23 日（水・祝）にはメイン会期を総括するネットワークパーティを

開催。12月から来年3月までかけてアーティストと地域住人が協働して活動に取り組む100日プロジェクトを展開します。 

    
 

            【墨東まち見世ネットワークパーティ】 

    ・日程：平成 23 年 11 月 23 日(水・祝) 18：00～21：00 

    ・会場：現代美術製作所 

            【100 日プロジェクト】 

    ・日程：平成 23 年 12 月～平成 24 年 3 月 

    ・会場：墨東エリア各所 

    ・アーティスト：谷山恭子  

 

 

※その他、11 月後半～2 月のプログラムについては、別紙「プログラム一覧」をご覧ください。 

 

東京文化発信東京文化発信東京文化発信東京文化発信プロジェクトとはプロジェクトとはプロジェクトとはプロジェクトとは    

 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。都内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提供により、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。 

 

   

開催概要 

〈この件の取材・掲載に関する報道関係の皆様からのお問合せ先〉 

東京文化発信プロジェクト 広報事務局 担当：村澤・宮島・坂元・村木  

〒107-0052 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 18F 

TEL：03-6675-9298  FAX：03-5572-6065  MAIL： tokyobunka@vectorinc.co.jp 

開催概要 

墨東まち見世 2010 
ネットワークパーティの様子 

東京文化会館 大ホール 



11 月後半～2 月 プログラム一覧                   【別紙】 

 

事業名 内容 開催日程 開催場所

落語・花街の芸能：大江戸寄席と花街（はなまち）のおどり 12月3日（土） イイノホール

民俗芸能: 第12回多摩川流域郷土芸能フェスティバル 12月4日（日） 狛江エコルマホール

プレミアムコンサート
目黒公演

2月24日（金） めぐろパーシモンホール

東京音楽アカデミー　マスタークラス
ザハール・ブロン（ヴァイオリンコース）

12月5日（月）～10日（土）
・アカデミー文京　レクリエーションホール
・文京シビックホール　小ホール

東京音楽アカデミー　マスタークラス
モーリス・ブルグ（オーボエコース）

1月14日（土） トッパンホール

東京音楽アカデミー　マスタークラス
アンナ・マリコヴァ（ピアノコース）

2月7日（火）
すみだトリフォニーホール
小ホール

日本映画海外発信事業 川島雄三監督作品 木下惠介監督作品 11月19日(土)～11月27日(日)
（特集上映会場）東劇
※第12回東京フィルメックス期間中に上映

Talent Campus Tokyo 2011 Talent Campus Tokyo 2011 11月21日(月)～11月26日(土) 東京都内　有楽町朝日ホールほか

東京アートミーティング（第2回） 建築、アートがつくりだす新しい環境 ― これからの“感じ”
10月29日（土）～
平成24年1月15日（日）

東京都現代美術館・東京藝術大学ほか

第4回 恵比寿映像祭 映像のフィジカル 2月10日（金）～ 2月26日（日）
東京都写真美術館　及び　恵比寿ガーデン
プレイス センター広場　ほか

公開ゲネプロ
東京バレエ団「ザ・カブキ」（日本舞台芸術振興会）

12月16日（金） 東京文化会館

公開ゲネプロ
都響スペシャル「第九」（東京都交響楽団）

12月24日（土） 東京文化会館

公開ゲネプロ
東京二期会オペラ劇場「ナブッコ」（東京二期会・日本演奏連盟）

2月16日（木） 東京文化会館

隅田川しあわせ巡り 一軒家カフェｉｋｋＡ（いっか） 11月3日 (木・祝)～11月29日 (火) 
一軒家カフェｉｋｋＡ（いっか）
1階カフェスペース

墨東まち見世ネットワークパーティ 11月23日（水・祝） 現代美術製作所

SOURCE .sight exhibition vol.７・８・９ 12月3日 (土)〜12日 (月) SOURCE .sight

100日プロジェクト 12月～平成24年3月 墨東エリア各所

アートアクセスあだち2011 音まち千住の縁 野村誠トーク＋公開ミーティング 11月23日（水・祝） 東京藝術大学 千住キャンパス

としまアートステーション構想 雑司が谷プロジェクト 4月～平成24年3月 としまアートステーション「Z」

Scramble Crossing of Art 「明日の神話」
プロジェクト

ワークショップ＆パフォーマンス 11月19日(土)
渋谷マークシティ1F
ピロティほか

公園プロジェクト 植物になった白線@代々木公園 9月～平成24年3月　 都立代々木公園 原宿門前広場

イザ！カエルキャラバン！ in 東京 イザ！カエルキャラバン！ in 東京 vol.11 11月20日（日） 上ノ原小学校

アートのためのキャリア支援プログラム２ Design, Architecture and Law 12月17日（土） アーツ千代田3331

P＋ARCHIVE 「現代アートの記録と記憶」プロジェクト 12月7日（水）～12月15日（木） アーツ千代田3331

その他 ストリート・ペインティングプロジェクト 福士朋子「見て見て☆見ないで」 8月～平成24年3月 東京芸術劇場仮囲い

音楽

美術・映像

青少年のための
舞台芸術体験プログラム
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伝統芸能 東京発・伝統ＷＡ感動

複合型

エリア型プログラム

Music Weeks in TOKYO 2011



 

 

FAX 返送先：東京文化発信プロジェクト広報事務局 

村澤・宮島・坂元・村木宛 

FAXFAXFAXFAX：：：：03030303----5572557255725572----6065606560656065    

MAIL: tokyobunka@vectorinc.co.jpMAIL: tokyobunka@vectorinc.co.jpMAIL: tokyobunka@vectorinc.co.jpMAIL: tokyobunka@vectorinc.co.jp    

 

   御社名：                                  

    媒体名：                                     

   御芳名：               

    連絡先：TEL                     FAX     

           MAIL                                                    

    掲載予定日：              

    取材ご希望日：             

取材をご希望されるイベント名：           

    お問い合わせ内容： 

      

      

      

      

     

東京文化発信東京文化発信東京文化発信東京文化発信プロプロプロプロジェクトジェクトジェクトジェクト    

11111111 月後半月後半月後半月後半～～～～2222 月月月月    イベントイベントイベントイベント内容内容内容内容にににに関関関関するするするする    取材申込書取材申込書取材申込書取材申込書 


