
 

平 成 ２ ６ 年 ７ 月 ２ ５ 日 

生 活 文 化 局 

公益財団法人東京都歴史文化財団 

 

1964年東京オリンピック・パラリンピック 50周年記念 

東京発・伝統WA感動 東京大茶会２０１４ 

～ 開催のお知らせと茶席の事前申込について ～ 

 
今年も、美しい庭園や由緒ある建物の中で楽しめる「東京大茶会２０１４」を開催することとなりま

したので、お知らせします。 

  なお、茶席については、希望者が多く、数に限りがございますので、事前申込とさせていただ

きます。申込方法につきましては別紙をご覧ください。 

 

開 催 概 要 

 
【開催場所・日時】 

① 江戸東京たてもの園 （東京都小金井市桜町3-7-1 都立小金井公園内）  

平成26年9月27日（土）・28日（日） 10：00～17：00 （最終受付 16：10） 

茶席 3席 （高橋是清邸、西川家別邸、川野商店）  ※1席増設 

            野点 1席 （伊達家の門前） 

      茶道はじめて体験 1席 （天明家） 

            子供のための茶道教室 1席 （万徳旅館） 

 

② 浜離宮恩賜庭園 （東京都中央区浜離宮庭園1-1） 

平成26年10月11日（土）・12日（日） 9：30～16：10 （最終受付 15：30） 

茶席 2席 （中島の御茶屋、芳梅亭） 

   野点 3席 （中の橋袂） 

イングリッシュ野点、高校生野点 各1席 （中の橋袂） 

     茶道はじめて体験 1席 （花木園） 

 

【参加料】  茶席 700 円、野点 300 円、茶道はじめて体験 300 円 

イングリッシュ野点、高校生野点 各 300 円（浜離宮恩賜庭園のみ） 

子供のための茶道教室  200 円（江戸東京たてもの園のみ） 
 ＊ 茶席は往復はがき又はホームページによる事前申込制（詳細別紙） 

 

 【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） 

東京発・伝統ＷＡ感動実行委員会 

 

     【共 催】   公益財団法人日本オリンピック委員会 

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 日本パラリンピック委員会 

公益財団法人東京都公園協会（浜離宮恩賜庭園会場のみ） 

 
※ 詳細については別紙をご覧ください。 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

生活文化局文化振興部文化事業課 電話 ０３－５３８８－３１５３ 内線 ２９－４６０ 

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 電話 ０３－５６３８－８８０５ 
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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）および東京発・伝統WA感動実

行委員会は、日本の伝統文化の魅力を国内外に発信する「東京発・伝統WA感動」の主要なプログラムの１つと

して、お茶の文化とそれを育んできた江戸・東京の文化を紹介することを目的に、様々な流派が一堂に会する大

規模な茶会『東京大茶会 2014』を開催します。 

平成 26年 9月 27日（土）と 28日（日）は「江戸東京たてもの園」（東京都小金井市）にて、10月 11日（土）と

12日（日）は「浜離宮恩賜庭園」（東京都中央区）にて、2会場で計 4日間行います。 

なお、江戸東京たてもの園は本イベント開催につき入園無料、浜離宮恩賜庭園では別途入園料が必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「東京大茶会」は、茶道に馴染みのない都民や海外の方などに、親しみをもって「お茶の文化」や「茶の湯」を

気軽に楽しんでもらおうと平成 20（2008）年から始まり、今回が 7回目の開催です。昨年度は合計で約 23,000

人、これまでに累計で約 105,000人が来場し、“東京の秋の風物詩”として親しまれています。 
 

『東京大茶会 2014』は、豊かな自然と歴史的・文化的価値の高い建物がある野外博物館と都立庭園の両会場

で、本格的な茶会を体験できる「茶席」（要事前申込）、緑豊かな屋外で、気軽に茶道の楽しさに触れることがで

きる「野点（のだて）」、二人一組でお茶を点てあう初心者向けの茶道教室「茶道はじめて体験」の共通した3つの

プログラムを用意しています。 

さらに、江戸東京たてもの園では、昨年に続き、小学生以下の子供たちが茶道に触れる機会を提供する「子供

のための茶道教室」を行うほか、浜離宮恩賜庭園では、外国人や海外からの観光客向けに、茶道のおもてなし

の精神や基本作法を英語で解説する「イングリッシュ野点」、都内高等学校茶道部の高校生がお茶を振る舞う

「高校生野点」も行います。 

参加料は「茶席」が 700円、各種の「野点」および「茶道はじめて体験」は 300円、「子供のための茶道教室」は

200円（すべてお茶とお菓子付き、税込）です。 

1964 年東京オリンピック・パラリンピック 50 周年記念 

「東京大茶会 2014」 開催 
9月 27日・28日：江戸東京たてもの園、10月 11日・12日：浜離宮恩賜庭園にて。 

「茶席」の事前申込締切は 8月 31日（消印有効、ウェブ申込みは 8月 31日 24時まで） 

 

平成 26年 7月 25日 

※写真は昨年（平成 25年）の「東京大茶会 2013」の様子。 

＜茶 席＞ 

（浜離宮恩賜庭園） 

 

＜イングリッシュ 
野点＞ 

（浜離宮恩賜庭園） 

＜野 点＞ 

（浜離宮恩賜庭園） 

＜子供のための 
   茶道教室＞ 

（江戸東京たてもの園） 



2 

 

《今回の見どころ》 

「江戸東京たてもの園」では、より多くの方々に茶会を体験していただくために、昨年まで 2席だった「茶席」を1

席増やし、今年は 3席で開催します。また、昨年から新たに始めた「子供のための茶道教室」は参加した子供だ

けでなく保護者からも好評で、今年も人気のプログラムになりそうです。会場では、獅子が舞い大黒様が福を授

ける「寿獅子舞」のおめでたいパフォーマンスも行います。 
 

「浜離宮恩賜庭園」では、威勢のよい掛け声とともに江戸名物の物売りを再現する江戸の行商パフォーマンス、

日本の代表的な伝統芸能で、江戸時代に大衆の人気を集めた曲芸を中心とする江戸太神楽（えどだいかぐら）を

披露するほか、邦楽演奏や日本舞踊など、江戸・東京の“粋な文化”を紹介するパフォーマンスとステージプログ

ラムを実施します。 

また、今年は、昭和 39（1964）年に開催された東京オリンピック・パラリンピックから 50年目にあたります。両会

場では、1964年東京大会を振り返り、パネルの展示等を行います。 
 
 
 
 

《茶席の申込方法》 

両会場で行う「茶席」の参加には事前申込が必要です。往復はがき、または公式ホームページ

（www.tokyo-grand-tea-ceremony2014.jp）のどちらかの方法でお申し込みください。１人あたり 1会場につき１

回限り。申込受付は 8月 1日（金）から開始し、締切は 8月 31日（日）当日消印およびメール受信有効です。応

募者多数の場合は抽選になります。応募者数が定員に満たない場合や当日キャンセルが出た場合は、当日会

場内で茶席券の販売を行います。 
 
 

〔申込方法詳細〕 
 

■往復はがきの場合 

往復はがきに、希望会場（①江戸東京たてもの園、②浜離宮恩賜庭園）、希望日、希望時間帯（午前または午

後）、参加人数（2 人まで）、代表者氏名（ふりがな）、郵便番号、住所、電話番号を記入の上、東京大茶会事務局

まで郵送してください。 

  ※返信用はがき（表面）にも代表者氏名、郵便番号、住所を記入してください。 
 

■ホームページの場合 

公式ホームページ上の申込フォームから送信してください。 

〈公式ホームページURL〉 http://www.tokyo-grand-tea-ceremony2014.jp 
 

【申込期間】    平成 26年 8月 1日（金）～8月 31日（日）  

               ※消印有効、ウェブ申込みは 8月 31日 24時まで 

【申込・問い合わせ先】 東京大茶会事務局 

               〒112-0004東京都文京区後楽 2-13-10  B館 

                   TEL:03-3813-1181（平日 10:00～18：00 ※7月 30日から開通） 

【抽選結果】    抽選結果は、9月 8日（月）頃までに返信用はがき、ホームページから申込の場合は 

メールで当（落）選通知書をお送りします。 

【その他】     応募にあたり知り得た個人情報は、本事業に関わる連絡および運営のみに使用します。 

 
 

《東京大茶会とは‥‥》 

東京大茶会は、豊臣秀吉が天正 15（1587）年 10月に京都・北野天満宮で催した盛大な茶会「北野大茶湯（き

たのおおちゃのゆ）」で、800 以上の茶席をつくり参拝者全員に茶を振る舞ったという故事を基に、平成 20（2008）

年から始まりました。 
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「東京大茶会 2014」 開催概要（予定） 
開催概要 

開催場所 江戸東京たてもの園 浜離宮恩賜庭園 

開催日程 平成 26年 9月 27日（土）・28日（日） 平成 26年 10月 11日（土）・12日（日） 

開催時間 10：00～17:00 （開園時間 9:30～17:30） 

※受付開始 9:30、最終受付 16:10 

※入園時間は 17：00まで 

9：30～16：10 （開園時間 9:00～17:00） 

※受付開始 9:00、最終受付 15:30 

※入園時間は 16：30まで 

所在地 東京都小金井市桜町 3-7-1 都立小金井公園内 東京都中央区浜離宮庭園 1-1 

アクセス ■JR中央線「武蔵小金井駅」北口 2番、3番 

のりばから、西武バス 5分｢小金井公園西口｣ 

下車 

・武 13／「清瀬駅南口」行き 

・武 15／「滝山団地」または「滝山営業所」行き 

・武 21／「東久留米駅西口」行き 

■西武新宿線「花小金井駅」南口から徒歩 5分 

の「南花小金井」のりばから、西武バス 5分 

｢小金井公園西口｣下車 

・武 13、武 15、武 21／「武蔵小金井駅」行き 

■都営大江戸線「汐留駅」「築地市場駅」・ 

ゆりかもめ「汐留駅」から徒歩 7分 

■JR・東京メトロ銀座線・都営浅草線｢新橋駅｣ 

から徒歩 12分 

入園料 東京大茶会 2014開催中無料 

（9月 27日・28日） 

一般 300円、65歳以上 150円、 

小学生以下および都内在住・在学中学生は無料 

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）、 

東京発・伝統 WA感動実行委員会 

共  催 公益財団法人日本オリンピック委員会 

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 日本 

パラリンピック委員会 

公益財団法人日本オリンピック委員会 

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 日本 

パラリンピック委員会 

公益財団法人東京都公園協会 

後  援 小金井市、小金井市商工会 中央区 

特別協力 東京都茶道会、 

江戸東京たてもの園 

東京都華道茶道連盟、 

東京都高等学校文化連盟茶道部門 

雨天の場合 荒天時のみ中止 

催事内容 

茶  席 

 

■場所：①高橋是清邸 

（1回につき定員 30名） 

②西川家別邸 

（1回につき定員 30名） 

③川野商店 

（1回につき定員 20名） 

■参加料：各席とも 700円 

※事前申込制 

※茶席券取扱所で当選はがき、または当選通知書と 

茶席券を当日引換え 

※参加料は当日払い 

※応募者多数の場合は抽選 

※応募者が定員に満たない場合、当日キャンセルが 

出た場合は、当日会場内で茶席券の販売を行う 

■場所：①中島の御茶屋 

（1回につき定員 35名） 

②芳梅亭 

（1回につき定員 25名） 

■参加料：各席とも 700円 

※事前申込制 

※茶席券取扱所で当選はがき、または当選通知書と 

茶席券を当日引換え 

※参加料は当日払い 

※応募者多数の場合は抽選 

※応募者が定員に満たない場合、当日キャンセルが 

出た場合は、当日会場内で茶席券の販売を行う 

野  点 

 

■場所：伊達家の門前（1回につき定員 50名） 

■参加料：300円    

※野点券は当日販売 

■場所：中の橋袂 3席（1回につき定員各 30名） 

■参加料：300円    

※野点券は当日販売 

茶道はじめて 

体験 

■場所：天明家（1回につき定員 20組 40名） 

■参加料：1人 300 円  

※茶席券は当日販売  ※1人でも参加可能 

■場所：花木園（1回につき定員 20組 40名） 

■参加料：1人 300円 

※茶席券は当日販売  ※1人でも参加可能 

子供のため

の茶道教室 

■場所：万徳旅館（1回につき定員 20名） 

■対象：小学生以下 

■参加料：1人 200円 ※茶席券は当日販売 
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江戸東京たてもの園 

《パフォーマンス》 

・寿獅子舞 

太鼓、笛、鉦（かね）の伴奏にあわせ、獅子が舞ってお祓いお清めした後に、福徳の神・大黒様が打出の小槌を 

振って福を授けるといった、縁起が良くおめでたい伝統芸能を披露します。 

《出 店》 

・小金井市商工会 
 
 

浜離宮恩賜庭園 

《パフォーマンス》 

・江戸の行商 

   江戸名物の物売りを掛け声とともに再現します。 

・江戸太神楽 

   傘の上で毬を廻す曲芸や、茶碗に入った水が頭上約 30cmで、噴水のようにきらきらと舞う曲芸などを中心に、 

約 400年の歴史を持つと伝えられる江戸太神楽を披露します。 

《ステージイベント》 

・日本舞踊、邦楽の演奏 

・相撲甚句 

   江戸時代から唄われ、現在でも相撲教習所の教養科目に取り入れられている甚句（唄）を、呼出しの方に披露し 

ていただきます。「どすこい、ほい、あ～どすこい、どすこい」の特徴的な合いの手が響きわたります。 

・き乃はち 尺八ライブ 

   “現代の虚無僧”と呼ばれる尺八演奏家・き乃はちによるエネルギッシュなライブステージ 

《出 店》 

・飴細工 

   芸術作品として外国でも高い評価を集めている飴細工の展示、販売を行います。 

・江戸切子展示販売 

   江戸切子などの江戸のガラス工芸品の展示、販売を行います。 

・茶菓子、抹茶等 

   東京大茶会 2014の茶席で提供している茶菓子や抹茶、茶道に関係する道具等の販売を行います。 
 
 
※備考：すべての催し物は、状況によって内容を変更・中止する可能性があります。予めご了承ください。 
 

《江戸東京たてもの園の概要》 

江戸東京たてもの園は、江戸時代から昭和初期までの文化的価値の高い歴史的建造物 30棟を移築し、復

元・保存・展示する野外博物館です。「茶席」を行う「高橋是清邸」は明治から昭和のはじめにかけて日本の政治

を担った高橋是清（日本銀行総裁、大蔵大臣、第 20代内閣総理大臣などを歴任）の住まいの主屋部分です。 
 
 
 

《浜離宮恩賜庭園の概要》 

浜離宮恩賜庭園は、都内で唯一の潮入の池と 2つの鴨場をもつ江戸時代の代表的な大名庭園。園内は四季

折々の花々が咲き、大規模再開発が続く汐留の高層ビルが間近に見える“都会のオアシス”として親しまれていま

す。また、文化財保護法により、芸術または観賞上価値が高く、歴史上または学術上価値の高い日本庭園として、

特別名勝および特別史跡に指定されています。 
 
 

 （江戸東京たてもの園） （浜離宮恩賜庭園） 

イングリッシュ 

野点 

 ■場所：中の橋袂（1回につき定員 30名） 

■参加料：300円   

※野点券は当日販売  ※英語の解説つき 

高校生野点 

 

 

 

■場所：中の橋袂（1回につき定員 30名） 

■参加料：300円    

※野点券は当日販売 

その他のイベント 
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■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事業です。多くの人々が文化に主体的に関わる環

境を整えるとともに、フェスティバルをはじめ多彩なプログラムを通じて、新たな東京文化を創造し世界に発信して

いきます。 

公式ホームページ  http://www.bh-project.jp/ 
 
 
＜東京クリエイティブ・ウィークス 2014 参加事業＞ 
 
東京クリエイティブ・ウィークスとは 

文化のハイシーズンである秋の 7週間、伝統文化から現代アートまで、 

美術館や博物館、劇場・ホールはもちろん、街なかの小さなスペースや 

商店街、はては魚市場（！）まで、バラエティ豊かな催しが集合。東京の 

フェスティバルシーズンを盛り上げてゆきます。 

期間：9月 27日（土）～11月 16日（日） 

会場：東京都内各所 
 
 
 
 
 

■東京発・伝統 WA感動とは 

東京発・伝統WA感動は、東京文化発信プロジェクトの一環として、茶道、能楽、邦楽、日本舞踊、寄席芸、民

族芸能など、日本の伝統芸能・文化を国内外へ広く発信するとともに、「和の心」を次世代に継承していくことを目

的として開催しています。今年度も「東京大茶会 2014」をはじめ、「伝統芸能公演」と「キッズ伝統芸能体験」を展

開しています。 

公式ホームページ  http://www.dento-wa.jp/ 
 
 
 
 
 

この件に関するお問い合わせ先 
《一般からのお問い合わせ》 

東京大茶会事務局     TEL:03-3813-1181（平日 10:00～18：00 ※7月 30日から開通） 

所在地：〒112-0004 東京都文京区後楽 2丁目 13番 10号 B館 
 
東京大茶会 2014公式ホームページ 

http://www.tokyo-grand-tea-ceremony2014.jp 
 
 
 

《報道関係からのお問い合わせ》 

■東京大茶会 2014について   東京大茶会広報事務局 担当：本間（携帯：070-1259-3913） 

TEL：03-5577-3280（SDI株式会社内） 

FAX：03-5577-3281 

E-mail：tgtc2014@sdigrp.com 
 

■東京文化発信プロジェクトについて 

東京文化発信プロジェクト室 広報 担当：森（隆）、浅野 

TEL：03-5638-8805 
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