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東京都と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）では、東京文化の魅力をより多くの人に楽しんでもらう機会として、

「東京クリエイティブ・ウィークス（以下、ＴＣＷ）」を実施します。 

9 月 27 日(土) から 11 月 16 日(日)までの 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・ホールはもちろんのこと、街なかの小

さなコミュニティスペースや魚市場まで、バラエティ豊かなプログラムを

都内の至る所で開催します。 
 

■ＴＣＷ期間中に開催される多彩な芸術文化プログラム 
 ＴＣＷ期間中 50以上のプログラムが開催されます。その中からいくつかをご紹介します。 

 各プログラムの詳細や最新情報は、ウェブサイト［http:// www.bh-project.jp］にてご確認ください。 
 ※やむを得ない事情により内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

 

○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」 

茶道に馴染みのない方や海外の方々に、「お茶の文化」や「茶の湯」を気

軽に楽しんでいただく大規模な茶会。美しい庭園や由緒ある建物の中で本格

的な茶席や野点のほか、初心者向けの茶道教室「茶道はじめて体験」や「子

供のための茶道教室」（江戸東京たてもの園）、外国人向けの「イングリッシ

ュ野点」（浜離宮恩賜庭園）、高校生がお茶を振る舞う「高校生野点」（浜離

宮恩賜庭園）などを実施します。 

【日時／会場】9月 27日（土）・28日（日）／江戸東京たてもの園 10：00～17：00（最終受付 16：10）  

10月 11日（土）・12日（日）／浜離宮恩賜庭園 9：30～16：10（最終受付 15：30） 

 

 

○東京アートミーティング（第 5回） 

「新たな系譜学をもとめて－跳躍／痕跡／身体」 
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 5回目となる本展では、総合アドバイザーに野村

萬斎をむかえ、国内外のアーティスト 19組の多様な表現を通して、様々な

時代から現代にわたる多様な身体表現の系譜をたどり、現在の表現を、新た

な視点で見直します。 

【会期】9 月 27日（土）～平成 27年 1月 4日（日）  

【会場】東京都現代美術館 

 

 

○東京発・伝統ＷＡ感動 

「日本の笑い―古典と現代」 
「狂言は、コントの祖先です」。600年以上にわたり継承されてきた狂言の

「笑い」に焦点をあて、和泉流の狂言師・野村万蔵とコメディアン・ウッチ

ャンナンチャンの南原清隆が、古典と現代の笑いの相違点をお話と実演でご

紹介します。2人が 8年前から取り組む「現代狂言」のメンバーも登場し、

普段は伝統芸能に馴染みのない方やお子様からご年配の方までどなたでも

楽しめる公演です。 

【日時】10 月 7日（火）19：00開演 【会場】国立能楽堂 

「東京クリエイティブ・ウィークス」 
9 月 27 日(土) ～ 11 月 16 日(日) 

伝統芸能、音楽、現代アート、パフォーマンスなど、 

各ジャンルから５０以上もの多彩なプログラムを楽しめる７週間 

南原清隆   野村万蔵 

東京大茶会 2013 浜離宮恩賜庭園 イングリッシュ野点 

ダムタイプ「Voyage」2002 年 Photo: Kazuo Fukunaga 

[参考図版] 
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○芸劇セレクション 

東京芸術劇場×明洞芸術劇場 国際共同制作 「半神」 
少女漫画界の大御所・萩尾望都の短編漫画をもとに、萩尾氏と野田秀樹が共同で戯曲

化し、高い評価と人気を得た「劇団夢の遊眠社」時代の代表作「半神」。この秋、15年

ぶりに東京芸術劇場・明洞芸術劇場（韓国・ソウル）で、国際交流基金の共催のもと、

上演されます。 

 出演者はすべてオーディションで選ばれた韓国人俳優、日本からは野田作品に欠かせ

ないプランナー達が参加します。演出は野田秀樹自身が手がけ、日韓の共同作業により、

「半神」の新たなバージョンが誕生します。 

【期間】10 月 24日（金）～10 月 31日（金） 【会場】東京芸術劇場 プレイハウス 

 

 

○Music Weeks in TOKYO 2014 メイン公演 

「小曽根 真＆アルトゥーロ・サンドヴァル "Jazz meets Classic" with  

東京都交響楽団」 
国際派ピアニスト・小曽根 真と、10 回のグラミー賞に輝いたジャズ・ト

ランペット奏者のアルトゥーロ・サンドヴァルの待望の共演。音楽の喜びに

満ちた"Jazz meets Classic"の 2 年目となる本企画では、ジョシュア・タン指

揮、東京都交響楽団とともにショスタコーヴィチ「ピアノ協奏曲第 1 番」ほ

かを演奏。2 人によるジャズセッションも披露します。 

【日時／会場】10月 24日（金）19：00開演／東京芸術劇場 コンサートホール 

10月 25日（土）19：00開演／オリンパスホール八王子 

 

 

○東京スープとブランケット紀行 

「対談紀行 2014年秋篇」 
演出家・劇作家の羊屋白玉を中心に生活圏に起こるものごとの「おわり」と「はじま

り」を追求するアートプロジェクト「東京スープとブランケット紀行」。本企画では、

羊屋白玉と小林エリカ（作家・漫画家）がＷホストを務め、トークを開催。日本で一番

人口の少ない村である青ヶ島村を訪れた２人がゲストの菊地栄春氏、北川フラム氏、新

川貴詩氏らとともに様々な視点から東京を語ります。 

【日時】10 月 8日（水）19：30開演  

【会場】3331 Arts Chiyoda 1F コミュニティスペース 

  

 

○アートアクセスあだち 音まち千住の縁 

「野村誠 千住だじゃれ音楽祭『千住の 1010 人』」 
作曲家・野村誠をディレクターに、2011年より様々なコンサートやワークシ

ョップを通して、だじゃれと音楽の関係を追求し続けてきた「千住だじゃれ

音楽祭」。今年は発足当初からの夢であった 1010人の音楽祭を千住の魚市場、

足立市場で開催します。タイやインドネシアの作曲家を招聘し、各国の伝統

楽器や創作楽器を用いて、様々な演目を演奏します。楽器演奏未経験者から

玄人まで、演奏者も広く募集しています。 

【日時】10 月 12日（日）15：00開演 【会場】東京都中央卸売市場足立市場 

 

 

○AKITEN 

「AKITEN 2014」 
八王子市内の空きテナントなど街の空きスペースをアートギャラリーと

して活用することによって、商店街や地域の価値、独自性を高めることを目

的としたプロジェクトです。絵画、彫刻、写真、インスタレーションなど様々

なジャンルのアート作品の展示をはじめ、それらの作品を楽しみながら街を

巡る街歩きツアーやワークショップなどを開催します。 

【会期】10 月 17日（金）～19 日（日）、10 月 24日（金）～26日（日） 

12：00～18：00  

【会場】八王子市内 

 

 

アートディレクション：吉田ユニ 

 

 

 

 

© Yow Kobayashi 

羊屋白玉 撮影：野村佐紀子 

「desart & dessert vol.8」Photo：山下洋平 
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○TERATOTERA  

「アートプロジェクトで789
なやむ

」 第 3 回 ゲスト：遠藤一郎 
ＪＲ中央線の高円寺駅から国分寺駅周辺を舞台に多様なアートイベント

を開催するアートプロジェクト TERATOTERA（テラトテラ）のチーフディレク

ターである小川希がホストとなり、アートプロジェクトの各分野で活躍する

ゲストを迎え、アートプロジェクトが抱える諸問題をシェアーしながら、そ

れらを一つずつ紐解いていくトークシリーズ。第 3回目は、多方面で活躍さ

れている未来美術家の遠藤一郎さんをお招きします。 

【日時】10月 25日（土）13:00～15:00（予定） 【会場】レストラン喫茶 上床 

 

 

○東京・ベルリン友好都市提携 20周年記念 

文化の力・東京会議 2014「文化創造都市とフェスティバル」 
東京文化の国際発信と国際ネットワークの強化を目指し、「文化の力・東

京会議 2014」を開催します。4回目となる今年は、東京・ベルリン友好都市

提携 20周年記念事業と位置づけ、ベルリンのほか、ロンドン、ソウル、日

本各都市から専門家を招き基調講演やパネルディスカションを通して文化

創造都市とフェスティバルのあり方について考えます。 

【日時】11 月 7日（金）16：00～19：45  

【会場】都庁都民ホール（東京都庁 都議会議事堂 1階） 

 

 

■ＴＣＷをさらに楽しむ！ 今日マチ子×ＴＣＷステッカーをプレゼント 
 今年のＴＣＷでは、漫画家・今日マチ子とコラボレーションしたステッカーを  

プレゼントします。 

 ＴＣＷ参加の都立文化施設や協力いただくブックショップなどの配布場所によっ

て異なる絵柄は 16種類。東京の文化を研究するフリーペーパー「TOKYO PAPER for 

Culture」と、東京都の形をした特製ゼムクリップで留めて配布します。 

 

〔都立文化施設〕 
東京都江戸東京博物館、江戸東京たてもの園、東京都現代美術館、トーキョーワンダーサイト本郷、 

トーキョーワンダーサイト渋谷、東京都美術館、東京文化会館、東京芸術劇場 

〔ブックショップほか〕 

UTRECHT、B＆B、Flying Books、SHIBUYA PUBLISHING AND BOOK SELLARS、NADDIF a/p/a/r/t、森岡書店、 

J-WAVE、世田谷アートタウン 2014 三茶 de大道芸 
※配布方法は、各会場によって異なります。詳細はウェブサイト［http:// www.bh-project.jp］にてご確認ください。 

 

■ＴＣＷでは、下記の団体やフェスティバルなどと広報連携をしています。 
・アサヒ・アート・フェスティバル 2014 

・第 2回蒲田映画祭 シネマパラダイス蒲田 

・世田谷アートタウン 2014 三茶 de大道芸 

・代官山デザインデパートメント 2014 

・Dance New Air - ダンスの明日 

・第 27回東京国際映画祭 

・フェスティバル/トーキョー14 

・北とぴあ国際音楽祭 2014 

・第 26回 民俗芸能 inとしま 

・100 Tokyo 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

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 広報担当：森（隆）、浅野 

TEL 03-5638-8805 FAX 03-5638-8811 E-mail press@bh-project.jp 

●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。 

http://www.bh-project.jp 

 

 

 

 

「文化の力・東京会議 2013」の様子 
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