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     参考写真 平成 23年 TERATOTERA祭り  

特別企画「TOKYO-FUKUSHIMA」より 

【プレスリリース】 

2015（平成 27）年 7 月 22 日 

アーツカウンシル東京 

（公益財団法人東京都歴史文化財団） 
 

 

アンサンブルズ東京は、誰もが参加できる新しい音楽フェスティバルです。音楽家・大友良英のディレクションのも

と、プロジェクト FUKUSHIMA!と共に、参加したすべての人たちが、それぞれの立場やあり方を超えて、自分たちの

手で新たな音楽の場を作り上げることを目指します。東京の玄関口である東京駅丸の内側の行幸通りから、東京の

魅力を発信する新たな音楽祭典が始まります。 

 

 事前にワークショップを行い、イベント当日に渋さ知らズ、Orquesta Nudge! Nudge!、ルリー・シャバラ、大友良英と

テニスコーツと一般参加者による参加型ライブパフォーマンスを行います。プロジェクト FUKUSHIMA!とともに、一般

参加者が大風呂敷を敷き詰めるなどの会場制作も行います。 

 

ポイント 

1. 事前ワークショップに参加した一般参加者と 

ミュージシャンがコラボレーションする参加型の 

新しい音楽祭典 

 

2. 東京のシンボルロードの一つである行幸通りに 

大風呂敷アートが出現 

 

 

【芸術監督 大友良英 プロフィール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【プロジェクト FUKUSHIMA!】 

 
 

東京駅前に出現する新しい参加型音楽祭典 

アンサンブルズ東京 丸の内行幸通りで開催決定！ 
 

 

8月 30日（日） 開場 15：00 ライブパフォーマンス 16：00～ 
 

1959年横浜生まれ。音楽家。十代を福島市で過ごす。常に同時進行かつインディペンデン

トに即興演奏やノイズ的な作品からポップスに至るまで多種多様な音楽をつくり続け、その

活動範囲は世界中におよぶ。映画音楽家としても数多くの映像作品の音楽を手がけ、その

数は70作品を超える。近年は「アンサンブルズ」の名のもとさまざまな人たちとのコラボレー

ションを軸に展示する音楽作品や特殊形態のコンサートを手がける。また障害のある子供

たちとの音楽ワーク ショップや一般参加型のプロジェクトにも力をいれている。2011年の東

日本大震災を受け、遠藤ミチロウ、和合亮一とともに「プロジェクト FUKUSHIMA!」を立ち上

げる。2012年芸術選奨文部科学大臣賞芸術振興部門を受賞。2013年 NHK 朝の連続ドラマ

「あまちゃん」の音楽を担当。 

著書に『MUSICS』（岩波書店）、『シャッター商店街と線量計』（青土社）など 

2011年3月11日の東日本大震災後、福島の現在と未来を世界に

発信することを目的に、音楽家・遠藤ミチロウ、大友良英と詩人・

和合亮一を代表とし、福島県内外の有志によって結成。「フェステ

ィバルFUKUSHIMA!」を毎年8月に福島で開催。中崎透、アサノコ

ウタらの美術部による「福島大風呂敷」は、毎回フェスティバルの

会場に広げられ、プロジェクトのビジュアルアイコンとして定着して

いる。2015年より山岸清之進が新代表に就任。各地域で自主的

な活動も始まっている。 
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【アンサンブルズ東京 開催概要】 

 

■日 時： 2015（平成 27）年 8月 30日（日）開場 15：00 ライブパフォーマンス 16：00～ 

■開催場所： 行幸通り（東京駅丸の内側） 

■入 場 料： 無料 （但し、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! 

■主 催： アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）、 

アンサンブルズ東京実行委員会【一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、

特定非営利活動法人大丸有エリアマネジメント協会、ピースリーマネジメント有限会社】 

■助成・協力： 東京都 

■協 力： 国際交流基金アジアセンター、TodaysArt JAPAN、アサヒビール株式会社 

■後 援： 千代田区 

■公 式サイト： http://www.ensembles.tokyo 

■問い合わせ先： アンサンブルズ東京実行委員会事務局 tel. 080-3153-0914 e-mail info@ensembles.info 

 

ライブパフォーマンス出演者 

大友良英とテニスコーツ、渋さ知らズ、Orquesta Nudge! Nudge!、ルリー・シャバラ（センヤワ）、ワークショップ参加者 

■渋さ知らズ 

不破大輔を中心とする日本のビッグバンド。 

■Orquesta Nudge! Nudge! 

芳垣安洋が、2003年に結成した打楽器集団。 

■ルリー・シャバラ 

インドネシア ジョグジャカルタ出身のボイスパフォーマー。 

 ■テニスコーツ 

 さやと植野隆司による音楽ユニット。 

関連イベント 

【大風呂敷サミット】 ゲストを交えたトーク、ワークショップ、踊り、歌などを行います。 

■日時 8 月 29 日（土）15:00～17:00（予定） 

■場所 大風呂敷工場（東京・天王洲） 

■参加費 無料  

※詳細は決定次第、公式ウェブサイトにてお知らせ致します。（http://www.ensembles.tokyo） 

mailto:info@ensembles.info
http://www.ensembles.tokyo/
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ワークショップ参加者、ボランティアスタッフを募集します！！ 

アンサンブルズ東京はアーティストと共にみんなで作り上げる音楽祭です。ワークショップに参加して、イベント当日

にアーティストと一緒に演奏してくださる方、ボランティアスタッフとして運営のお手伝いをして一緒にイベントを盛り上

げてくださる方を募集いたします。ご応募お待ちしております！ 
 

【ワークショップ募集概要】 
 8月 28日（金）・29日（土）の 2日間に、5種類のワークショップを行い、アーティストから直接指導を受け、8月 30日（日）のイベン

ト当日にアーティストと共に演奏していただきます。 

 

■各ワークショップへの参加方法： 公式ウェブサイトからお申し込みください。（http://www.ensembles.tokyo） 

■参 加 費： 3,000 円 （2 日間） 

■参加条件： 8 月 28 日（金）・29 日（土）の 2 日間のワークショップに参加し、8 月 30（日）のイベントに出演できる方 

 

「渋さ知らズ パフォーマンスワークショップ」 

日時： 8月 28 日（金）19：00～21：00 

      8月 29 日（土）19：00～21：00 

会場： たなか舞台芸術スタジオ 小稽古場  

      （東京都台東区日本堤 2-25-4） 

※動きやすい服装でご参加ください。 

「渋さ知らズ 管楽器ワークショップ」 

日時： 8月 28 日（金）19：00～21：00 

会場： 東京芸術劇場 リハーサルルーム L  

      （東京都豊島区西池袋 1-8-1） 

日時： 8月 29 日（土）19：00～21：00 

会場： 東京文化会館 リハーサル室 B  

      （東京都台東区上野公園 5-45） 

※ご自身でお持ちの管楽器をご持参ください。 

「Orquesta Nudge! Nudge! リズム楽器ワークショップ」 

日時： 8月 28 日（金）19：00～21：00 

      8月 29 日（土）19：00～21：00 

会場： 東京文化会館 リハーサル室 B 

      （東京都台東区上野公園 5-45） 

※ご自身でお持ちのパーカション楽器をご持参ください。 

「ルリー・シャバラ ヴォイスパフォーマンスワークショップ」 

日時： 8月 28 日（金）19：00～21：00 

会場： 東京芸術劇場 リハーサルルーム M2 

      （東京都豊島区西池袋 1-8-1） 

日時： 8月 29 日（土）19：00～21：00 

会場： 入谷 なってるハウス （東京都台東区松が谷 4-1-8 1F） 

「大友良英とテニスコーツ 一緒に演奏するワークショップ」 

日時： 8月 28 日（金）19：00～21：00、 8月 29 日（土）19：00～21：00 

会場： たなか舞台芸術スタジオ 大稽古場 （東京都台東区日本堤 2-25-4） 

※ご自身でお持ちの楽器や音の出るもの（例：フライパンなど身近なものでも OK）をご持参ください。 

※なお、電源の用意はワークショップ会場、イベント会場共にありません。 

【ボランティアスタッフ募集概要】 
 ワークショップ実施日とイベント当日の運営をお手伝いしてくれるボランティアスタッフを募集します。 

 ボランティアスタッフには、アンサンブルズ東京記念 T-シャツをプレゼント！ 

■日 時： （以下の日時の中から各日 3 時間～8 時間ほど） 

8 月 28 日（金）・29 日（土） 18：00～22：00 

8 月 30 日（日）         6：00～24：00 

■活動内容： アンサンブルズ東京の運営サポート。大風呂敷の設置・撤去、機材搬入・搬出や場内誘導など。 

■応募方法： 公式ウェブサイトからお申込みください。（http://www.ensembles.tokyo） 

■ボランティアスタッフ説明会  ※ボランティアスタッフに応募される場合は説明会にご参加ください。 

日時：8月17日（月）19:00～20:00 

会場：アーツカウンシル東京（千代田区九段北4-1-28 九段ファーストプレイス8階） 

 
【大風呂敷工場稼働・製作ボランティア募集概要】 

全国から届いた大風呂敷をつないだりメンテナンスして東京駅前に広げる準備をします。 

■日   時：  8 月 24 日（月）～28 日（金）12:00-20:00 予定 

■場   所：  大風呂敷工場（東京・天王洲） 

■活動内容：  大風呂敷を広げたり縫ったりたたんだり… 

■応募方法： 詳細決定次第、プロジェクトFUKUSHIMA! のウェブサイト（http://www.pj-fukushima.jp/）にてお知らせ致します。 

※内容は都合により変更になる場合があります。 

 

お問い合わせ 

アンサンブルズ東京実行委員会 事務局 担当： 田村武 

TEL： 080-3153-0914 MAIL： info@ensembles.info 

http://www.ensembles.tokyo/
http://www.pj-fukushima.jp/

