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東京都と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）は、世界に誇るべき日本の伝統文

化・芸能を国内外へ広く発信するとともに、その根底にある「和の心」を次世代に継承するため、伝統文化事業

を実施しています。その一環として、茶道を体験、親しんでいただくための「東京大茶会 2015」を開催します。 

若い世代や外国人の方を含む多くの方々に、お茶とともに和の文化を身近に楽しんでいただけるプログラム

を多数実施します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 3日（土）・4日（日）は、歴史的・文化的価値の高い建物がある野外博物館「江戸東京たてもの園」 

（東京都小金井市）で、10月 10日（土）・11日（日）は、都心で豊かな自然が楽しめる「浜離宮恩賜庭園」  

（東京都中央区）での 2会場で、計 4日間開催いたします。 

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

「東京大茶会」は、平成 20年から始まり、今年で 8回目の開催となります。様々な流派が一堂に会する大規

模な茶会として、昨年度は約 3万 400人、開始より今までに計約 13万 5,400人にご来場いただいており、東京

の秋の風物詩となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「お茶」に親しみ、和の文化を楽しむ 

「東京大茶会 2015」開催 
 

 10 月  3 日（土）  4 日（日）江戸東京たてもの園 

 10 月 10 日（土） 11 日（日）浜離宮恩賜庭園 

 

 

平成 27年 7月 23日 

＜茶席＞（浜離宮恩賜庭園） ＜野点＞（江戸東京たてもの園） 

＜イングリッシュ野点＞（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） 

※写真は昨年（平成 26年）の「東京大茶会」の様子 
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両会場で、本格的な茶会を体験できる「茶席」（要事前申込）、屋外の自然の中でお茶を飲む「野点
の だ て

」、   

初心者及び外国人向けの茶道教室「茶道はじめて体験」を開催します。 

また、江戸東京たてもの園では、小学生以下を対象にした「子供のための茶道教室」、日本の伝統芸能の

パフォーマンスや地元小金井市商工会による飲食ブース出店等もお楽しみいただきます。 

浜離宮恩賜庭園では、今年初めて「野点」で煎茶を頂く煎茶席を設けます。また、英語でお茶の作法を説

明する「イングリッシュ野点」、高校生がお茶を振る舞う「高校生野点」のほか、特設ステージにて高校生による

書道パフォーマンス、日本の伝統文化の代表である「着物」をテーマにしたパフォーマンス、日本の伝統芸能

マジックである江戸手妻などを開催予定です。 

 

■「茶席」の参加について 

事前申込が必要です。公式ホームページ（http://tokyo-grand-tea-ceremony2015.jp）から、または往復は

がきのいずれかの方法でお申し込みください。申込受付期間は 7月 29日（水）から 8月 31日（月）で、当日消

印(受信)有効です。応募者多数の場合は抽選となります。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。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

《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・北野天満宮で盛大な茶会「北野
き た の

大茶
おおちゃ

湯
のゆ

」を開

催して参拝者全員に茶を振る舞ったという故事を基に、平成 20年から毎年開催。今回で 8回目の開催です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

＜浜 離宮恩賜庭園 イングリッシュ野点＞ 

 

【茶席の申込方法】 ※各会場 1人 1回のお申し込みでお願いします。 
 

■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。 
 

■ウェブサイトの場合 

公式ウェブサイト上の申込フォームから必要事項を送信してください。 

〈公式ウェブサイトURL〉 http://tokyo-grand-tea-ceremony2015.jp 
 

【申込期間】  平成 27年 7月 29日（水）～8月 31日（月） ※当日消印（受信）有効 

【申込・問合せ先】 東京大茶会事務局 

      住所：〒105-0004 東京都港区新橋 3丁目 5 番 1 号 サンパウロビル 5 階 

            TEL: 03-6268-8602 （平日 10:00～18：00） 

【抽選結果】      抽選結果は、9月 10日（木）頃までに返信用はがきにて、ウェブサイトから申込の場合は 

メールにて当（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及び運営のみに使用します。 
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「東京大茶会 2015」 開催概要（予定） 

 
 

開催概要 

開催日程 平成 27 年 10 月 3 日（土）・4 日（日） 平成 27 年 10 月 10 日（土）・11 日（日） 

開催時間 

9：50～16:10 （開園時間 9:30～16:30） 

※野点の最終開始は 15:30 

※入園時間は 16：00 まで 

9：30～16：10 （開園時間 9:00～17:00） 

※野点の最終開始は 15:30 

※入園時間は 16：30 まで 

開催場所 江戸東京たてもの園 浜離宮恩賜庭園 

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」北口から、 

西武バス 5分｢小金井公園西口｣下車し徒歩 5分 

■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｣下車し徒歩 5 分 

■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 
無料（10 月 3 日・4 日のみ） 

※「東京大茶会」開催につき無料 

一般 300 円、65 歳以上 150 円、 

小学生以下及び都内在住・在学中学生は無料 

主  催 東京都、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） 

共  催  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 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：①②③とも 700 円 

※事前申込制（参加料は当日払い） 

※応募者多数の場合は抽選となります。 

※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。 

■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：①②とも 700 円  

※事前申込制（参加料は当日払い） 

※応募者多数の場合は抽選となります。 

※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。 

※東京大茶会開催中は、中島の御茶屋の通常の抹茶サ

ービスのご利用ができません。 

野  点 

 

■場所：伊達家の門前（1 回につき 50 名程度） 

■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 30 名） 

■参加料：300 円  ※野点券は当日販売 

※3 席のうち１席は煎茶席となります。 

茶道はじめて

体験 

■場所：天明家（1 回につき 20 組 40 名程度） 

■参加料：1 人 300 円   

※茶席券は当日販売   ※1人でも参加可能 

※英語の解説付き 

■場所：花木園（1 回につき 20 組 40 名程度） 

■参加料：1 人 300 円 

※茶席券は当日販売   ※1人でも参加可能 

※英語の解説付き 

子供のため

の茶道教室 

■場所：万徳旅館（1 回につき 20 名程度） 

■参加料：200 円 

※茶席券は当日販売  ※小学生以下を対象 

 

イングリッシュ 

野点 

 ■場所：中の橋袂（1 回につき 30 名程度） 

■参加料：300 円   

※野点券は当日販売  ※英語の解説付き 

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 

イベント／ 

出店（予定） 

■伝統芸能等の回遊パフォーマンス 

■小金井市商工会による出店 

■高校生による書道パフォーマンス 

■着物パフォーマンス、着付け体験 

■津軽三味線  ■江戸手妻 

■木遣り  ■華道体験  ■伝統工芸体験 

■茶巾寿司、和菓子、抹茶等の出店 

※状況によって内容を変更・中止する場合があります。予めご了承ください。 
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■会場概要 

江戸東京たてもの園 

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」の一つ「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の住まいの主屋部分です。 

 

浜離宮恩賜庭園 

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。 

 

■アーツカウンシル東京 
 

アーツカウンシル東京では、世界的な芸術文化都市東京として、芸術文化の創造・発信を推進し、東京の

魅力を高める多様な事業を展開していきます。 新たな芸術文化創造の基盤整備をはじめ、東京の独自性・多

様性を追求したプログラムの展開、多様な芸術文化活動を支える人材の育成や国際的な芸術文化交流の推

進等に取り組み、東京の芸術文化施策の中核的役割を果たしていきます。また、2020年東京オリンピック・パラ

リンピックの文化プログラムに向けて、先導的役割を担うプロジェクトを展開していきます。 

※平成 27年 4月 1日をもって東京文化発信プロジェクト室はアーツカウンシル東京と組織統合いたしました。 

公式ホームページ https://www.artscouncil-tokyo.jp/ 
 
 

■本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：03-6268-8602 （平日 10:00～18：00） 

住所：〒105-0004 
東京都港区新橋 3-5-1 サンパウロビル 5階 

東京大茶会 2015公式ホームページ： 
http://tokyo-grand-tea-ceremony2015.jp 

 

《報道関係からのお問い合わせ》 

■東京大茶会について        東京大茶会広報事務局 TEL：03-5689-0449  

E-mail：tea@prinfo.co.jp 

■アーツカウンシル東京について  アーツカウンシル東京    TEL：03-6256-8432 

  

 


