
 

 

ご取材のご案内	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2016年 3月 11日 
 
『上野「文化の杜」アーツフェスタ・2016 春』オープニングセレモニー  

                        ～2020 東京オリンピック・パラリンピックに向けて～  

文化プログラムシンポジウム＠上野「文化の杜」	 
●日時：３月２５日（金）１６：００～１７：００ 

     ●会場：上野恩賜公園 竹の台広場（噴水前広場）特設会場 

 
	 上野「文化の杜」新構想実行委員会（東京都台東区上野公園、会長：北郷 悟）は、
初のアートイベント『上野「文化の杜」アーツフェスタ・2016春』を上野恩賜公園竹の
台広場（噴水前広場）にて 3日間にわたり開催します。 
本イベントは 2020 オリンピック・パラリンピックに向けて、日本屈指の文化施設が集
結している「上野」で多彩な文化プログラムを展開する事により、「文化の杜」東京を

国際的な拠点としてアピールする事を目的としています。 
そのオープニングセレモニーとして、文化に造詣の深い 4人によるスペシャルトークセ
ッション（シンポジウム）を下記の通り開催致します。 
 
『上野「文化の杜」アーツフェスタ・2016 春』オープニングセレモニー 概要 
タイトル	 平成 27年度	 文化プログラムシンポジウム＠上野「文化の杜」 
	 	 	 	 「世界最高水準の文化拠点形成に向けて」～文化芸術資源で日本の未来を創造する～ 

日時	 2016年 3月 25日（金）16:00〜17:00  荒天時中止 
会場	 上野恩賜公園 竹の台広場（噴水前広場）、入場無料 
主催	 上野「文化の杜」新構想実行委員会 
	 	 	 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） 
後援	 東京文化資源会議 
企画：文化庁 
出演：青柳 正規（文化庁長官）、宮田 亮平（東京藝術大学学長） 

吉見 俊哉（東京大学大学院教授）、山崎 亮（コミュニティデザイナー） 
内容：上野「文化の杜」新構想実行委員会の生みの親である、青柳長官と宮田学長に加

え、吉見教授、山崎氏の 4人に上野の未来について熱く語っていただきます。 
◆◆ご取材頂けます場合は別紙にて FAX で３月２４日（木）午前中までにお知らせください◆◆ 

 

本件に関するお問合せ先	 

上野「文化の杜」新構想実行委員会事務局 桧垣（ひがき）、富沢（とみざわ） 
TEL：03-5834-2396	 FAX：03-5834-2397	 Mail：tomizawa1@ueno-bunkanomori.jp 



 

 

【【  参  考  】】  
『上野「文化の杜」アーツフェスタ・2016 春』概要 
 
日時	 2016年 3月 25日（金）～3月 27日（日）11:00〜19:00  荒天時中止 
会場	 上野恩賜公園 竹の台広場（噴水前広場）、入場無料 
主催	 上野「文化の杜」新構想実行委員会 
	 	 	 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） 
協力	 うえの桜フェスタ 2016（上野観光連盟 主催）、東京・春・音楽祭実行委員会 
	 

※プログラム内容は下記となります  

 
アートプログラム 
 
◎ 藝祭御輿展示 
	 	 3月 25日（金）～3月 27日（日） 
	 	 場所：上野恩賜公園 竹の台広場（噴水前広場） 
東京藝術大学で毎年 9月に開催される藝祭の名物イベントが「藝祭御輿」です。 
学生たちがひと夏をかけて制作した御輿の中から、迫力ある 5基を展示します。 
 
◎ 気分はバッカス!!『CAFFÈ CARAVAGGIO（カフェ・カラヴァッジョ）』が 
	 	 期間限定オープン 
	 	 日本初輸入！マルタ島の「カラバッジョワイン」がお楽しみいただけます。 
	 	 日時：3月 25日（金）、26日（土）11:00～19:00 (LO18:30) 
              	 	 	 	 	 	 27日（日）11:00〜17:30 (LO17:00) 
	 	 場所：上野恩賜公園 竹の台広場（噴水前広場） 
国立西洋美術館で開催中の「日伊国交樹立 150 周年記念	 カラヴァッジョ展」（会期：3/1

～6/12）にあわせ、期間限定オープン。カラヴァッジョゆかりの地マルタ島で製造・販

売の日本初輸入ワイン（	 《バッカス》をエチケットに使用したワインを含む全 4 種	 各

グラス￥500〔税込〕	 ）が味わえる大変貴重な 3日間となります。	 

「マルタサンド」や「アリオッタ」（マルタの魚介スープ）など、フードメニューも	 

充実。優雅なひとときをお過ごしください。	 

 
 
 



 

 

◎ ワールドカフェ「上野で語る。100 人で語る。文化の杜の未来。」（事前申込制）  
	 	 主催：東京都美術館×東京藝術大学「とびらプロジェクト」 
	 	 ゲスト・プレゼンテーター：山崎 亮（コミュニティデザイナー） 
	 	 日時：3月 27日（日）17:00〜20:00 
	 	 場所：東京都美術館 レストラン MUSEUM TERRACE 
	 	 定員：100人 
	 	 参加費：1,000円（資料代実費、軽食込み） 
	 	 申込方法：下記ウェブサイトにて受付。定員になり次第受付終了。 
	 	  （とびらプロジェクト http://tobira-project.info/openlecture5） 
上野公園は、歩いてまわれる範囲に、美術館や博物館、動物園や図書館、音楽ホール、

大学が集まっています。この魅力的な場をもっと育ててゆくために、私たちは 100人で
語り合う場をつくりました。山崎亮氏のレクチャーをきっかけに、いろいろな視点や価

値やアイディアを持ち寄り、文化の杜の未来を共に語ります。 
 
◎ 各施設 PR ブース 
	 	 3月 25日（金）～3月 27日（日）	  
	 	 場所：上野恩賜公園 竹の台広場（噴水前広場） 
各施設で開催中の展覧会や施設の紹介と、「UENO WELCOME PASSPORT-上野地区
文化施設共通入場券-」も販売いたします。 
 
 
ステージプログラム	 〜上野恩賜公園  竹の台広場（噴水前広場）特設ステージにて〜  

 
◎ 台東区立上野中学校・忍岡小学校・田原小学校 演奏会 
	 	 3月 25日（金）13:00〜13:30 上野中学校 ブラスバンド 
	 	 3月 26日（土）13:00〜13:30 忍岡小学校 箏合奏 
	 	 3月 27日（日）11:00〜11:30 田原小学校 マーチングバンド 
上野公園近隣の小中学校による演奏会です。東京藝術大学の学生による指導のもと、日

頃の成果を発表します。 
 
◎ 「まちなかコンサート」produced by 東京文化会館 
	 	 3月 25日（金）2回公演  
	 	 14:00〜14:30／15:30〜16:00 
芸術や音楽に親しみがもてる環境作りを目指し、これまでに都内の様々な場所で開催し

てきた「まちなかコンサート」が上野公園に登場。東京音楽コンクール入賞者を中心と

した、若き実力あるメンバーによる金管アンサンブルの演奏をお楽しみください。 



 

 

◎ UENO 芸術サンバパーティー 
	 	 3月 25日（金）17:00〜17:30 
	 	 出演：東京藝術大学サンバ部＆学生サンバ連合ウニアン・ドス・アマドーリス 
浅草サンバカーニバルの源流にもなった「サンバパーティー」が上野の杜を盛り上げま

す。老いも若きも男も女も人種や民族の枠を超え、杜全体が一体感に包まれる芸術の祝

祭空間を一緒に創造しましょう！サンバは国境を越えます。 
 
◎ 藝大邦楽科演奏 
	 	 3月 26日（土）14:00〜16:00（2回公演） 
	 	 出演：東京藝術大学音楽学部有志 
お花見にふさわしい邦楽演奏のひとときをお楽しみください。 
 
◎ 江戸写し絵 
	 	 3月 26日（土）18:00〜19:00 
	 	 出演：劇団みんわ座 
江戸時代のアニメーションともいえる「写し絵」を、みんわ座は復元し公演しています。

映像に語りと音曲を加えて劇を演じた、映画に百年も先行した芸能です。昔の懐かしさ

と斬新さを兼ねた、生の映像をお楽しみください。 
 
◎ 藝大金管十重奏 
	 	 3月 27日（日）13:00〜14:00（2回公演） 
	 	 出演：東京藝術大学音楽学部有志 
金管演奏者 10人による華やかな演奏を披露します。 
 
◎ 「東京・春・音楽祭」～指揮者はあなた！Conduct Us～ 
	 	 3月 27日（日）3回公演  
	 	 11:45〜12:45／14:00〜15:00／15:30〜16:30 
オーケストラの指揮を体験できる夢のような企画。春の上野公園にオーケストラの調べ

が響き渡ります。曲目は「運命」と「ウィリアム・テル序曲」です。当日先着順です。

希望者多数の場合は参加できない場合がありますので、予めご了承ください。 
 
◎ 藝大チンドン 
	 	 3月 27日（日）16:30〜17:00 
	 	 出演：東京藝術大学音楽学部有志ほか 
懐かしいチンドン屋さん!  
さすが藝大ならではの奇抜な出立ちで、ステージから出発して会場内を練り歩きます。 



 

 

上野「文化の杜」新構想とは？ 
 
	 上野の文化施設が連携し、文化資源の宝庫である上野の潜在能力を発展させるための

新しい構想です。 
	 実行委員会では、本年 1月上野地区文化施設共通入場券（UENO WELCOME PASSPORT）

の発行に引き続き、上野地区の情報発信事業、文化芸術アートプログラム事業を実施し

ます。今後も、多様な上野の文化資源を活かして様々な事業を展開し、世界最高水準の

文化拠点の形成を目指します。 

 
●上野「文化の杜」新構想実行委員会メンバー及びご協力いただいている施設・機関 

東京国立博物館、国立科学博物館、国立西洋美術館、上野動物園、東京都美術館、東京

文化会館、東京藝術大学、東京藝術大学大学美術館、上野の森美術館、上野観光連盟、

下町風俗資料館、旧岩崎邸庭園、国立国会図書館国際子ども図書館、台東区、東京都、

文化庁 
 
 
『上野「文化の杜」アーツフェスタ 2016 春』に関するお問い合わせ 
 
上野「文化の杜」新構想実行委員会（事務局 桧垣、富沢） 
TEL：03-5834-2396	 FAX：03-5834-2397 
Mail：tomizawa1@ueno-bunkanomori.jp 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FAX：03-5834-2397 
 

 

『上野「文化の杜」アーツフェスタ・2016 春』オープニングセレモニー  

                        ～2020 オリンピック・パラリンピックに向けて～  

文化プログラムシンポジウム＠上野「文化の杜」	 
●日時：３月２５日（金）１６：００～１７：００ 

     ●会場：上野恩賜公園 竹の台広場（噴水前広場）特設会場 

 
 

□取材する  

 

	 
	 

◆恐れ入りますが 3 月 24 日（木）午前中までにお申し込みくださいますようお願い致します。	 

	 

※大変恐縮でございますが、駐車場のご用意はございませんのでお車でお越しの際は近

隣の有料駐車場をご利用頂けますと幸いです。 

貴社名  

媒体・番組名  

ご担当者名  

映像取材の場合の人数 ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ  人 ｸﾙｰ   人 （合計   人） 

写真取材の場合の人数 記者   人 ｶﾒﾗﾏﾝ    人 （合計    人） 
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