報道関係者の皆様
平成 28 年 10 月 4 日

“日本の魅力”を東京から発信！

「東京大茶会 2016」 取材のお願い
10 月 15 日・16 日：浜離宮恩賜庭園にて。（東京都中央区）
外国人旅行者も楽しめる「WELCOME！英語で楽しむ野点」が行われるほか
スペシャルゲストに女優の 葵わかなさん 登場！
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、日本最大級のお茶会
『東京大茶会２０１６』を平成２８年１０月１５日（土）と１６日（日）に浜離宮恩賜庭園（東京都中央区）で開催
します。
「東京大茶会」は、茶道に馴染みのない方や外国人なども気軽に「お茶の文化」を楽しんでいただけるよう、
平成２０（２００８）年から始まり、今回が９回目の開催になります。さまざまな流派が一堂に会する大規模な
茶会として、昨年度は約１万９,０００人、これまでに累計で約１５万４,６００人にご来場いただいており、“東京の
秋の風物詩”として親しまれています。
都内で唯一の潮入の池と２つの鴨場を持つ江戸時代の代表的大名庭園である浜離宮恩賜庭園にて、
本格的な茶席を楽しむだけでなく、様々な催しが行われます。外国人旅行者や、在日外国人の方が気軽に
楽しめる、英語でお茶の作法を解説する「WELCOME！英語で楽しむ野点」、高校生がお茶を振る舞う「高校
生野点」のほか、メインステージにて「日英落語」や「三味線」、「尺八」の演奏等を開催予定です。また、外国
人向けの短時間体験プログラムとして、「華道体験」や「東京くみひも体験」、「着物着付け体験」などを行い
ます。10 月 15 日(土)には、特別ゲストとして、女優の葵わかなさんが出演。メインステージにて「茶道の基本
的な作法」のトークや「フォト川柳」にも挑戦します。

「東京大茶会 2016」浜離宮恩賜庭園 開催概要
開催日程

平成 28 年 10 月 15 日（土）・16 日（日）

開催時間

9：30～16：10 （開園時間 9:00～17:00）
※受付開始 9:00、最終受付 15:40
※入園時間は 16：30 まで

所在地

浜離宮恩賜庭園
東京都中央区浜離宮庭園１-１

アクセス

■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

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

中央区

特別協力

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
1

催事内容
茶

席

■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（参加料は当日支払い）
※茶席券取扱所で、当選通知書、または当選はがきと茶席券を当日引換えていただきます。
※当日キャンセルが出た場合は、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抹茶サービスはご利用になれません。

WELCOME！
英語で楽しむ野点
野 点
茶道はじめて
体験
高校生野点
イベント／出店

■場所：中の橋袂（１回につき定員 32 名）
■参加料：300 円 ※野点券は当日販売 ※英語の解説付き
■場所：中の橋袂３席（１回につき定員各 32 名）
■参加料：300 円
※１席は煎茶席となります ※野点券は当日販売
■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 ※英語の解説付き
■場所：中の橋袂（１回につき定員 20 名）
■参加料：300 円 ※野点券は当日販売
■女優 葵わかなさん トークイベント（メインステージ）[10 月 15 日]
■津軽三味線・尺八演奏 ■日英落語
■オリジナル行灯作り
■町駕籠試乗体験
■フォト川柳ブース
■和小物、和菓子、抹茶等の販売出店

浜離宮恩賜庭園会場同日開催イベント
外国人向け伝統文化
体験プログラム

主催：アーツカウンシル東京
助成・協力：東京都

外国の方に気軽に伝統文化（華道･東京くみひも･着物の着付け
等）を体験いただけるプログラムを開催します。

首都盆栽フェア

主催：日本盆栽協同組合

庭園の野外卓広場にて、日本の伝統文化で海外でも人気のある
盆栽の展示を行います。鑑賞無料（要庭園入園料）

※催事内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

東京大茶会 2016 特別ゲストとして、15 日(土)に、茶道が好きな女優「葵 わかな」さん 登場！
最近お茶を習い始め、京都に行く際にはお茶巡りをするなど、お茶が大好き！
という、女優の葵わかなさんが東京大茶会に特別ゲストとして参加します。
メインステージにて「茶道の基本的な作法」の話や「フォト川柳」にも挑戦します。
茶道の魅力、東京大茶会の楽しみ方を盛り込み、人気女優さんならではの
魅力的なトークを繰り広げてくれます。
葵 わかな （女優）
公式 URL http://www.stardust.co.jp/section1/profile/aoiwakana.html
NHK「フレッシャーズキャンペーン 2016」イメージキャラクター、
「この夏スタート!NHK スーパーハイビジョン」ナビゲーター、NHK ドラマ「舞え!KAGURA 姫」、
映画「陽だまりの彼女」などに出演。映画『ホラーの天使』『サバイバルファミリー』が公開待機。

【当日の取材・撮影についてのお願い】
■プレス受付は、浜離宮恩賜庭園の「大手門口」（新橋・汐留・築地方面側）内に設置した「関係者受付テント」
に、9:00（開園時間）～16:10（イベント終了時間）まで開設します。
■プレス受付で「PRESS 証」をお渡しいたします。取材・撮影の際は「PRESS 証」を必ず着用してください。
■園内に撮影機材類を持ち込む場合は、事前にお知らせいただきたく、別紙の「出席確認 FAX 用紙」に必要事
項をご記入のうえ、10 月 1４日（金）12 時までに東京大茶会広報事務局へ FAX 送信してください。
■大変申し訳ございませんが、浜離宮恩賜庭園の特性上、園内へのレフ板およびその類の光が反射する機材の
持ち込みと使用をお断りしています。何卒、ご承諾くださいますようお願いします。
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■各種の「野点」および園内を外観撮影する場合、カメラ三脚および一脚の使用が可能です。
■建物保存の関係から、茶席（中島の御茶屋、芳梅亭）、茶道はじめて体験（花木園）の内観を撮影する場合、
各施設内へのカメラ三脚および一脚の持ち込みはご遠慮願います。
■会場内の電源は使用できません。
■会期中は、事前に会場側の了承を得て、会場各所でカメラ三脚、脚立を使用したオフィシャル撮影（記録用）を
行います。予めご了承ください。
■報道関係者用の駐車場はご用意しておりません。公共交通機関または近隣の駐車場（最寄りは高速道路の下
にある汐留駐車場、有料）をご利用ください。

※新大橋通り沿いの「大手門橋」を渡り、「大手門口」（新橋・汐留・築地方面）から入園してください。
※「中の御門口」（浜松町・汐留方面）に「プレス受付」はございません。

【浜離宮恩賜庭園の施設概要】
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です。
園内は四季折々の花々が咲き、大規模開発が続く汐留の
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
大手門口

います。また、文化財保護法により芸術または鑑賞上価値が
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。

《アクセス：大手門口》
■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

本件に関する報道関係からのお問い合わせ
《報道関係からのお問い合わせ》
東京大茶会広報事務局 TEL：03-5722-1418
FAX：03-5722-1407
E-mail：info@nv-pr.com
担当：増田（携帯：090-3346-8935）、吉田（携帯：090-3331-7018）
鈴木（携帯：090-3135-7570）
《会期中／10 月 15 日・16 日》
東京大茶会 広報事務局
担当：増田（携帯 090-3346-8935）、吉田（携帯：090-3331-7018）、
鈴木（携帯：090-3135-7570）
または、東京大茶会事務局 TEL：03-3533-8199

http://tokyo-grand-tea-ceremony.jp

※「東京大茶会 2016」公式ホームページ
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東京大茶会２０１６ 広報事務局：増田・吉田 宛て

03-5722-1407

返信先 FAX 番号：

「東京大茶会２０１６」出席確認ＦＡＸ用紙
ご多忙のところ誠に恐れ入りますが、「東京大茶会 ２０１６」の取材を予定されている場合には、
必要事項をご記入のうえ、以下の日時までに FAX でお知らせくださいますようお願い申し上げます。
ご面倒をおかけして申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い申し上げます。

ご返信締切：１０月１４日（金） １２時まで

貴社名

メディア名・部署名

代表者ご芳名

合計（

）名様

ご連絡先 TEL
緊急のご連絡先

携帯電話：

□１０月１５日（土）
取材ご希望日時

撮影について

持ち込みについて

時間（
：
）～（
□１０月１６日（日）
時間（
：
）～（

□撮影なし

：

）

：

）

□撮影あり

□カメラ（スチール

台、ムービー

□三脚または一脚

□脚立

□その他（

台）

）

メモ／連絡欄
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