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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、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」を次代に継承することを目的に、茶道に馴染みのな

い初心者や外国人などから上級者まで一般の方を対象にした大規模な茶会「東京大茶会 2017」を、平成 29
年 10 月 21 日（土）と 22 日（日）の２日間、浜離宮恩賜庭園（東京都中央区）で開催します。

会場では、本格的な茶会を体験できる「茶席」（事前申込制）、秋晴れの屋外で気軽に茶道の楽しさに触れるこ

とができる「野点（のだて）」、二人一組でお茶を点（た）てあいながら茶道の基本を学ぶ初心者や外国人向けの茶

道教室「茶道はじめて体験」（英語の解説付き）、茶道の次代を担う都内の高校生たちがお茶を点て、振る舞う

「高校生野点」を行います。

さらに、外国人向けプログラムとして、英語で茶道の基本作法を解説する「WELCOME！英語で楽しむ野点」の

ほか、華道や着物の着付け、江戸指物（箸づくり）体験（すべて英語の解説付き）も実施します。

メインステージでは、特別ゲストとして女優の内山理名さんをお迎えしての「トークショー」を、10 月 21 日（土）

12 時 45 分から行います。

また、能楽の装束の解説と『天女の舞』で知られる「羽衣」の実演が楽しめる「能楽ステージ」のほか、「紙切り」

や「三味線演奏」など伝統芸能を見て楽しむパフォーマンスも実施します。

さまざまな流派が一堂に会する「東京大茶会」は、茶道に馴染みのない方や外国人などにも気軽に「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 10 回目の開催です。昨年度は合計で約 
２万 3,800 人、これまでに累計で約 17 万 8,000 人が来場しました。若い世代や外国人など、多くの方々に茶道を

はじめとした「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する「東京大茶会」は、今や東京の

“秋の風物詩”として親しまれています。

つきましては、ご多用のところ誠に恐縮ではございますが、何卒取材にお越しくださいますようお願い申し上げ

ます。 

開催場所 浜離宮恩賜庭園（東京都中央区浜離宮庭園１-１） 
開催日程 平成 29 年 10 月 21 日（土）・22 日（日） 
開催時間 9:30～16:10（開園時間：9:00～17:00） ※プログラムの受付開始 9:00、最終受付 15:40 
入園料 一般 300 円、65 歳以上 150 円、小学生以下および都内在住・在学の中学生は無料 
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

備 考 都合により内容を変更・中止する可能性があります。予めご了承願います。

※東京大茶会 公式ウェブサイト：http://www.tokyo-grand-tea-ceremony.jp

「東京大茶会 2017」 浜離宮恩賜庭園 開催概要 

秋空の下、“都会のオアシス”に 1 万人以上が来場！ 

子供、初心者、外国人などが気軽に「お茶の文化」を楽しめる大規模な茶会 

「東京大茶会２０１７」 取材のご案内 
10 月 21 日（土）・22 日（日）、浜離宮恩賜庭園（東京都中央区）にて 

特別ゲストとして、映画やドラマで大活躍の女優・内山理名さんが登場！ 

英語で解説する「野点」、都内高校生による「高校生野点」のほか、能楽ステージなども実施 

平成 29 年 10 月 11 日東京文化プログラム 
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■茶 席  ①中島の御茶屋：初回 9:30、最終回 15:40、所要時間約 30 分、１回につき定員 35 名 

②芳梅亭：初回 9:30、最終回 15:40、所要時間約 30 分、１回につき定員 25 名 
 ※事前申込み制（申込み受付は終了しています） 
 ※当日キャンセルが出た場合は、会場内で茶席券を販売いたします。 

■茶道はじめて体験（英語の解説付き） 
  花木園：初回 10:00、最終回 15:00、所要時間約 40 分、１回につき定員 20 組 40 名 
■WELCOME！英語で楽しむ野点（英語の解説付き） 

中の橋袂：初回 10:00、最終回 15:30、所要時間約 25 分、１回につき定員 32 名 
■野点（3 席） 中の橋袂：初回 10:00、最終回 15:30、所要時間約 25 分、１回につき定員 32 名 
   ※１席は煎茶席 
■高校生野点 中の橋袂：初回 10:15、最終回 15:40、所要時間約 20 分、１回につき定員 20 名 
■ステージイベント ・特別ゲストによる「トークショー」 
   出演者：内山理名さん（女優） 
   日時：10 月 21 日（土）12:45～（1 時間程度） 
  ・能楽ステージ 
   出演者：佐野 登（公益社団法人宝生会 シテ方宝生流能楽師） 
   実演：装束の解説の後に、三保の松原の羽衣伝説をもとにした「羽衣」を実演 
   日時：10 月 21 日（土）11:45～、14:45～／22 日（日）15:30～（各回 30 分程度） 
  ・三味線演奏 
   出演者：セ三味（せしゃみ）ストリート 
   日時：10 月 21 日（土）10:30～／22 日（日）11:20～、13:20～（30 分～40 分程度） 
  ・伝統芸能 紙切り 
   出演者：はさみ家紙太郎 
   日時：10 月 21 日（土）15:15～ 

22 日（日）10:30～、12:30～、14:30～（30 分～40 分程度） 
■町駕籠の試乗体験と撮影 
■フォトスポットの設置（園内 2 か所、開園時間内は自由に撮影可能） 
■出 店  和小物、和菓子、抹茶、お弁当等の販売 
■同日開催イベント  

・外国人向け伝統文化体験プログラム（英語の解説付き） 
・華道体験（お手本のお花にそって花を活ける／参加無料） 
・指物体験（木をけずって箸を作る／参加料 500 円）  
・着物着付け体験（着物を着て、庭園内を散策／参加無料） 

     主催：アーツカウンシル東京 
     お問い合わせ：アーツカウンシル東京 伝統文化事業事務局 TEL：03-5428-3655 
  ・首都盆栽フェア（鑑賞無料） 
     主催：日本盆栽協同組合  共催：公益財団法人東京都公園協会 

お問い合わせ：日本盆栽協同組合 TEL：03-3821-4587 
   

10 月 21 日（土）、特別ゲストの女優・内山理名さんが「トークショー」に登場！ 
 

10 月 21 日（土）は、特別ゲストの女優・内山理名さんから、ご自身が茶道を
体験した時の感想や茶道の魅力、特技の書道についてなど、豊富な話題を 
お聞かせいただく「トークショー」を行います。 
   
《内山理名（うちやま・りな） プロフィール》 
1981 年 11 月７日生まれ、神奈川県出身。98 年女優デビュー。以降、テレビ、
CM、舞台、映画などで幅広く活躍。 
11 月スタート NHK ドラマ 10「マチ工場のオンナ」主演、11 月４日映画「ゆらり」
主演、2018 年公開予定映画「single mom 優しい家族。」主演などを控えて
いる。 
ライフスタイルの中にヨガを取り入れ、全米ヨガアライアンス RYT200 の資格を
取得。 
 

10 月 21 日（土）・22 日（日） 浜離宮恩賜庭園 催事内容 
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【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）に設置した「関係者受付テント」 

内に、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。 
■本イベントにおける取材は、原則として、フリー取材（自由取材）です。 

■浜離宮恩賜庭園では、園内への脚立、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。 

■各種の「野点」の様子、建築物や園内の外観撮影は、三脚および一脚の使用が可能です。 
■建物保存の関係から、建物内観の撮影における三脚および一脚の持ち込みはご遠慮願います。 
■園内にスチールおよびムービーの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 

「取材申込 FAX 用紙」に必要事項をご記入のうえ、10 月 20 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。 

■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、会場各所で三脚や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。 

■オフィシャル画像提供のご要望には、即時対応できません。ご了承ください。 
                  

【浜離宮恩賜庭園 施設概要】 
 

浜離宮恩賜庭園は、江戸時代から続く庭園では都内で

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、“都会のオアシス”とし

ても親しまれています。また、文化財保護法により、芸術鑑

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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この件に関する報道関係からのお問い合わせ  
《事前》     東京大茶会広報事務局 担当：大嶋 彰子（携帯電話：090-1200-7900） 
 
《会期中／10 月 21 日・22 日》 

東京大茶会広報事務局 担当：大嶋 彰子（携帯電話：090-1200-7900） 
または、東京大茶会事務局 電話：03-6426-0558 

■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
※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をご利用ください。 

※新大橋通り沿いの「大手門橋」（汐先橋交差点近く）を渡り、「大手門口」から入園してください。 
※首都高速 都心環状線下の海岸通り沿いの「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。 

ご注意ください。 
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東京大茶会 広報事務局：大嶋あて 
 

返信先 FAX 番号：03-6862-7788 

「東京大茶会 2017」 取材申込 FAX 用紙 
（10 月 21 日・22 日、浜離宮恩賜庭園） 

 

 ご多用のところ誠に恐れ入りますが、10 月 21 日（土）・22 日（日）、中央区・浜離宮恩賜庭園で開催する「東京

大茶会 2017」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、FAX でお知らせくださいますよう

お願い申し上げます。 

特に、園内にスチールおよびムービーの撮影機材類を持ち込む場合は、事前にお知らせくださいますようお願

いします。 

ご面倒をおかけしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
メモ／連絡欄 
 
 
 
 

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：（        ）－（          ）－（          ） 

取材ご希望日 
□10 月 21 日（土）  来場予定時間（   ：   ）頃 

□10 月 22 日（日）  来場予定時間（   ：   ）頃 

撮影について □撮影なし      □撮影あり 

持ち込みについて 

□カメラ（スチール    台、ムービー    台） 

□三脚または一脚（    本）     

□その他（                               ） 

※浜離宮恩賜庭園では、「脚立」および「レフ板」の持ち込みと使用を 

お断りしています。予めご了承願います。 

浜離宮恩賜庭園のご取材について 

FAX 返信は 10 月 20 日（金） 12 時までにお願いします。 


