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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ことを目的に、日ごろ茶道に馴染みのない方々、外国人、そして子供たちなど、誰

でも気軽に参加できる「東京大茶会 2018」を、平成 30 年 10 月 13 日（土）・14 日（日）に「江戸東京たても

の園」（東京都小金井市）、10 月 20 日（土）・21 日（日）に「浜離宮恩賜庭園」（東京都中央区）の都内 2会場で開

催します。

両会場では、多くの方々が「おもてなしの精神」に触れ、気軽に「お茶の文化」を楽しめるよう、本格的な茶会を

体験できる「茶席」（事前申込制、受付期間終了）、秋晴れの屋外で気軽に茶道の楽しさに触れる「野点（のだ

て）」、茶道初心者を対象に、2 人 1 組でお茶を点（た）てあいながら茶道の基本を学ぶ「茶道はじめて体験」の

３つのプログラムを実施します。なお「茶道はじめて体験」は、外国の方にも気軽にご参加いただけるよう、英語の

通訳・解説が付いています。

このほか、江戸東京たてもの園では、英語で本格的な茶会（茶席）の作法を説明する「WELCOME！英語で楽

しむ茶席」、小学生以下の子供たちが日本の伝統文化である茶道に触れ、おもてなしの心を学ぶ「子供のための

茶道教室」を行います。

浜離宮恩賜庭園では、屋外でお茶を楽しみながら、茶道の基本作法を英語で解説する「WELCOME！英語で

楽しむ野点」のほか、東京都高等学校文化連盟茶道部門の協力を得て、都内高等学校の茶道部に所属する高

校生たちがお茶を振る舞う「高校生野点」を実施します。 

さらに、茶道以外にも、日本の伝統文化や芸能を体感・体験できる様々なプログラムをご用意しています。

様々な流派が一堂に会する大規模な茶会として、平成 20（2008）年に開始し、今年で 11 回目を迎える「東京

大茶会」は、これまでに累計で約 19 万人の方々に来場いただいております。 
東京の「秋の風物詩」として親しまれている「東京大茶会2018」を、この機会に是非ご取材くださいますようお願

いいたします。

【開催概要】 

①平成 30 年 10 月 13 日（土）・14 日（日） 9：50～16：10
江戸東京たてもの園（所在地:東京都小金井市桜町３‐７‐１ 都立小金井公園内、開園時間：9：30～16：30）

②平成 30 年 10 月 20 日（土）・21 日（日） 9：30～16：10
浜離宮恩賜庭園（所在地:東京都中央区浜離宮庭園１‐１、開園時間：9：00～17：00）

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（②のみ）

後 援 ：小金井市、小金井市商工会（①のみ）、中央区（②のみ）

特別協力 ：東京都茶道会、江戸東京たてもの園（①のみ）、東京都華道茶道連盟、東京都高等学校

文化連盟茶道部門（②のみ）

雨天の場合 ：雨天決行、荒天中止

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

※都合により内容を変更・中止する可能性があります。予め御了承願います。

平成 30 年 10 月 3 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）

今年で 11 回目を迎える東京の「秋の風物詩」 

茶道初心者、外国人、子供など、誰でも気軽に「お茶の文化」を楽しめる大規模な茶会 

東京 150 年事業 「東京大茶会２０１８」 取材のご案内 
江戸東京たてもの園（10 月 13・14 日）、浜離宮恩賜庭園（10 月 20・21 日） 



2 

 

 【10 月 13 日（土）・14 日（日）：江戸東京たてもの園】  
 
■茶 席 ※事前申込み制（申込み受付は終了しています） 

①高橋是清邸：初回 9:50、最終回 15:20、所要時間約 40 分、１回につき定員 30 名 
②西川家別邸：初回 9:50、最終回 15:20、所要時間約 40 分、１回につき定員 30 名 
③川野商店：初回 9:50、最終回 15:20、所要時間約 40 分、１回につき定員 20 名 

■野 点 伊達家の門：初回 10:00、最終回 15:30、所要時間約 25 分、１回につき定員 50 名 
■茶道はじめて体験 ※英語の通訳・解説付き 

吉野家：初回 10:30、最終回 15:30、所要時間約 40 分、１回につき定員 20 組 40 名 
■WELCOME！英語で楽しむ茶席 ※英語の通訳・解説付き 

綱島家：初回 10:30、最終回 15:30、所要時間約 40 分、１回につき定員 20 名 
■子供のための茶道教室 

八王子千人同心組頭の家：初回 10:20、最終回 15:20、所要時間約 40 分、 
１回につき定員 20 名 ※４歳以上、小学生以下の子供及びその保護者１名対象 

■園内パフォーマンス〈10 月 13 日（土）〉独楽回しパフォーマンス 
出演者：こまのたけちゃん  
時間：10:30～、12:30～、14:30～（１日３回、各回約 30 分程度） 

〈10 月 14 日（日）〉けん玉パフォーマンス 
出演者：イージー（けん玉パフォーマンスコンビ「ず～まだんけ」のメンバー） 
時間：10:30～、12:30～、14:30～（１日３回、各回約 30 分程度） 

■出 店 小金井市商工会による軽食の販売 
■同日開催イベント 

Music Program TOKYO まちなかコンサート（入場無料） 
クラリネット三重奏、弦楽四重奏、木管三重奏、トランペット四重奏 
子宝湯：11:00～、12:20～、13:50～、15:10～（１日４回）、各回約 20 分、各回定員 70 名 
主催：東京都／東京文化会館・アーツカウンシル東京 
お問い合わせ：東京文化会館事業係（電話：03-3828-2111） 

 

【江戸東京たてもの園：当日の取材・撮影についてのお願い】 
・「プレス受付」は、江戸東京たてもの園のエントランス広場に設置した「総合案内テント」内で、9:30（開園時間） 

～16:10（イベント終了時間）まで開設します。 
・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。 

・本園では、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・使用をお断りしています。 

※手持ちの照明機材の持ち込み・使用は可能です。 

・建物保存の観点から、建物内での撮影における三脚および一脚、脚立の持ち込み・使用はご遠慮願います。 
・屋外で実施する「野点」の様子、建築物や園内の外観撮影は、三脚および一脚、脚立の使用が可能です。 
 ※ただし、以下の場所では三脚および一脚、脚立の持ち込み・使用が禁止されています。 

本イベントで使用する高橋是清邸・西川家別邸の庭園、綱島家の前庭。三井八郎右衛門邸の庭園、
会水庵、デ・ラランデ邸の庭、来場者の見学に支障のある狭い通路。 

・会場内の電源は使用できません。 

・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。予めご了承ください。 

・本園の取材・撮影規定により、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 12 日（金）12:00 までに、 
東京大茶会広報事務局へ FAX 送信してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈交通アクセス〉 
■JR 中央線「武蔵小金井駅」北口２番、３番のりばから、 

西武バス５分｢小金井公園西口｣下車徒歩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｣ 
下車徒歩５分 

※報道関係者用の駐車場はご用意しておりません。 
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 【10 月 20 日（土）・21 日（日）：浜離宮恩賜庭園】  
 
■茶 席 ※事前申込み制（申込み受付は終了しています） 

①中島の御茶屋：〈20 日〉初回 11:00、最終回 15:40、所要時間約 30 分、１回につき定員 35 名 
〈21 日〉初回 9:40、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：〈20 日〉初回 10:20、最終回 15:40、所要時間約 30 分、１回につき定員 25 名 
〈21 日〉初回 9:40、最終回 15:40、所要時間約 30 分、１回につき定員 25 名 

■野 点（3 席：内 1席は煎茶席） 
富士見山周辺：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 

■茶道はじめて体験 ※英語の通訳・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 ※英語の通訳・解説付き 
富士見山周辺：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 

■高校生野点 富士見山周辺：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〈10 月 20 日（土）〉 

・箏 演奏：10:30～11:00、出演者：山本亜美 
・能楽ステージ：11:30～12:00、出演者：佐野 登（シテ方宝生流 能楽師） 
・小唄 演奏：12:30～13:00、14:30～15:00、出演者：宮澤やすみ 
・歌舞伎パフォーマンス:13:30～14:00、15:30～16:00、出演者：雅屋 JAPAN  

〈10 月 21 日（日）〉 
・書道パフォーマンス：10:30～11:00、15:30～16:00、出演者：前田鎌利 
・小唄 演奏：12:00～12:30、14:00～14:30、出演者：宮澤やすみ 
・箏 演奏：13:00～13:30、出演者：山本亜美 

■ワークショップ   ・歌舞伎メイク体験（参加無料） 
・書道体験（色紙は参加無料、扇子は参加料 200 円）  

■町駕籠の試乗体験 
■出 店     ・東京藝術大学後援の「KOMOGOMO 展」による工芸作品や小物の展示販売 

・お弁当、和菓子、抹茶の販売 
■同日開催イベント 外国人向け伝統文化体験プログラム ※英語の通訳・解説付き 

内容：華道(参加無料)、江戸指物(1 回 500 円)、着物着付け体験(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（電話：03-5428-3655） 

  

【浜離宮恩賜庭園：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。 

・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。 

・本園では、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・使用をお断りしています。 

※手持ちの照明機材の持ち込み・使用は可能です。 

・建物保存の観点から、建物内での撮影における三脚および一脚の持ち込み・使用はご遠慮願います。 
・屋外で実施する各種の「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。 
・会場内の電源は使用できません。 
・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。予めご了承ください 
・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 19 日（金）12:00 までに、東京大茶会 
広報事務局へ FAX 送信してください。 

                   
 
 
 

〈交通アクセス〉 
■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 
※報道関係者用の駐車場はご用意しておりません。 
※プレス受付は、「大手門口」から入園してください。 

報道関係からのお問い合わせ先 
《事前・事後》 東京大茶会広報事務局 担当：大嶋 彰子（携帯 090-1200-7900）  
《会期中》 広報事務局：大嶋 彰子（携帯 090-1200-7900）または、東京大茶会事務局（電話 03-6426-0558） 
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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 2018」 取材申込 FAX 用紙 
 

ご多用のところ誠に恐れ入りますが、「東京大茶会 2018」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。 

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。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・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：（        ）－（          ）－（          ） 

会 場 江戸東京たてもの園 浜離宮恩賜庭園 

取材ご希望日 

□10 月 13 日（土） 
来場予定時間（    ：    ）頃

□10 月 14 日（日） 

来場予定時間（    ：    ）頃

□10 月 20 日（土） 
来場予定時間（    ：    ）頃

□10 月 21 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） 

□脚立/踏台（    本） ※「江戸東京たてもの園」のみ、持ち込み可能 

□その他（照明機材、録音機材 など） 

（                                           ） 

※両会場とも、レフ板およびその類の光が反射する機材の持ち込みをお断りしています。 

※FAX 送信は、以下の日時までにお願いします。 

■江戸東京たてもの園（10 月 13 日・14 日開催）は、10 月 12 日（金） 昼 12 時まで

■浜離宮恩賜庭園（10 月 20 日・21 日開催）は、10 月 19 日（金） 昼 12 時まで 


