ワークショップ

東京都中央区「文化プログラム」応援委員会 主催
中央区 中央区教育委員会

前庭・特設テント

前庭・特設テント

在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本 後援

アートコラボレーション・イン・築地本願寺

築 地本 願 寺

30m のハイテク和紙に、松井守男画伯といっしょに、
大切な友だちの絵を描こう！
日
会

時：2018年10月7日（日）13:30《式典》～14:00～16:00
場：築地本願寺・前庭「特設テント内アトリエ」

対

象：小学生300人

＊学年、性別、国籍は問いません

テーマ：世界はみな友だち
キミにはどんな友だちがいるのかな？ まわりにいる友だちだけでなく、世界にはキミの
「未来の友だち」がいっぱい！
そんな友だちが 2020 年、オリンピック・パラリンピックに向けて、たくさん東京にやって
来ます。世界中がつながるこの日のため、キミの「まだ見ぬ友だち」を、イメージをふくら
ませて描いてみませんか？

日仏交流 160 周年記念事業

松井守男 特別展覧会

本堂１階・２階

【会 期】2018年10月5日（金）～21日（日）9時～17時
【会 場】築地本願寺本堂 1・2 階
【入場料】無料
松井守男はその圧倒的な色彩表現から、活動の地・フランスでは「光の画家」と呼ばれて

【 松井守男プロフィール】
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います。一方で、ヒロシマ・ナガサキへの原爆投下に対する激しい怒りを、苛烈に、しかし

1942 年愛知県豊橋市生まれ。
武蔵野美術大学・造形学部油絵科卒業と同時に、
政府給費留学生として渡仏。パリを拠点に
制作活動を始めアカデミー・ジュリアン、
パリ国立美術学校に学び、ピカソとの出会いに
大きな影響を受ける。
2000 年フランス政府より芸術文化勲章、
2003 年にレジオン・ドヌール勲章を受章。

静かに描いたふたつの大作。そして 2011 年の東日本大震災以降から描き続けているシリー
ズ、
『復興』があります。人間の尊厳は決して侵害されてはならないと
の作家の強い意志が、共に作品を貫いているのです。

10 /

この度の展覧会では松井守男の 10 ｍの大作を、広大な本堂に吊り
下げるなど、大胆なインスタレーションを試みます。また作家が今夏、
築地本願寺を訪れることで生まれた水彩画『伊東忠太へのオマージュ』
51 点も展示します。その独特な世界観を建築で表現した故・伊東忠太
の代表作・築地本願寺。この展覧会では、
松井守男との稀代のコラボレー
ションが実現することになったのです。

◆特別展覧会図録
デザイン／
サイトヲ ヒデユキ
定価／ 2,000 円

ワークショップ

67

（土） （日）

9:00~17:00
国際交流ブース 前庭・テント村

前庭・特設テント

アートコラボレーション・イン・築地本願寺
30ｍの和紙に松井守男画伯と一緒に絵を描こう！

小雨決行・荒天中止

参加無料

日時：10 月 6 日（土）7 日（日）9:00 ～17:00

日時：10 月 7 日（日） 13:30《式典》～14:00～16:00

光と遊ぶ

2010-2011 年，油彩・カンヴァス，215 × 1,000cm

Morio bleu
2017 年，油彩・カンヴァス，215 × 1,000cm

万華鏡

2012 年，油彩・カンヴァス，215 × 1,000cm

松井守男 特別展覧会

本堂１階・２階

野外パフォーマンス・ステージ

会期：10 月 5 日（金）～ 21日（日） 9 時 ～17 時 入場無料

伊東忠太へのオマージュ
2018 年，水彩・紙，42 × 55.9cm
ノーモア・ナガサキ

◎主催：東京都中央区「文化プログラム」応援委員会
◎後援：中央区 中央区教育委員会
在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本

2003 － 2017 年，油彩・カンヴァス，215 × 1,000cm

◎協賛：松井建設株式会社 株式会社杉田製線
株式会社不二家 株式会社内田洋行
公益財団法人 仏教伝道協会

◎協力：浄土真宗本願寺派 築地本願寺 NPO 法人 築地食のまちづくり協議会
日本橋地域ルネッサンス 100 年計画委員会 都民塾 ショージオフィス
Cerisier de l’aube 一般社団法人 文化芸術とスポーツの融合を推進する会
世界堂 ウエマツ Daijo V shop 小田原文化芸術協会 和仁輪仁

※駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください

前庭・本堂前

都市鉱山からつくる！ ブース①
みんなのメダルプロジェクト

国際交流ブース

東京オリンピック・パラリンピックに必要な、約 5000
個の金銀銅メダルを全国各地から集
めたリサイクル金属で作る国民参画
型プロジェクトのブースです。回収
ボックスを配置しますので、小型家
電をお持ちください！

前庭・テント村

10 月 6 日（土）／ 7 日（日）
9:00 ～ 17:00

韓国

キムチ、チジミ、マッコリなど韓国を代表
する人気料理を提供します。アツアツ餃子やチヂミ
に、マッコリは相性抜群の組み合
わせです。またキムチは、本場な
らではの最高レベル
をご 用 意しました。
ご期待ください！

オーストラリア

インド

ブース⑤

ニュージーランド

オーストラリアにしかない蜂蜜、マカダ
ミア蜂蜜、ユーカリ蜂蜜、ジャラ蜂蜜、オーストラ
リアの茶畑で殺虫剤を使わずに
栽培された紅茶を試飲して購入
できる良いチャン
スです。色々試し
てみてください。

日本を代表し、境内の日本料理店「紫水」
からは、鳥ガラスープを使い塩味に仕上げた塩ちゃ
んこ、鳥の唐揚げを野菜たっぷりの出汁割酢で煮
込み、タルタルソー
スで召し上がるチ
キン南蛮などを提
供します。

ブータン

ニュージーランドの国民的デザート、ラ
ミントンやミートパイ、チキンパイなどを本場のシェ
フが作ります。またなかなか手
に入らないダウンアンダー地図
のティータオルや可愛い
ぬいぐるみ、アクセサ
リーを販売します。

ブース⑫

ブータンの民族衣装キラ（女性）とゴ（男性）
の着付けをします。日本の着物
に似ているようにみえますが、
着方はまったく違います。子供用
もありますので、ご家族での体
験もできますよ。ブータン・アイ
テムの小物の販売もしています。

都民塾

築地本願寺の総代で、元都議の立石晴
康氏が毎月一回、本願寺講
堂で開催している都民のた
めの開かれた勉強会・都民
塾。 読書の秋に先駆け、こ
れまで講師を務めた著名人
の著書を販売します。

キッズブーケプロジェクト

は、10/ ８の中央区マラソンで入賞者に贈呈されます。

６日

第一伝道会館

《松井守男 特別展覧会々場／１・２階》
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ワークショップ特設テント
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12

灯籠

７日

参道
合同墓

７日

正門

韓国／サムルノリ演奏
民団東京大田支部

前庭・本堂前

タイムスケジュール

〈 野外パフォーマンス・ステージ 〉

10/6（土）
11:30 ◆11:30 ～ 50 ／韓国
サムルノリ演奏

民団東京大田支部

12:30 ◆12:30 ～ 50 ／中国
古箏（こそう）の演奏
さん
孔維韶（こういしょう）
13:30 ◆13:30 ～ 50 ／インド
東インド古典舞踊オリッシ―
安延佳珠子インド舞踊スタジオStudio Odissi
14:30 ◆14:30 ～ 50 ／日本
琵琶の演奏
大峯香風さん
15:30 ◆15:30 ～ 50 ／中国
古箏（こそう）の演奏
孔維韶（こういしょう）
さん
16:30 ◆16:30 ～ 50 ／ブータン
ダムニェン演奏
シェラブ・ドルジさん
17:00 ◆終了

チャンゴなど 4 種の伝統的な打楽器を
用いる音楽です。

10/7（日）

そう

中国／古箏の演奏
こう い しょう

孔維韶 さん （孔子の七十八代目）

インド／古典舞踊オリッシー
やすのぶ か ず こ

安 延佳珠子インド舞踊スタジオ Studio Odissi

「蘇った彫刻像」
とも呼ばれる古典舞踊。
情熱的に足の鈴を鳴らし合掌し、祈り
を捧げ踊ります。
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10

インフォメーション
センター

６日

9

7

ブース⑭

特定非営利活動法人 国連 UNHCR
協会が主催するブース。 難民問題について考える
紙芝居（1 日 2 回～ 3 回）や、子ども向け小ワーク
ショップ、①難民キャンプテ
ント型貯金箱（紙製）作り、
②「いのちのメジャー」体験
を開催します。

右手の指にはめた義爪で弦を弾く、
中国の伝統的な箏の演奏。

守衛所

北
門
8

貧困撲滅 寄付コーナー

こ

６日

南
門

ブース⑨

アクセサリー作りのワークショップを
開催。くるみボタンのパーツに、ハワイアン柄の
生地の端切れをそれぞれに組
み合わせて、ピアスやヘアゴ
ムの飾りにします。4 歳以上
のお子さまなら、簡単に作れ
ますよ！

野外パフォーマンス・ステージ

本 堂

《医務室》

ハワイ

ブース⑬

子どもたちが作ったブーケをスポーツ選
手に届ける活動（東京
2020 参画応援プログラム）。
今回は和紙でお花のマグネット
や、和紙花でブーケを作るワーク
ショップを開催。★ブースで制作したブーケ

ブース④

珍しい米粉とココナッツを混ぜて焼かれた
デザート・タイ式たこ焼きや、
もちもちの蒸しクレープ、
そしてタピオカドリンクを販
売します。スウィーツ大好き
という人は、真っ先に駆け
つけてください！

ブース⑧

会 場 案 内 図
第二伝道会館

タイ

ブース③

「世界の屋根」ヒマラヤを有するネパー
ルからは、茶葉に香辛料を加えたマサー
ラー・チャイや、ネパール
の代 表 的な料 理、 蒸し餃
子のモモを提供。スパイス
がアクセントになったタレ
がポイントです。

ブース⑦

日本

ブース⑪

ネパール

ブース②

よくご存知の炭で焼いたシェラスコやエ
スペチーノ（串焼き肉）などの他、サトウキビ
が原料のスピリッツを使ったカクテル・
カイピリーニャや、 国民的な
ソフトドリンク・ガラナな
どを販売、外せないブース
です。

ブース⑥

野菜がたっぷり入ったカレー風味のインド
定番のストリートフード、サモサや、スパイスが入っ
た甘く香り高いミルクティー、
マサラチャイを提 供。また、
アレルギー食材をほとんど使
わないで作ったレトルト・カ
レーなどの販売も。

ブース⑩

ブラジル

10:30 ◆10:30 ～ 50 ／インド
ボリウッドダンス
Tokyo Tarang（歌） Twinkle Toes（踊り）
11:30 ◆11:30 ～ 50 ／インド・ネパール
インド民族舞踊とネパール民族舞踊
Indian folk dance club（来場者参加型）
12:00

ブータン／ダムニェンの演奏

シェラブ・ドルジ さん

装飾がとても美しいブータンの伝統的な
弦楽器、ダムニェンの演奏です。

インド／ボリウッドダンス

13:30 ◆13:30 ～ 50 ／
ワークショップ開講前の式典
14:00

Tokyo Tarang（歌）Twinkle Toes（踊り）

インドの古典舞踊にさまざまな要素を取
り入れて作られた、インド映画で使われ
©Dola Re Dola
ているダンスと歌を披露。

インド・ネパール／民族舞踊

Indian folk dance club （来場者参加型）

同文化圏の両地域が、サリーと
銀の装身具に身に纏い、お祝
いの儀式を盛り上げます。

ハワイ／フラダンスとウクレレ演奏

ナプアレイオピカケ

多世代で仲良く活動している中央区の
フラ・サークルがフラの魅力を伝えます。

15:00

ワークショップ ～ 16:00
松井守男画伯といっしょに
絵を描こう！

16:30 ◆16:30 ～ 50 ／ハワイ
フラダンスとウクレレ
ナプアレイオピカケ
17:00 ◆ 終了
また来年会いましょう！
＊このスケジュールは予告なく変更になることがあります。
あらかじめご了承ください。

