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昨年度、世界各国から 2万 8000人以上の外国人が体験 

この度、8月/10月に追加プログラムの開催が決定 
 

平成 28 年 4 月 26 日に「アーツカウンシル東京 伝統文化事業 平成 28 年度ラインアップ発表」のリ

リースを発表したところですが、この度、訪日外国人旅行者を対象に、都内の観光拠点において、気軽

に体験が出来る短時間体験プログラムの追加開催が決定いたしましたのでご案内いたします。 

本プログラムは平成 27年度より開始し、昨年は 2万 8千人以上の方々が参加されました。平成 28年

度は、すでに定期開催中の浅草文化観光センターでの「日本舞踊体験」、東京都江戸東京博物館での「演

芸体験」に加え、8月 20日（土）・21日（日）に「江戸手描提灯文字入れ体験・江戸簾コースター作成

体験」を MOSHI MOSHI BOX 原宿観光案内所にて、8月 28日（日）に「囲碁体験」を浅草文化観光センタ

ーにて、10月 15日（土）・16 日（日）に「東京くみひも体験・着物着付け体験・華道体験」を浜離宮恩

賜庭園にて開催することが追加決定しました。すべてのプログラムは英語の解説付きで実施いたします。

是非、ご来場・ご取材いただきますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

        
       1 ＜江戸手描提灯文字入れ体験＞                2 ＜囲碁体験イメージ＞ 

       
           3 ＜華道体験＞                           4 ＜着物着付け体験＞ 

    ※1・3・4の写真は昨年（平成27年度）の様子 

外国人向け伝統文化・芸能体験事業の追加プログラムの詳細は、一覧をご確認ください。（全3ページ） 

 

 

アーツカウンシル東京 伝統文化事業  

平成 28年度 外国人向け伝統文化・芸能体験プログラム 追加プログラム開催 

＜本リリース・取材に関するお問合せ＞ 

アーツカウンシル東京 伝統文化事業事務局 （広報担当：宇野） 

TEL 03-5369-4541（10：00～18：00） email admi1@tokyo-tradition.jp 

公式サイト http://www.tokyo-tradition.jp/ 

mailto:admi1@tokyo-tradition.jp
http://www.tokyo-tradition.jp/


PRESS RELEASE 

 1 

 

＜アーツカウンシル東京 伝統文化事業 追加決定プログラム詳細＞ 

1. MOSHI MOSHI BOX 原宿観光案内所 2F MOSHI MOSHI GALLERY 

会場所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 3-23-5 

 

昨年度（平成 28 年 3 月）に実施し大変好評を博した、MOSHI MOSHI BOX 原宿観光案内所 2F MOSHI 

MOSHI GALLERYでの伝統文化体験を今年度も引き続き実施いたします。東京都指定の伝統工芸を 2日間

にわたって体験できます。 

① 

プログラム名 江戸手描提灯文字入れ体験プログラム 

開催日 平成 28年 8 月 20日（土） 

開催時間 1 回目 12:00～13:00、2回目 12:30～13:30、3回目 14:00～15:00 

4 回目 14:30〜15:30、5回目 16:00～17:00、6回目 16:30～17:30 

実施内容 江戸提灯の「印刷に頼らない手描きの職人技」を体験。講師の指導の下、提灯本体に好きな

文字や絵の枠組みを下書き、絵の具で中を塗り、乾かして完成させます。 

料金 500円 

受付日 平成 28年 7 月 29日（金）15：00より 

参加方法 先着順 予約専用サイトより事前受付 （定員に達していない場合、当日受付も可） 

https://v3.apollon.nta.co.jp/moshimoshi8/ 

定員 1 日 30名程度（各回 4〜6名程度） 

主催 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） 

助成・協力 東京都 

協力 東京提灯業組合 

② 

プログラム名 江戸簾コースター作成体験プログラム 

開催日 平成 28年 8 月 21日（日） 

開催時間 1 回目 12:00～12:30、2回目 13:00～13:30、3回目 14:00～14:30 

4 回目 15:00〜15:30、5回目 16:00～16:30、6回目 17:00～17:30 

実施内容 江戸時代から 300年あまりにわたり継承されてきた技術を基礎に、現代の生活様式に合致し

たデザインと優れた品質の製品を作り出す江戸簾のコースターを作成します。 

料金 500円 

受付日 平成 28年 7 月 29日（金）15：00より 

参加方法 先着順 予約専用サイトより事前受付 （定員に達していない場合、当日受付も可） 

https://v3.apollon.nta.co.jp/moshimoshi8/ 

定員 1 日 40名程度（各回 7 名程度） 

主催 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） 

助成・協力 東京都 

協力 東京簾工業協同組合 

https://v3.apollon.nta.co.jp/moshimoshi8/
https://v3.apollon.nta.co.jp/moshimoshi8/
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2. 浅草文化観光センター（人気のプログラム日本舞踊体験と同日開催） 

会場所在地 ： 〒111-0034 東京都台東区雷門 2-18-9 

 

浅草文化観光センターにて人気のプログラムの日本舞踊体験と同日開催で囲碁体験を実施します。 

中国から伝えられ平安時代に貴族の間で広まり、日本独自の発展を遂げ、古くから日本人に愛されてき

た奥の深いゲームを、この機会にご体験ください。 

 

プログラム名 囲碁体験プログラム 

開催日 平成 28年 8 月 28日（日） 

開催時間 1 回目 10:30～11:30、2回目 13:00～14:00、3回目 15:00～16:00 

会場 浅草文化観光センター 5階 大会議室 

実施内容 囲碁のレクチャー及び体験を実施します。 

教材として英語・中国語・韓国語の手引書を用意します。通訳は、英語・中国語・韓国語

にて対応します。参加者には、紙製入門用碁盤をお持ち帰りいただきます。 

料金 無料 

受付日 平成 28年 7月 1 日（金）9：30より受付中 

参加方法 先着順 予約専用サイトより事前受付 （定員に達していない場合、当日受付も可） 

https://v3.apollon.nta.co.jp/igo/ 

定員 1 日 120名程度（各回 40名程度） 

主催 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 台東区 

助成・協力 東京都 

特別協力 公益財団法人日本棋院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://v3.apollon.nta.co.jp/igo/
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3. 浜離宮恩賜庭園 屋外ブース（東京大茶会 2016同日開催） 

会場所在地 ： 〒104-0046 東京都中央区浜離宮庭園１−１ 

 

東京大茶会 2016の会場である浜離宮恩賜庭園にて、東京くみひも・着物着付け・華道の体験プログラム

を実施します。〝都会のオアシス〟として親しまれている日本庭園の中で伝統文化に触れることのでき

る貴重な機会です。当日会場にて参加受付しますので、お気軽にお越しください。 

 

開催日 ： 平成 28年 10月 15日（土）・16日（日） 

① 

プログラム名 東京くみひも体験プログラム 

実施内容 東京くみひもについての簡単な説明と手を使って組むくみひも体験を実施します。2色の

絹糸を手で組んでいきます。作品を作った後は、手首に巻くなどして持ち帰ることができ

ます。台を使ったくみひものデモンストレーションも同時に実施します。 

料金 500 円（別途要庭園入園料） 

定員 1 日 40名程度（各回 8 名程度） 

主催 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） 

助成・協力 東京都 

協力 東京くみひも協会 

② 

プログラム名 着物着付け体験プログラム 

実施内容 着物（振袖・紋服・普段着・子供用）を着て、庭園内の散策体験。散策時間 60分程度。 

料金 無料（別途要庭園入園料） 

定員 1 日 50名程度 

主催 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） 

助成・協力 東京都 

協力 一般財団法人民族衣裳文化普及協会 

③ 

プログラム名 華道体験プログラム 

実施内容 華道についての簡単な説明と華道体験を実施します。講師が見本でお花を生けた後、その見

本に沿って、参加者がそれぞれお花を生けます。作品を作った後は、写真撮影等を行い、お

花を持ち帰ることができます。 

料金 無料（別途要庭園入園料） 

定員 1 日 60名程度（各 20名程度） 

主催 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） 

助成・協力 東京都 

協力 東京都華道茶道連盟 

 

本リリースの情報は、平成 28年 7月 26 日現在の内容になります。 

全てのプログラムは、都合により変更になる可能性がございます。 


