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2017年 11/10 金 -11/19日 上野恩賜公園内 東京国立博物館 東京都美術館 東京文化会館 谷中地域 ほか
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「文化の杜」新構想実行委員会、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） 後援 東京都東部公園緑地事
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務所 協賛 株式会社伊藤園 株式会社ぐるなび 株式会社NKB 公益財団法人日本交通文化協会 株式会社精養軒 平成29年度 文化庁文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業 平成29年度 台東区 上野「文化の杜」新構想事業
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ミナモミラー
鈴木太朗・空間演出研究所

「こぱんだウインズ」コンサート
こぱんだウインズ（金管六重奏）

場所 = 不忍池（ボート池）

今年も特別コンサートを開催します。

不忍池の水面に映り込む光の軌跡で

上野公園を舞台に、こぱんだウインズが

新たな池の表情を作り出すアート。

演奏します。

期間限定展示：11/17（金）- 11/19（日）
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谷中アートプロジェクト
「The Whole and The Part / 全体と部分」
東京藝術大学 + パリ国立高等美術学校
グローバルアート共同プロジェクト2017

L

場所 = 市田邸、 旧平櫛田中邸ほか
東京とパリの美大生が谷中の町中をアートスポットに変身させます。

上野造船所 不忍池 葦舟プロジェクト
日比野克彦＋海部陽介＋石川仁

K

場所 = 不忍池（ボート池）、 弁天堂前広場 ほか

上野公園スタディーズ

3万年前の航海に思いを馳せる

場所 = 東京都美術館 講堂 日時 = 11/10（金）17:00-19:00

ワークショップとインスタレーション。

申し込み方法 = 事前申し込み制。

石川仁と作る葦舟ワークショップ参加者募集

公式サイトよりお申し込みください。

10日間で探検家の石川仁と一緒に葦を素材に舟を作り、

上野公園に長年たずさわる人々や専門家とともに、

最終日に不忍池のボート場に浮かべます。
日時 = 11/10（金）- 11/19（日） 11:00-17:00
申し込み方法 = 事前申し込み制

上野公園の歴史や文化について調査・検討し、 発信する
「上野公園スタディーズ」。そのキックオフとなる
トークイベントを開催します。

公式サイトよりお申し込み下さい。

企画：特定非営利活動法人 Art Bridge Institute

ITO EN
ティーテイスターフォレスト
橋本和幸
場所 = 上野公園噴水前広場
伊藤園ティーテイスターによる
新たなお茶のカタチを提案する
空間アート。

G
藝祭御輿
「上野文化の杜賞」 受賞作品展示
場所 = 上野公園噴水前広場

2017年9月の東京藝術大学の学園祭で

I

タイトル未定

大巻伸嗣

場所 = 上野公園噴水前広場、 噴水池

学生が制作した御輿の優秀作３基を展示。
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照明探偵団 上野公園に現る vol.2
場所 = 東京国立博物館
「上野の杜」 の明かりのあり方や未来形を考える
ワークショップを連続講座で開催。
協力：パナソニック株式会社
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同時開催アートプログラム 茶ヌーボー
本会期に合わせて、 谷中のお店やギャラリーなどを会場に、
地域の人々が 「お茶」をテーマとした企画を展開します。
問い合わせ 〈art-Link 上野 - 谷中〉実行委員会

110-0002 東京都台東区上野桜木2-13-3（株）クマイ商店内
TEL 080-6616-1950 E-mail artlink97@yahoo.co.jp

数寄フェスについて
上野恩賜公園を舞台に、アートで日本文化を世界に発信する
プロジェクト。今年はディレクターも新たに、公園を飛び出して
街中にも展開します。アート作品やワークショップ、コンサート
を展開。 日本や東京を「数寄 (= 好き )」になる10日間を体
験して下さい。
上野「文化の杜」新構想実行委員会について
上野公園に集まる日本屈指の文化芸術資源の魅力を顕在化さ
せ、パリやロンドンなど世界の主要都市に匹敵する「芸術文化
発信拠点 UENO」を目指すために結成された団体です。

お問い合わせ 上野「文化の杜」新構想実行委員会内 TOKYO 数寄フェス2017事務局
TEL 03-5834-2396 ※イベント内容は変更される場合があります。変更内容、タイムスケ
ジュールや申込み方法など詳細については、
『TOKYO 数寄フェス2017』の公式サイトに
てお知らせします。 sukifes.tokyo

企画：照明探偵団
照明探偵団上野公園に現る vol.2 ワークショップ 参加者募集
日時 = 10/16（月）18:00-21:00 11/13（月）18:00-21:00

11/14（火）18:00-19:00 申し込み方法 = 事前申し込み制
公式サイトよりお申し込み下さい。
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