
＜Press release＞              令和元年7月23日 

報道関係各位             浜離宮大江戸文化芸術祭 2019 実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜離宮大江戸文化芸術祭 2019 実行委員会（事務局：公益財団法人東京都公園協会）では、江戸文化の香り

漂う浜離宮恩賜庭園にて世界的なファッションデザイナー・コシノジュンコ氏を総合プロデュースに迎え令和元年8月23日（金）

～8月 25日（日）の 3日間開催する「浜離宮大江戸文化芸術祭 2019」の詳細コンテンツを発表いたします。 

イベントでは、まるで江戸時代と現代が融合した世界を訪れたような、多数のコンテンツをご用意。今回目玉となるのは、内堀広

場に設けられる6メートルの櫓と櫓の周りで繰り広げられる日本を代表するDJ達のプレイと浴衣フェス。8月23日（金）は、スペシ

ャルゲストDJとしてDJ KOOさん、8月24日(土)は浦浜アリサさん、清水沙也佳さん、YORIさんが、コシノジュンコ氏デザインの江

戸ポップな衣装をまとったモデルと共に登場します。浴衣フェスは林英哲氏主宰「英哲風雲の会」から選ばれた精鋭3名のメンバー

による和太鼓がDJサウンドと共演し、江戸と現代が融合する圧巻のステージを体験いただけます。 

特設スペースでは日本が誇る剣道や居合、薙刀など「武道」パフォーマンスの披露、江戸時代に大衆文化として広まりをみせた百

人一首やこま、しゃぼん玉など江戸文化を楽しめる「遊び場」も登場します。さらに食体験も充実しており、日本の食文化が感じら

れるブースが多数登場するほか、復興支援の一環として福島県の地元民から愛されるなみえ焼きそばや白河高原清流豚のお惣

菜、全国新酒鑑評会金賞受賞7年連続日本一の快挙を達成した「ふくしまの酒」のスタンディングバーなど、古くから伝わる日本

の味を堪能し尽くすブースも出店します。本イベントの協賛企業である伊藤園がお届けする特別なお茶会では、コラボレーションプ

ロジェクトとして、ここでしか食べることのできないコシノジュンコ氏プロデュースのオリジナル和菓子をご用意します。この和菓子とお茶

は「中島の御茶屋」にて日本庭園を眺めながらお楽しみ頂くことができます（数量限定）。さらに、会場内ではお見立て会として、

コシノジュンコ氏デザインの浴衣をはじめ、色とりどりの浴衣を多数揃えた浴衣の着付け体験ブースもご用意。浴衣着付け後は、

江戸を感じる会場内をお楽しみください。今回の特典として、浴衣をご着用して来場いただいた方には入園料金が無料です。 

会場となる浜離宮恩賜庭園は、潮入の池と二つの鴨場（かもば）をもつ江戸時代の代表的な大名庭園です。東京の喧騒を

忘れるような江戸文化が息づくハイブリッドな空間で、お祭り DJ のステージを中心に、観客の皆さんも一緒に踊って楽しめる３日

間限りのエンターテイメントです。夏休みを締めくくる異空間体験をお楽しみください。 

  

【「浜離宮大江戸文化芸術祭２０1９」コンテンツ詳細決定！】 

浴衣フェスに DJ、ライトアップ、落語、茶席、武道、など “現代×江戸”が融合 

歴史的文化芸術遺産で江戸時代にタイムスリップ！？ 

ハイブリッドな異空間体験で夏休みを締めくくる体験を！ 

＜開催：8月 23日（金）～25日（日）＞ 



＜開催概要＞ 

イベント名 浜離宮大江戸文化芸術祭 2019（にせんじゅうきゅう） 

 

日  時  令和元年 

8月 23日（金）17:00～21:00 

8月 24日（土）11:00～21:00 

8月 25日（日）11:00～17:00 

※イベント期間中、浜離宮恩賜庭園は通常通り 9時から開園しています。 

 

場  所    浜離宮恩賜庭園 （東京都中央区浜離宮庭園１−１） 

  ※17時以降の入園は大手門口のみになります 

 

コンテンツ      ■浴衣フェス IN 浜離宮 ■日本の武道パフォーマンス 

■食文化ブース ■邦楽演奏 

■浴衣お見立て会 ■江戸を遊ぼう 

■黒松ライティング ■華道 

■落語クルージング ■茶道 

 

主  催       浜離宮大江戸文化芸術祭 2019実行委員会 

 

後  援       国土交通省、観光庁、中央区 （予定） 

 

助  成       ・文化庁（2019年度日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業） 

               ・公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 

 

アクセス       【大手門口（庭園北側の入口）】 都営大江戸線「築地市場」「汐留」・ゆりかもめ「汐留」駅下車 

徒歩７分、ＪＲ・東京メトロ銀座線・都営浅草線「新橋」駅下車 徒歩１２分  

 【中の御門口（庭園北西側の入口）】 都営大江戸線・ゆりかもめ 汐留駅下車 １０番出口  

徒歩５分、ＪＲ 浜松町駅下車 徒歩１５分  

※駐車場はございません。（観光バスと障害者の方の車両駐車スペースあり） 

 

入園料       一般 300円 65歳以上 150円（小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料） 

※浴衣を着用されて来場された方は無料 

公式 HP       https://hamarikyu-event2019.jp/ 

 

 

 

 

 

＜報道関係者の問い合わせ先＞ 

「浜離宮大江戸文化芸術祭 2019」 PR事務局（サニーサイドアップ内） 

 担当：児玉／増子／武田 

TEL：03-6894-3200／児玉携帯：070-3191-4995／Mail：oedofes_pr@ssu.co.jp 

 

https://hamarikyu-event2019.jp/
mailto:oedofes_pr@ssu.co.jp


＜スペシャルゲスト DJ プロフィール＞  

■8月 23日（金） 

DJ KOO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■8月 24日（土） 
 

浦浜アリサ 

数々のファッション誌やファッションショー、広告などのモデルをつとめる。 

「VOGUE FASHION’S NIGHT OUT」などファッションイベントを中心に DJ としても活動。 

また、TV・イベントの MC、ラジオ番組のパーソナリティーとしても活躍している。  

J-WAVE のナビゲーターとしても毎週レギュラー出演中。 

 

オフィシャルサイト：urahamaalisa.com 

Instagram：@alisa_urahama 

Twitter：@Alisa_U57 

 

清水沙也佳 

モデルとして雑誌や、様々なファッションショーにも出演。 

さらに DJ としても幅広く活動も行っており、過去にメジャーデビュー経験を持ちマルチな活動を展開中。  

【DJ ジャンル】EDM、HOUSE   

Instagram: @sayaka__shimizu 

 

DJ YORI 

12 歳から DJ を始め、東京を拠点に世界各地でプレイ。 

Tech HOUSE を中心に、ラテン・アフリカンテイストやブレイクビーツを織り交ぜ、ロンドンでは 

４年半に渡り、Soho, old street のクラブを中心にプレイ。パリファッションウィークやブラジル、北京、 

キューバなど世界各地でのイベントやコレクションを中心に DJ をする。ミャンマーでは日本人初の DJ 

として 1000 人のフロアを盛り上げた。沖縄では８万人を集める”琉球海炎祭“に毎年 mix を提供。 

アーティストが行うライブペイントバトル大会”ART BATTLE”公式 DJ。 

 

 

TRF のリーダー、DJ、日本屈指の盛り上げ番長！ 

トータル CDセールスは 2100万枚を超え、多くの人に今なお愛されつづけている。現在は、

TRF の活動とともに、“日本を元気に！笑顔に！”をモットーに“盆踊り”と DJ を融合させた

進化型お祭りエンターテインメントで話題を集めている。また、日本伝統芸能の世界発信を

目指すお祭りエンタメユニット「UKOON」(ウコーン)を結成し、精力的に活動中！DJ KOO

のエンターテイメント型ジャパンカルチャーの世界発信に、ぜひ注目してほしい！ 

 

YouTube  

https://www.youtube.com/channel/UCYDFxWio04dzvmFQE1bm-xw/ 

Instagram  https://www.instagram.com/dj_koo1019/ 

FaceBook  https://www.facebook.com/djkoo1019  

Twitter  https://twitter.com/djkoo_official 

 

https://www.instagram.com/dj_koo1019/
https://www.facebook.com/djkoo1019


ご参考： 

＜コンテンツ詳細＞  

■音：浴衣フェス IN 浜離宮 

日時：8月 23日(金) 17:00～21:00 DJ：DJ KOO 

8月 24日(土) 17:00～21:00 DJ：浦浜アリサ、清水沙也佳、DJ YORI 

場所：内堀広場 

日本を代表する著名 DJ達のプレイや林英哲氏主宰「英哲風雲の会」から選ばれた精鋭

3 名のメンバーによる和太鼓が浴衣フェスを盛り上げます。お祭りやぐらのステージを中心に、

浴衣を着たダンサー、コシノジュンコの江戸ポップな衣装をまとったモデルが登場。来場する

方々も一緒に踊って楽しめる２日間限りのエンターテイメント。    

是非浴衣でご参加ください。 

 

■食：食文化祭り 

日時： 8月 23日(金) 17:00～21:00 

8月 24日(土) 11:00～21:00 

8月 25日(日) 11:00～17:00 

場所：内堀広場 

日本の食文化が感じられる様々な味が登場する飲食ブース。復興支

援の一環として福島県ブースが参加し、全国新酒鑑評会において金賞

受賞７年連続日本一に輝いた「ふくしまの酒」やご当地グルメを販売します。また福島県会津地方の郷土玩具「起き上

がり小法師」の絵付け体験を同時開催します。 

 

■衣：浴衣お見立て会 

日時： 8月 23日(金) 17:00～20:30 

8月 24日(土) 11:00～20:30 

8月 25日(日) 11:00～16:00  

場所：花木園 

コシノジュンコ氏デザインの浴衣をはじめ、色とりどりの浴衣を多数揃えてお待ちします。 

その場で着付けをいたしますので、そのまま庭園内にてお過ごし頂けます。 

※荷物の預所を設置、浴衣の販売、レンタルは有料。 

※レンタルの場合は終了時間までにお戻りください。 

 

■光：黒松ライティング&ライティング回廊  

日時： 8月 23日(金)、8月 24日(土) 

※共に日没から 21:00 まで 

場所：庭園内各所 

六代将軍・徳川家宣が庭園を大改修した時に植えられたといわれる

「三百年の松」をライトアップ。また庭園内の大手門から、庭園の中

心部へと灯篭の明かりが誘う園路が幻想的な夜を演出。 



■笑：落語クルージング 

日時： 8月 24日(土) 12:30～14:05 / 15:30～17:00 

8月 25日(日) 11:55～13:25 / 14:30～16:05 

場所：水上バス発着場 

江戸時代に端を発すると言われる日本文化、落語。浜離宮からお台場、

浅草へと進む船内で、移り変わる東京情景と落語を堪能して頂けます。 

1日 2回、各回 2名の落語家が出演します。（有料） 

 

■武：日本の武道パフォーマンス 

日時：8月 24日(土) 13:00～17:00 

8月 25日(日) 13:00～17:00 

場所：庭園内特設会場（御亭山付近） 

古くから受け継がれる日本精神がその技と所作に表現される剣道、居

合い、薙刀。現代では見る事が少なくなった武道パフォーマンスが浜離

宮に出現し、江戸へといざないます。 

※各コンテンツ 1日 2回のパフォーマンスを予定 

 

■楽：邦楽演奏 

日時： 8月 24日(土)  12:45～ / 15:00～ 

8月 25日(日)  12:45～ / 15:00～  

場所：庭園内特設会場（富士見山付近） 

東京藝術大学の邦楽演奏チームによる日本の音文化パフォーマンス。

江戸時代の人々が聞いて楽しんだ邦楽を江戸文化が香り漂う庭園の

空気感の中でお楽しみください。 

 

■遊：江戸を遊ぼう  

日時： 8月 24日(土) 11:00～17:00 

8月 25日(日) 11:00～17:00 

場所：庭園内特設会場（富士見山付近） 

江戸時代に大衆文化として広まりをみせた、百人一首、塗り絵、しゃ

ぼん玉、こまなど、親子で文化を楽しめる「遊び場」です。（無料） 

 

■華：華道 

日時： 8月 24日(土) 11:00～17:00 

8月 25日(日) 11:00～17:00 

場所：鷹の御茶屋 

日本芸術である華道を世界に発信し続けるいけばなインターナショナ

ルによる華道作品を展示します。コシノジュンコとのコラボレーションによ

る表現される「江戸」をテーマにした大胆かつモダンな作品となります。 



■茶：茶道 

日時： 8月 24日(土) 11:00～20:00 (12回実施予定) 

8月 25日(日) 11:00～17:00 (11回実施予定) 

場所：中島の御茶屋 

伊藤園がお届けする特別な浜離宮限定のお茶会。コシノジュンコプロデ

ュースによる和菓子と共に、空間とその作法が醸し出す日本文化の粋

を体感できる特別なイベントです。 

※各回の定員は 32名になり先着順になります。所要時間は約 30分です。 

※整理券は大手門口で配布いたします。 

 

<総合プロデューサー コシノジュンコ氏 プロフィール> 

 

 

 

 

 

 

＜会場図＞ 

 

「見て、楽しんで、味あう、浜離宮です」 

新人デザイナーの登龍門といわれる装苑賞を最年少で受賞。1978年パリコレクション初参

加。北京、NY（メトロポリタン美術館）、ベトナム、キューバ、ミャンマーなど世界各地にてファッ

ションショーを開催。オペラからスポーツユニフォーム、インテリアデザインまで幅広く活動。沖縄の

琉球海炎祭にて花火のデザインも手掛ける。 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委

員会 文化・教育委員。2017年度、文化功労者に選出。2025年万博誘致特使。 


