新宿産業観光フェア2018

新宿の観光

新宿区の地場産業を体験しよう！
！

ショッピング、文化、娯楽…。多彩な魅力を持つ新宿区は、いつもたくさんの人々でにぎわう街です。新宿駅周辺は、繁華街や高層ビル
などが立ち並ぶ一大ショッピングエリア。少し足を延ばせば、博物館や美術館、能楽堂、神社など、日本独特の文化を感じるスポットであ
ふれています。春にはすばらしい桜が楽しめるなど、緑豊かな一面も。新宿の多様な魅力を映像や観光案内、展示即売の 3 つのコーナー
で紹介します！
一般社団法人
新宿観光振興協会

【高田馬場・早稲田・大久保エリア】
春の高田馬場・早稲田の神田川遊
歩道では、見事な桜並木が続きま
す。遊歩道を歩きながら美しい景
観が楽しめます。

03-3344-3160

【落合エリア】
2 / 2 2（ 金 ）〜 2 4（ 日 ）
開催の「染の小道」は、“染
のまち” 落合・中井を色鮮
や かな染物で彩るイベン
トです。

●印刷技術ってオモシロイ

●みんなで染めよう！「百人染め」
「絞り染め」

〜こんなこともできるんです！
新宿区の印刷技術、ぜひご覧ください〜

区内を流れる神田川や妙正寺川流域は京都、金沢と並ぶ日本の染色三大産地として

区内には印刷・製本関連企業が集積し、それぞれの得意分

の武士の裃（かみしも）から発展した「東京染小紋」
。会場では日本独自の美しい模

野を活かして、印刷技術の新しい可能性を追求しています。

様が魅力の「型染め」
「絞り染め」を参加者のみなさんに楽しんでいただきます。

昔ながらの印刷技術、日々進化する技術。いろんな印刷技術
を体験してみよう！ お持ちの写真データでカレンダーやノート
を作れます。
11/16（金） 10:30~19:00
11/17（土） 10:00~17:00

百人染め
全長10m の反物に型染めをしてみよう。みんなで完成さ
せた反物は、来年 2 月開催の「染の小道」で展示します。
11/16（金） 10:30~18:00
11/17（土） 10:00~16:00

講師

※両日とも 12:00 〜 13:00 は除く

一般社団法人新宿区印刷・製本関連団体協議会

【神楽坂エリア】
趣のある石畳の路地に昔ながらの美しい
黒板塀が続き、ちょっとおしゃれな街歩
きができます。

【新宿駅周辺エリア】
西新宿は超高層ビル群が
整然と並ぶビジネス街。
新宿駅の東側は一大
ショッピングエリアです。

講師 「染の小道」実行委員会

絞り染め
布の一部をしばって模様をつけます。自分だけの手ぬぐ
いを作ってみよう。
11/16（金） 10:30~12:00 ／ 13:00~15:00
11/17（土） 10:00~12:00 ／ 13:00~15:00

【四谷エリア】
消防博物館や東京おも
ちゃ美術館など親子で
楽しめます。

展示即売コーナー （出展者 23 〜 29 ）
「新宿高野」「新宿中村屋」「追分だんご本舗」「文明堂」「韓国広場」など観光客に人気の
新宿の味がずらり勢揃い。江戸時代にブームを巻き起こした唐辛子「内藤とうがらし」を
使った商品も登場します。新宿区の友好提携都市「信州・伊那市」の特産品も紹介します。

栄えました。色味をおさえ優美な中にも渋さを漂わせた「東京手描友禅」や江戸時代

定員

各回、先着 50 名

講師

新宿区染色協議会

タイムスケジュールおよび体験の内容等は、開催日当日に変更となることがあります。

映像コーナー

観光案内コーナー

映像と写真などで
新宿の魅力を
紹介します。

新宿観光振興協会の
スタッフが新宿の魅力を
余すことなく案内します。

ステージイベント
11月16 日（金）

11月17 日（土）
だいかぐら

新宿ものづくりマイスター「技の名匠」 実演コーナー
新宿区が認定した「技の名匠」がプロの技を披露します。コーナーでの実演とステージでのインタビューをお楽しみください。

●太神楽
太神楽は日本に古くから伝わる伝統的な曲芸です。
傘の曲芸などドキドキハラハラは寄席の見どころの
一つ。タネもしかけもない究極のバランス感覚をお
楽しみください。
出演者：丸一 小助・小時
12:00 〜 12:20 ／ 14:00 〜 14:20

▲

●マジックショー
びっくりドッキリのマジックショー！
！何がおこるか見て
のお楽しみ。ちびっこからお年寄りまで幅広くお楽
しみいただけます。
出演者：横田 菊枝
12:00 〜 12:20 ／ 14:00 〜 14:20

あゆさわ

かずと

東京手描友禅

つよし

革製品製造

鮎澤 剛

●大西美代子バンジョークリッパーズ

●タップダンス

アメリカの楽器バンジョーで、懐かしいジャズや
楽しいアメリカ音楽をお届けします。
出演者：大西 美代子（バンジョー）・
ましゅ（バンジョー）・田野 重松（ベース）
16:30 〜 16:50
17:30 〜 17:50

アフリカをルーツとしてアメリカで確立されたと
言われるタップダンス。コミュニケーション手段
として始まり、音楽と共に発展して映画やミュー
ジカルに登場して一般的になりました。こちら
は起源に近い音楽的なタップダンスです。
出演者：加藤 信行（電節 Trio）
13:00 〜 13:20 ／ 15:30 〜 15:50

▲

17 日（土）13:30 〜 16:30
（ステージインタビュー
14:30 〜 14:50）
好みに応じた色や質感の皮革で、
世界にひとつしかないオーダー
メイドの鞄や小物を作っています。

16 日（金）14:00 〜 17:00
（ステージインタビュー
15:00 〜 15:20）
江戸解模様や江戸名所図絵など
精緻な図柄を柔らかな色あいで
反物や帯に描きます。

▲

くまざき

熊﨑 和人

▲

新宿区高田馬場
4-27-15-402 熊﨑工房

新宿区筑土八幡町 5-12 SKビル 鮎藤革包堂

03-3365-6610

03-3267-0409

いしだ

たじま

●新宿ものづくりマイスター「技の名匠」紹介
新宿区内で活躍するものづくりの職人さんの技を紹介します。

つよし

▲

14:50 〜 15:10

「新宿刷綴〜 Shinjuku Suru Tojiru 〜」
（約 20分）
地場産業である印刷・製本関連業の中から「活版印
刷」と「和綴じ製本」を紹介します。
11月16日（金） 10:30 〜／ 12:30 〜
13:30 〜／ 17:00 〜
11月 17 日（土） 13:30 〜／ 16:30 〜
▲
▲

問合せ先

▲
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03-5227-1390

14:30 〜 14:50

Youtube でも配信中！

「アートに出会う街 新宿〜 Where Life Meets Art Shinjuku 〜」
（約15分）
着物文化と密接に関係する染色とつまみかんざしや、
管楽器修理製造業を紹介します。
11月16日（金） 11:30 〜／ 13:00 〜
14:30 〜／ 18:00 〜
11月 17 日（土） 11:30 〜／ 16:00 〜

新宿区北山伏町 1-11 ㈱バーンリペア

新宿区内で活躍するものづくりの職人さんの技を紹介します。

・田島 靖教（内装木質・アルミ建材等補修）

15:20 〜 15:40

●新宿ものづくり産業発信動画上映

▲

03-3361-3083

●新宿ものづくりマイスター「技の名匠」紹介
・鮎澤 剛（革製品製造）

15:00 〜 15:20

・石田 毅司（つまみかんざし製造）

17 日（土）13:30 〜 16:30
（ステージインタビュー
14:50 〜 15:10）
住宅の床の色や傷だけでなく、建
具の破損も魔法のようなスゴ技で
見事に修復します。

▲

新宿区高田馬場
4-23-28-401
イシダ商店

田島 靖教

・熊﨑 和人（東京手描友禅）

▲

16 日（金）14:00 〜 17:00
（ステージインタビュー 15:20 〜 15:40）
薄い羽二重地をたたんでつまんだ
パーツを組んで、素敵なかんざしを
作っています。

内装木質・アルミ建材等補修

▲

石田 毅司

つまみかんざし製造

やすのり

タイムスケジュールの内容等は、開催日当日に変更となることがあります。

所在地

電話番号
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