2022 年 8 月 25 日
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

3 年ぶりに開催！「東京大茶会 2022」
浜離宮恩賜庭園（10 月 22・23 日）、江戸東京たてもの園（10 月 29・30 日）
９月１日（木）より 茶道プログラムの参加募集を開始します
9 月 25 日（日）締め切り、応募者多数の場合は抽選で決定
東京都と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は、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止策を徹底した上で、“東京の秋の風物詩”として親しまれ、通算 13 回目となる大規模な茶会「東京大茶
会 2022」を、3 年ぶりに都内 2 会場で開催します。
※「東京大茶会 2022」は、国・東京都が公表する新型コロナウイルス感染症対策のガイドラインおよび会場利用
規定を遵守して実施します。

茶 席（江戸東京たてもの園）

野 点（浜離宮恩賜庭園）

※写真は「東京大茶会 2019」の様子

今年度は、江戸時代の代表的な大名庭園「浜離宮恩賜庭園」（東京都中央区）に
て 2022 年 10 月 22 日（土）・23 日（日）に、都内に現存した歴史的建造物を展示す
る都立の野外博物館「江戸東京たてもの園」（東京都小金井市）にて 10 月 29 日
（土）・30 日（日）に実施、計 4 日間の開催です。
異なる流派が一堂に会し、流派を超えた様々なお茶が楽しめる「東京大茶会」は、
日本の伝統文化を国内外へ広く発信するとともに、その根底にある「和の心」を次世
代に継承することを目的としています。今年度も、誰でも気軽に参加できる茶道プログ
ラムを多数ご用意しました。
両会場では、室内で行う「茶席」、快い屋外で開放的な雰囲気を楽しむ「野点（のだ
て）」のほか、同日開催イベントとして、日本の伝統文化や伝統工芸に親しんでもらう
ために「伝統文化体験プログラム」を実施します。
さらに、浜離宮恩賜庭園では、英語でお茶の文化や作法を解説する「英語で楽し
む野点」と、都内高等学校の茶道部の生徒が屋外でお茶をふるまう「高校生野点」、
江戸東京たてもの園では「英語で楽しむ茶席」を行います。

「東京大茶会 2022」ポスター

すべての茶道プログラムにはお茶とお菓子が付き、参加料は一律 500 円（税込）です。浜離宮恩賜庭園は
入園料がかかります（小学生以下および都内在住・在学の中学生は入園無料）。江戸東京たてもの園はイベント
開催中の入園は無料です。
両会場とも、今後の新型コロナウイルス感染症の流行状況や天候などの諸事情により、内容を変更または
中止する場合があります。

【茶道プログラムの参加について】
プログラムはすべて事前応募制となります。
参加希望者は、「公式ウェブサイト」または「往復はがき」のどちらかの方法で応募してください。応募締め切り
後、応募者多数の場合は、抽選で当落を決定します。応募は、1 人あたり 1 会場につき 1 回限りです。
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●応募方法
公式ウェブサイトの場合
公式ウェブサイト（https://tokyo-grand-tea-ceremony.jp）上の「応募フォーム」から応募してください。
応募フォームでは、第 1 および第 2 希望の日時、参加人数（2 人まで）、希望する茶道プログラムが選べます。
往復はがきの場合
「往信用はがき」に、以下の①～⑨の項目を記入の上、東京大茶会事務局まで郵送してください。
①希望する会場、②第 1 希望日時（希望日、開始時間：Ⓐ12 時台まで、またはⒷ13 時台以降のどちらか）、
③第 2 希望日時（希望日、開始時間：Ⓐ12 時台まで、またはⒷ13 時台以降のどちらか）、④参加人数（2 人ま
で）、⑤希望する茶道プログラム（希望がある場合）、また、希望以外のプログラムの参加を希望されない場合に
は、その旨も記載ください。⑥代表者氏名（ふりがな）、⑦郵便番号、⑧住所、⑨電話番号
※「返信用はがき」には、何も書かず白紙のまま、郵送してください。
＜応募先＞
〒137-8691 日本郵便株式会社 新東京郵便局 私書箱 79 号 東京大茶会事務局あて

●参加料
すべての茶道プログラムの参加料は一律 500 円です。（税込、お茶代とお菓子代を含む）

●応募期間と締め切り
2022 年 9 月 1 日（木）～9 月 25 日（日）まで。
※公式ウェブサイトは 9 月 1 日（木）10 時から 9 月 25 日（日）23 時 59 分まで。往復はがきは 9 月 25 日（日）
到着分まで。

●応募に関する注意事項
・1 人で公式ウェブサイトと往復はがきの両方で応募した場合、どちらも無効になります。
・希望する茶道プログラムを記載された場合は、ご希望のプログラムを優先しますが、応募者多数の場合は、ご
希望に添えない場合がございます。また、希望以外のプログラムの参加を希望されない場合には、その旨も記
載ください。
・応募にあたり知りえた個人情報は、本事業に関わる連絡および運営のみに使用します。
・本イベントで提供するお菓子の原材料名・アレルギー物質・栄養成分表示を、公式ウェブサイトに掲出します。

●抽選結果
応募締め切り後の抽選結果は、10 月上旬に、公式ウェブサイトで応募の場合は「当落メール」を申込者の
E-mail に送信、往復はがきで応募の場合は返信用はがきで「当落通知」を申込者に郵送します。

●参加料の支払い方法
当日、当選者は会場に「当選メール」または「当選通知」を持参してください。会場内の参加券販売所テントで
「当選メール」または「当選通知」を提示し、参加料をお支払いください。
＜参加料の支払い方法＞
参加料は、現金または、キャッシュレス決済（交通系 IC カード、nanaco、楽天 Edy、QUICPay、iD）でお支払
いください。
※クレジットカードは利用できません。

●参加者へのお願い
・以下に当てはまる方は、参加をご遠慮ください。
・発熱等の風邪症状がある方（来場前の検温で 37.5 度以上ある方）
・息苦しさ、強いだるさ、軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある方
・同居家族や身近な知人に感染症が疑われる方がいる場合
・過去 7 日以内に政府からの入国制限、入国後の観察期間を必要とする国、地域への渡航または該当在住
者との濃厚接触がある場合
・検温にご協力ください。体温が 37.5 度以上の場合は、参加をお断りします。
・園内各所に設置したアルコール消毒液で、こまめに手指の消毒を行ってください。
・茶席・野点の会場では、飲食時以外はマスク着用にご協力ください。未就学児のマスク着用は不要です。
・茶席および野点の待合所で「連絡先記入票」に氏名・連絡先を記入し、提出してください。
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●お問合せ先
東京大茶会事務局 TEL：03-6426-0558（平日 10:00～17:00）、Email：tgtc2022@murayama.co.jp

「東京大茶会 2022」 概要
１．開催概要
浜離宮恩賜庭園
開催日
開催時間
会場所在地
入園料
アクセス
主 催
共 催
後 援
特別協力
備 考
実施プログラム

2022 年 10 月 22 日（土）・23 日（日）
10:00～16:20（受付開始は 9:00～）
東京都中央区浜離宮庭園 1-1（開園時間は 9:00～17:00、入園は 16:30 まで）
一般 300 円、65 歳以上 150 円、小学生以下および都内在住・在学の中学生は無料
●都営大江戸線「汐留駅」「築地市場駅」、ゆりかもめ「汐留駅」から徒歩 7 分
●JR・東京メトロ銀座線・都営浅草線「新橋駅」から徒歩 12 分
東京都、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
公益財団法人東京都公園協会
中央区
東京都華道茶道連盟、東京都高等学校文化連盟茶道部門
諸事情により、内容を変更または中止する場合があります。

プログラム名

茶道プログラム

ステージイベント ※
伝統文化体験プログラム

内容

場所
時間（1 回）
中島の御茶屋
茶席
芳梅亭
25 分
野点（4 席）
内堀広場
英語で楽しむ野点
花木園
高校生野点
花木園 横
20 分
【10 月 22 日】 雅楽、日本舞踊、玉すだれ、太神楽
【10 月 23 日】 雅楽、日本舞踊、和楽器
華道体験

中の御門付近

60 分

備考
事前応募、抽選
参加料 500 円は
当日支払い

観覧無料
当日受付、参加費無料
※英語解説あり

※一部は公益財団法人東京都公園協会提供のプログラムとなります。

【浜離宮恩賜庭園とは…】
浜離宮恩賜庭園は、四季折々の草花が咲き、都会のオアシスとして親しまれて
いる江戸時代の代表的な大名庭園です。東京湾から海水を引きこんだ「潮入（し
おいり）の池」と、2 つの鴨場を有しています。
1640 年代までは徳川家の鷹狩場で一面の芦原でしたが、11 代将軍・徳川家
斉（とくがわ・いえなり）の時に、ほぼ現在の庭園が完成しました。江戸時代は「浜
御殿」と呼ばれていましたが、明治維新の際に皇室所有の離宮となり、名称が「浜
離宮」になりました。
昭和 27（1952）年 11 月、国の文化財保護法により、国の特別名勝および特別史跡の二重の指定を受けた
全国でも珍しい都立の文化財庭園です。

江戸東京たてもの園
開催日
開催時間
会場所在地
入園料
アクセス

2022 年 10 月 29 日（土）・30 日（日）
10:00～16:15（受付開始は 9:30～）
東京都小金井市桜町 3-7-1 都立小金井公園内
（開園時間は 9:30～16:30、入園は 16:00 まで）
「東京大茶会 2022」開催中（10 月 29 日・30 日）は無料
●JR 中央線「武蔵小金井駅」北口の 2 番・3 番のりばから、西武バス 5 分
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主 催
後 援
特別協力
備 考
実施プログラム

「小金井公園西口」下車、徒歩 5 分
●西武新宿線「花小金井駅」南口から徒歩 5 分の西武バス「南花小金井」のりばから、
西武バス 5 分「小金井公園西口」下車、徒歩 5 分
東京都、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
小金井市、小金井市商工会
東京都茶道会、公益財団法人東京都歴史文化財団 江戸東京たてもの園
諸事情により、内容を変更または中止する場合があります。

プログラム名

内容

場所
高橋是清邸
西川家別邸
川野商店
天明家
万徳旅館
綱島家
伊達家の門

茶席
茶道プログラム
英語で楽しむ茶席
野点

時間（1 回）

備考

25 分

事前応募、抽選
参加料 500 円は
当日支払い

伝統文化体験プログラム

つまみ細工

東の広場

30 分

当日受付
参加費 500 円は
当日支払い
※英語解説あり

Music Program TOKYO
まちなかコンサート
【同日開催イベント】

フルート三重奏 ほか

子宝湯

20 分

観覧無料

【江戸東京たてもの園とは…】
東京都江戸東京博物館（墨田区／大規模改修工事のため現在休館中）の分
館として、平成 5（1993）年 3 月、東京都小金井市の都立小金井公園内に開園し
た都立の野外博物館です。
江戸時代から昭和中期までの文化的価値の高い歴史的建造物で、都内での
現地保存が不可能な 30 棟を移築し、復元・保存・展示しています。

２．参考
【東京大茶会とは…】
「東京大茶会」は、天正 15（1587）年 10 月、豊臣秀吉が京都・北野天満宮で盛大な茶会「北野大茶湯（きた
のおおちゃのゆ）」を催したという故事を基に、平成 20（2008）年度にスタートしました。誰もが「おもてなしの精
神」に触れ、気軽に「お茶の文化」を楽しめる茶道プログラムを多数実施し、前回（2019 年度）までに累計で約
23 万人が来場しました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一昨年度（2020 年度）は開催を中止。昨年度（2021 年度）も開
催を中止し、茶道にまつわる動画コンテンツ等をオンラインで公開しました。今年度は、3 年ぶりに都内 2 ヶ所
（浜離宮恩賜庭園、江戸東京たてもの園）で開催します。

【2019 年度の様子】
●浜離宮恩賜庭園

茶 席

野 点
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伝統文化体験プログラム「華道体験」

●江戸東京たてもの園

茶 席

茶 席

野 点

３．新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について
本事業は、国・東京都が公表する新型コロナウイルス感染症対策のガイドラインおよび会場利用規定を遵守
して実施します。
公式ウェブサイトでは、参加者と運営者が安心して本イベントに参加できるよう、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止に関わる参加者へのお願い、防止対策の取り組みなどを掲出します。
※政府の方針や感染状況により、参加者へのお願いや運営方法などを、変更または追加する場合がありますの
で、来場前にウェブサイトにて最新の情報を確認ください。

本件に関するお問合せ先
■一般からのお問合せ
東京大茶会事務局
東京 2020 大会１周年記念事業

東京大茶会
公式ウェブサイト
公式 Twitter
公式 Facebook

公式 Instagram

TEL：03-6426-0558（平日 10:00～17:00）
E-mail：tgtc2022@murayama.co.jp
https://tokyo-grand-tea-ceremony.jp
https://twitter.com/tgtc3
https://www.facebook.com/%E6%9D%B1%E4%BA%
AC%E5%A4%A7%E8%8C%B6%E4%20%BC%9A1070712666325449/?fref=tsA1070712666325449/?fref=ts
https://www.instagram.com/tokyograndteaceremony/

■報道関係からのお問合せ
東京大茶会 広報事務局 担当：大嶋彰子 携帯電話：090-1200-7900
E-mail：tgtc2022_pr@shutten-support.biz
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