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2019 年 8 月 20 日
株式会社髙島屋
東神開発株式会社

玉川髙島屋 S･C 開業 50 周年
《玉川流ライフスタイルセンター》を目指して
専門店・百貨店合わせて約 100 店舗が新規、改装オープン

玉川髙島屋 S・C（東京都世田谷区玉川 3 丁目 17 番１号）は本年 11 月 11 日（月）
、開業 50 周年を迎えます。
日本初の本格的郊外型ショッピングセンター（以下、SC）として 1969 年に開業、百貨店である玉川髙島屋をア
ンカーテナントとし、120 の専門店とモータリゼーションを予見した大型駐車場を完備する「ワンストップショ
ッピング」が可能な SC として誕生しました。SC を運営する髙島屋グループ会社の東神開発株式会社が、髙島屋
とともに 50 年間にわたり革新と進化を続け、地域と共に歩みながら管理運営し、玉川髙島屋 S・C は多くのお客
様にご支持いただいてまいりました。
近年、二子玉川駅周辺開発が進み、現在のマーケット規模は 2010 年と比較して 1.5 倍に成長、二子玉川駅の
乗降客数も 1.6 倍になり街は大きく変化しました。その一方で二子玉川の豊かな自然環境を取り入れた施設づく
りや、各世代に対するサービスなど、多様できめ細かな対応を求めるお客様の声も多くなりました。こうしたこ
とから開業 50 周年を機に、SC は「過ごす場」やコミュニティをつくる「集う場」であり、お買い物はその延長
線上にあるものと捉え、共感と交流の創造を目指してまいります。
そこで、今回、お買物のために訪れる SC から、時間を過ごすために訪れる「玉川流ライフスタイルセンター」
に生まれ変わるために、館の集客の要となる「食」を中心に百貨店と専門店の食料品フロア全体をリニューアル。
全館合わせて約 100 店舗の新規、改装オープンを 8 月より順次実施します。また「過ごす場・集う場」としての
屋上庭園も整備します。
更に 9 月 4 日からは、
「HAPPINESS」
を全館テーマに据え、50 周年記念商品の展開やイベントも実施いたします。
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玉川髙島屋Ｓ・Ｃ

開業５０周年企画概要

玉川髙島屋 S・C は、お買物を目的として来店される場から、「過ごし・集い・共感を育む、玉川流ライフ
スタイルセンター」へと生まれ変わります。

●食料品フロアを中心に専門店+百貨店あわせて約 100 店舗がリニューアル
専門店＋百貨店のうち、29 店舗が新規オープン、68 店舗が改装オープン
【百貨店】上質本物を追求したアイテムの集積と、百貨店ならではの自主編集売場
【専門店】次世代層開拓に向けたトレンド、旬なブランドを導入
・食料品フロアは、専門店と百貨店が一体となり「フーズシティ」として総合力を発揮
・食料品以外でも、体験型やライフスタイル提案型をはじめ、54 店舗が新規・改装オープン

●屋上庭園リニューアルなど、「過ごす場・集う場」としての機能を強化
・南館 7F・屋上に、リラックス感のあるガーデン空間、1,400 ㎡のイベントスペースや
カフェ＆ダイニングからなる屋上庭園、
「PARK＆TERRACE OSOTO」がオープン。
・2020 年春「ブック」&「アート」をテーマにした、
「過ごす場・集う場」の象徴として
本館 1F「グランパティオ」をリニューアル。

●“HAPPINESS”を全館テーマに多彩な５０周年記念キャンペーンを展開
これからも玉川髙島屋 S・C に関わるすべての方の HAPPY が溢れる場所でありたい。
50 年間のご愛顧に感謝するとともに 50 周年をお客様、店舗スタッフ SC 運営に関わる
全ての人で祝う参加型イベントを開催します。
・50 周年の限定商品、オリジナル商品、体験型企画商品、
各店のコンサルティングなど魅力ある商品展開
・お客様や、SC 運営に関わる人々が参加するイベント開催
・地域の大学とのコラボレーションや二子玉川地域全体でのイベント開催

50 周年

ロゴマーク

リニューアルについて

《食料品フロアリニューアル》
本館・南館 B1Ｆ食料品ゾーンが、専門店と百貨店が一体となり、14 店が新規オープン、29 店が改装オープンし、
新生「フーズシティ」として生まれ変わります。

【フーズシティとは】選りすぐりの専門店と、百貨店が一体となった
充実の品揃えの食のフロアです。
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B1F 食料品
フロアリニューアル
マップ

百貨店
《味百選・銘菓百選売場が新ゾーン名称「Foods Select(フーズセレクト)として 9 月 18 日(水)改装オープン》
① 百貨店の編集力を最大限に活かした新自主編集ゾーンが誕生。
② 老舗・名店の味が全国から集う「味百選」と、全国の人気和菓子が多彩に揃う「銘菓百選」を隣接させ、売
場面積をこれまでの約 2 倍に拡大

＜売場面積＞100 ㎡（50 ㎡拡大）

＜銘菓百選＞
① 日本全国の各地の選りすぐり・人気の銘菓を取り揃え、京都銘菓や各地の城下町銘菓の品揃えを充実
② 新設の VP スペースを活用した歳時記・季節感を捉えた品揃えや、玉川店のバイヤーが発掘した地元/世田谷
の銘菓を編集。
③ 次世代を担う職人や百貨店・髙島屋初登場の
ブランドにフォーカス。
＜味百選＞
① 老舗・料亭の味など全国の美味の品揃えを強化
② 京都料亭 雲月オープン
③ 手土産（ギフト）需要に対応できるブランドの取扱い拡充。
《新規ブランド》
■9 月 18 日(水)
菓匠禄兵衛

新規オープン

★百貨店初登場

看板商品「名代草餅」には自家

■9 月 18 日(水)

ラ・サブレジエンヌ
フランス・ロワール地方

栽培よもぎや滋賀羽二重もち

より、フランス産発酵バ

米、餡に十勝産小豆を使用し、

ターを使用した伝統的な

「黒さや草餅」には幻の丹波黒

製法で作られる本物のサ

さや大納言小豆を使用。高品質

ブレが、髙島屋初登場。

で安全・安心な素材を厳選。

■9 月 18 日(水)

新規オープン

BABBI（バビ）

■9 月 18 日(水)

新規オープン

新規オープン

カフェ・ユーロップ

■9 月 18 日(水)

新規オープン

グマイナー

ドイツのシュヴァルツ地方で 1898 年

本場イタリアの職人達が丁寧に育て

1920 年当時のカフェ文化の中心であ

創業の老舗菓子店。

った銀座を魅了したコーヒー店がお

4 代目主人フォルカー・グマイナーに

た、大人のスウィーツとして楽しめる

届けする、ハイカラでコーヒーに合う

よるドイツ菓子をベースにしたオリ

ウエハース専門店が髙島屋初登場！

こだわりのお菓子。

ジナリティーあふれるお菓子が人気。
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専門店
次世代層の開拓に向けた新たにトレンド感のある旬のブランドを導入。またあわせて、商品が引き立つ照明環境
のリニューアルを実施。
■9 月 18 日(水) 改装オープン
明治屋

今回のリニューアルでは、「デリベイク」ブランド

本館 B1F

のハム、ソーセージ類をコーナー化し、ブラッシュ
アップいたします。
また直輸入の酒類、生鮮品を引き立たせる上質なグ
ロサリー各種、デイリー商品、菓子と合わせて安全、
安心でより豊かな食生活の演出をお手伝いいたしま
す。

■9 月 18 日(水) 新規オープン

■9 月 18 日(水) 新規オープン

■9 月 18 日(水) 改装オープン

グ ラ ニー スミ ス ア ップ ルパ イ＆ コー ヒー

Gong cha（ゴンチャ）南館 B1F

崎陽軒

本館 B1F
★新業態(イートイン)

本館 B1F

アップルパイの専門店。
「おばあちゃ

抽出時の湯温や時間を茶葉ごとに変

んの味」をコンセプトにしたアップ

え、お茶本来の風味を最大限に引き出

崎陽軒の中華のノウハウをい

ルパイは、味も見た目も違う 8 種類

した上質な台湾ティーをカジュアルな

かしたオリジナルメニューを

程度のメニューを常時用意。また、

スタイルで楽しめます。店舗で丁寧に

味わうイートインを併設。温か

こだわりのコーヒーを中心に、豊富

調理する「パール（タピオカ）」等の

いシウマイはもちろん、上品な

なドリンクメニューも取り揃え、店

トッピングなどカスタマイズでき、そ

味わいの中華そばもおすすめ

内でもお持ち帰りでもお楽しみいた

の時の気分に合わせた自分だけの一杯

です。

だけます。

をお楽しみいただけます。

10 月オープン 予定店舗

11 月オープン

改装オープン

新規オープン

■10 月 1 日(火)

■10 月中旬

とらや

花一会（はないちえ）

本館 B1F

本館 B1F

榮太樓總本鋪

■10 月中旬

（えいたろうそうほんぽ）

米屋のおにぎり屋

本館 B1F

菊太屋米穀店（仮）

■10 月 5 日(土)

本館 B1F

本館 B1F

新規オープン
■11 月中旬
カルディコーヒーファーム、カルディーノ
南館 B1F
食のセレクトショップ「カルディコーヒーファー

■10 月 3 日(木)

柿の葉ずし

予定店舗

ム」がオリジナルコーヒー豆 30 種をはじめ、世
界各国の食材やお菓子、ワインなどを取り揃えま
す。また、併設するカフェ「カルディーノ」では、

こだわりのコーヒーとともに、世田谷の人気ベー
カリー「クピド！」のパンをお楽しみいただき

総本家平宗
… and more

ます。
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《その他のリニューアルについて》
食料品のほかに、専門店では 50 店舗が新規・改装オープン。次世代層開拓に向けたトレンド、旬のブランドを
導入するほか、コト体験型店舗も新規オープン。
＜体験型店舗 ＞(以下一例)
■9 月 4 日(水)
チャコット

バレエ・ダンス用品のチャコットが、より多くの皆さまに

新規オープン

ご利用いただける開かれた空間を目指した NEW ショップを

南館 5F

オープンします。バレエ用品からフィットネスウェア、お
子さま向けアイテムなど多彩に展開し、さらにコスメティ
クスライン『チャコットフォープロフェッショナルズ』の
ご提案も加え、ライフスタイルをトータルでサポートする
新しいチャコットをぜひご体感ください。また 11 月にオー
プンする南館 8F 屋上のアクティビティスペースではヨガ教
室などを開催する予定です（不定期）。

■10 月中旬
テラス

新規オープン

アスレチックス

“カラダで遊べ

ガーデンアイランド B2F

カラダで学べ”をコンセプトに誰もが思いきり

遊べる空間をつくります。
人気のパルクールを中心に体操、キックボクシング、ヨガなど様々な
“動く遊び”のコンテンツを通して、エネルギーをリチャージできる
新感覚の教室が玉川髙島屋 S・C ガーデンアイランドに登場。

●雑貨・衣料

(以下一例)

■9 月 4 日(水)
ジョン

新規オープン

スメドレー

南館 1F

■9 月 14 日(土)

新規オープン

■9 月 4 日(水)

ニューバランス

南館 5F

プラザ

改装オープン

南館 B1F

今回の改装ではコスメコーナー
ニットスタイルを完成させるための

Made in U.S.A.／U.K.シリーズのシュ

が充実します。

ファッション性の高いワードローブ

ーズをはじめ、ライフスタイル、パフ

特にスキンケアで大人気のタカ

を提案するコレクション

ォーマンスカテゴリーのシューズ、ア

ミは売場面積が拡大になります。

<ジョン スメドレー クロージング>

パレル、アクセサリー、キッズシュー

オープニングイベントとしてス

を展開し、クリーンかつシンプルでコ

ズを多数ラインナップ。360 度から足

キンピールお買上のお客様に素

ンテンポラリーなブランドの世界観

を計測する「3D スキャン」とカスタ

敵なプレゼントをご用意いたし

を発信いたします。

マイズサービス「NB1」も展開します。

ます。
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お客様が「過ごす場・集う場」の充実
思い思いの時間を過ごし、親しいグループで集い、
新しいコミュニティを育む環境として、屋上をリニューアル。
●南館 7F 屋上「PARK＆TERRACE

OSOTO（パーク＆テラス オソト）」11 月 8 日（金）新規オープン

好きな時に好きな人と自由に集い心地良い時間を
過ごせるガーデン空間として南館 7F 屋上が新しく
生まれ変わります。環境デザインプロデュースに話
題のショップやオフィスの植栽を手掛ける
SOLSO を迎え、オープンエアな環境で、さまざま
な体験型イベントを実施します。モロカンスタイル
（モロッコ風）
の色鮮やかでカジュアルなテイスト
と西海岸風の心地よいリラックス感・上質感をミッ
クスした開放感あふれるデザインで、
植栽計画は年
間を通して緑葉を感じられるよう常緑樹をベース
に構成。
ヤシ科の植物や、
実のなる果樹を取り入れ、
これまでにない全く新しい植栽環境を演出します（植栽の種類は常時約 60 種類）
。
「PARK＆TERRACE OSOTO」には、約 1,400 ㎡の「ギャザリングスペース」と隣接したベーカリー＆レスト
ラン「ブレントウッドテラス」がオープンします。
「ギャザリングスペース」では、ジャズライブ・弦楽四重奏・アカペラライブ・テーブルコーディネート・シャ
ンパンパーティー等のイベントを順次実施します。
南館 7F「BRENTWOOD TERRACE（ブレントウッドテラス）(仮称)」
（11 月 8 日（金）オープン予定）
「MERCER BRUNCH(マーサーブランチ)」を手掛ける MERCER
OFFICE （ マ ー サ ー オ フ ィ ス ） に よ る 千 駄 ヶ 谷 に あ る 人 気 店
「BRENTWOOD TERRACE(仮称)」の 2 号店が OPEN！
店舗内グリーンのデザイン監修は「PARK＆TERRACE OSOTO」と同
じく SOLSO とコラボし、贅沢でゆったり広々な空間を作り出してい
ます。西海岸の空気感がある開放的なベーカリー＆レストランになり
ます。当店ではオープンエアなギャザリングスペースを更に楽しんで
いただく為、テイクアウトメニュー(pizza・カフェ等)も充実させます。
また、南館 8F には、
「アクティビティスペース」
（約 220 ㎡）を新たに
設け、ヨガ・天体観測・グランピング体験・パルクール・絵画教室等様々なアクティビティを開催します。
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●本館 1F グランパティオリニューアル
2020 年春には本館 1F グランパティオのリニューアルを計画しています。コンセプトは「アーバンリゾートにふ
さわしい、過ごす場所としてのゆったりした空間。公園のように訪れる人がそれぞれ自由に居場所を見つけられ
るようなパブリックスペースづくり」です。
シーズン毎にテーマを決めて、ブックプロデューサーが選んだ本（約 60 冊）を自由にお読みいただくことがで
きる他、南館屋上と同様に植栽環境もリニューアルし、心地よい時間をお過ごしいただきます。

玉川髙島屋Ｓ・Ｃ 開業 50 周年キャンペーン
9 月 4 日(水)～24 日(火)

テーマ：50 年のご愛顧への感謝

玉川髙島屋 S・C 全館をあげて 50 周年記念の限定商品、オリジナル商品、体験型企画を展開いたします。
●50 周年記念の限定
ROSE GALLERY

体験型企画（以下一例）

■10 月 26 日(土)、27 日(日)

ABC クッキング

■9 月 4 日(水)～24 日(火)

￥500,000(+税)

￥3,500／親子

※ポートレート撮影、

※各回限定 4 組 8 名様

装身花アレンジ、ヘアメイク、

ケヤキコート 1F

事前打ち合わせ含

※各日限定 1 組

本館髙島屋 1F
※写真はイメージです

親子クッキング教室

「心に残るアートの時間」-TIMELESS and HEART-

50 周年を記念して

世界に 1 つしかないバラに溢れたローズアートの写真

親子レッスン(ピザパン作り)

撮影を 1 日 1 組限定でプロデュース。

を開催します。

無印良品

好日山荘

■9 月 4 日(水)～21 日(土)

■9 月 7 日(土)

毎週水･土曜日各回 15:00～

11:00～、14:00～

￥900～￥2,500

※各回 30 分程度

※材料により異なります

￥500

※各回限定 5 名様

※各回限定 10 名様

（対象年齢 10 歳以上、保護者同伴）

ガーデンアイランド 1F
マロニエコート 1～3F
「プラントハンガー」を作ろう

オリジナル

ロープブレスレット製作

グリーンの中からお好きな物をお選びいただき吊るす

3 ㎜の細引きロープを使ってオリジナルブレスレッ

プラントハンガーを作ります。

トを作ります。
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イベント
■9 月～12 月までのイベント一覧
開催日

実施内容

9 月 4 日（水）～30 日（月）

50 周年を祝う装飾 大巻伸嗣インスタレーション（内照式立体物）

9 月 4 日（水）～24 日（火）

草月の秋 2019
①〈家庭画報プレゼンツ〉 千住真理子トーク＆ミニコンサート

9 月 7 日（土）

②〈家庭画報プレゼンツ〉 ”ローズ”南風野香 創作フラメンコが贈る祝祭の宴
③みずほフィルハーモニー ミニコンサート

9 月 8 日（日）

J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」公開収録

9 月 11 日（水）

親子で学んで楽しむ「十五夜ナイト」
①敬老の日に手作りのプレゼント 世田谷の野菜で「ハーバリウム」を作ろう

9 月 14 日（土）
②90’ｓ芝浦 Club DJ MiX「一夜限りの DISCO タイムマシーン」
9 月 15 日（日）

いけばな草月流 茜ジュニアクラス 30 周年記念 いけばなパフォーマンス

9 月 16 日（月・祝）

魔耶一星 「イリュージョンとクロ－スマジック講座」

9 月 21 日（土）

世田谷の若手ミュージシャンが集う 「TAMAGAWA JAZZ PARTY」

9 月 22 日（日）

地元大学生による MUSIC STAGE

9 月 23 日（月・祝）

日本女子体育大学「チアダンスショー＆キッズミニレッスン」

10 月 1 日（火）～9 日（水）

多摩美術大学×玉川髙島屋 「『ミライ』と『ハピネス』展」

10 月 10 日（木）～15 日（火）

グルーヴィジョンズ×玉川髙島屋 「〈三三屋〉POP UP SHOP」

10 月 10 日（木）～14 日（月・祝）

「〈たまがわ〉の、美。写真空間 by 遠藤湖舟」

10 月 9 日（水）～31 日（木）

たまがわハロウィンフェスティバル 2019 装飾

10 月 12 日（土）
11 月 11 日（月）～12 月 25 日
（水）

たまがわハロウィンフェスティバル 2019
片岡鶴太郎のハッピーハロウィン！ライブペイント！ by SHIDAX
ｍore trees（モア・トゥリーズ）コラボクリスマスプロジェクト “love & trees”

11 月 11 日（月）

クリスマスツリー完成セレモニー

12 月 18 日(水)

“love & trees”『ミニコンサート＆坂本龍一トークイベント』
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●大巻伸嗣氏の非日常的なアート空間体験で「HAPPINESS」

■9 月 4 日（水）～9 月 30 日（月）

玉川髙島屋 S･C 50 周年を祝うインスタレーション（内
照式立体物）を大巻伸嗣氏が手掛け、全館を華やかに
装飾します。南館 1F プラザ正面入口には、横幅約 7m、
奥行き約 5m、高さ約 2m の大型インスタレーション（内
照式立体物）を設置します。
今回のインスタレーションの制作には、
「青森のねぶ
た」の技法を取り入れることを大巻氏より発案されま
した。大巻氏の世界観を創出する複雑な形状の立体物
を制作可能で、和紙、針金、角材のみの素材を使うた
め環境負荷が少なく、手仕事ならではの「人の温もり」
を鑑賞者に共感していただけるという理由からです。
大巻氏によって丁寧・緻密に作られたデザイン図をもとに、青森のねぶた職人が
青森で制作した各パーツを玉川髙島屋 S・C まで運び、9 月 2 日(月)・3 日(火)の 2
日間にわたり、南館 1F プラザ正面入口にてねぶた職人 6 名が組み立て、インスタ
レーションを完成させます。組み立てるプロセスを公開し、お客様にご覧いただ
きます。これに加えて、近隣の小学校（二子玉川小学校）、コミュニティクラブた
まがわ、玉川髙島屋 S･C テナント、百貨店、関係会社、合計約 200 名が参加し、
提灯にねぶたのプロセスで彩色を施すワークショップも開催いたします。
ワークショップで制作した提灯は館内各階に装飾されます。
【ワークショップ】大巻氏のスタッフがワークショップでの彩色を指導
■8 月 21 日(水)、26 日(月)、27 日(火)、28 日(水)
各日 10:30～、13:00～、15:30～
【展

開 場

南館１F

（90 分程度／回）

所】

プラザ正面入口（インスタレーション（内照式立体物））
、

館内各階モニュメント（提灯）
、キャンペーンフラッグ
【大巻伸嗣氏

他

プロフィール】

現代美術作家
1971 年岐阜県生まれ。
『Echoes』シリーズ（資生堂ギャラリー、水戸芸術館、熊本現代美術館、東京都現代美術
館等）
、など、展示空間を非日常的な世界に生まれ変わらせ、鑑賞者の身体的な感覚を呼び覚ますダイナミック
なインスタレーション作品やパブリックアートを発表している。

●懐かしくて、新しい。一夜限りのディスコパーティーで「HAPPINESS 」

■9 月 14 日（土）

90 年代に一大ブームとなった芝浦「GOLD」から着想したディスコをアレーナホールに再現。
当時「GOLD」でディスコ・クラブシーンを席捲した DJ や、踊りを楽しんでいた杉本彩さんを
ゲストに招聘し、当時流行したダンスで“バブル”の時代にタイムスリップする
一夜限りの特別なパーティーナイトです。
【名

称】

90’s 芝浦 Club DJMix

「一夜限りの DISCO タイムマシーン」

【開

催 日】

9 月 14 日（土）18:00～21:00（17:30 受付予定）

【会

場】

西館１F アレーナホール

【入場料(税込)】 男性：3,000 円、女性 1,000 円 ※フリードリンク軽食付き ※30 歳以上限定
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10 月 1 日(火)～11 月 10 日(日)
●多摩美術大学×玉川髙島屋

テーマ：アートと触れ合う

「『ミライ』と『ハピネス』展」
■10 月 1 日(火)～9 日(水) ■本館 1F Ｔ-ステージ 1
近隣の上野毛にキャンパスがある多摩美術大学とコラボレートした、未来志向
のアート系企画。生産デザイン学科プロダクトデザイン研究室の全面協力を得
て開催。
『ミライ』や『ハピネス』をテーマとした多摩美術大学生の作品を中
心に、卒業生の作品も含めてバラエティー豊かに展示します。
週末には本館１F グランパティオでワークショップなども開催予定です。

●グルーヴィジョンズ×玉川髙島屋 「〈三三屋〉POP
■10 月 10 日(木)～15 日(火) ■本館 1F Ｔ-ステージ 1

UP

SHOP」

日本を代表するデザインスタジオ＜グルーヴィジョンズ＞（本社：東京都世田
谷区下馬）が京都で展開する話題のセレクトショップ『三三屋（みみや）』が
玉川髙島屋に特別出店。関東の百貨店では玉川髙島屋が初開催。
三三屋の定番品などの展開やイベントを開催。グルーヴィジョンズを代表する
キャラクターである『チャッピー』のマネキンもやってきます。

●「〈たまがわ〉の、美。写真空間 by 遠藤湖舟」
■10 月 10 日（木）～14 日（月・祝） ■本館 6F 催会場
国内外で注目を集める写真家・遠藤湖舟さんの作品には、二子玉川近隣で
撮影されたものが数多くあります。
本展では玉川髙島屋開店 50 周年記念として撮影された新作を含め、
〈たまがわ〉をテーマとした数々の写真作品をご紹介します。

【連動企画】『多摩川、“ゆらぎ”の美』
■10 月 10 日(木)～14 日(月・祝)

■南館 6F ホワイトモール

本館 6 階の写真展の連動企画として、南館 6F ホワイトモールに遠藤湖舟
さんの“ゆらぎ”をテーマとした写真インスタレーションが展開され、
50 周年記念にふさわしいアート空間が出現します。二子玉川近隣の自然
に潜む色彩と形が、心地よい体感を生み出します。
※写真はイメージです。

© Koshu ENDO

●たまがわハロウィンフェスティバル 2019
ファミリーをターゲットとしたイベントを開催。例年実施のフォト
スポット、パレード、お子さまへのお菓子配布に加え、50 周年記
念として、片岡鶴太郎氏による書画のライブイベントも実施。
①フォトスポット②ハロウィン仮装パレード
③片岡鶴太郎のハッピーハロウィン！ライブペイント！by SHIDAX
■10 月 12 日（土）14:00～(予定)

■本館 1F グランパティオ
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11 月 11 日(月)～12 月 25 日(水)

テーマ：持続可能な未来に向ける、エシカルなクリスマス

●森林保全団体 more trees（モア・トゥリーズ）コラボクリスマスプロジェクト“love & trees”
■11 月 11 日(月)～12 月 25 日(水)
今年のクリスマスは、上質で洗練されたスタイリッシュさと、豊かな自然が共存する二子玉川のエリア特性を踏
まえ、街と人と自然が共創する未来へ向けて＜Natural&Ethical＞をテーマに音楽家・坂本龍一氏が主宰する森
林保全団体「more trees（モア・トゥリーズ）
」とコラボレートしたプロジェクトとして提案いたします。
＜more trees（モア・トゥリーズ）＞とは。
一般社団法人 more trees（モア・トゥリーズ）は、音楽家・坂本龍一が代表を務める森林保全団体です。加速する森林破壊と地球
温暖化の危機的状況に行動を起こすために、坂本龍一、細野晴臣、高橋幸宏、中沢新一、桑原茂一の 5 名が発起人となって、100
名以上の賛同人とともに 2007 年に設立されました。

開業日の 11 月 11 日は『クリスマスツリー完成式』を開催！
50 周年の記念の日、11 月 11 日(月)は、本館１F グランパティオにてクリスマスプロジェクト＜love & trees ＞
のツリー完成セレモニーを開催いたします。地域の子どもたちと共に完成するクリスマスツリーに未来への願い
を込め、50 周年のアニバーサリークリスマスを祝います。

※画像はイメージです

『東北ユースオーケストラ

弦楽四重奏によるミニコンサート＆坂本龍一トークイベント』の開催予定！

12 月 18 日(水) 本館１F グランパティオにて「東北ユースオーケストラ 弦楽四重奏」によるミニコンサートと
坂本龍一氏のトークイベントの開催を予定しています。
＜東北ユースオーケストラ＞とは。
東北ユースオーケストラは、2013 年 9 月から 10 月にかけて、宮城県松島町にて開催された東北と世界をつなぐ音楽祭「Lucerne
Festival ARK NOVA 松島 2013」をきっかけに企画・編成されたオーケストラです。楽団員は東日本大震災の被災三県（岩手県・宮
城県・福島県）を中心に、普段は異なる楽団で演奏をしている小学校・中学校・高等学校・大学の生徒・学生たちが、プログラム
（演奏）ごとに楽団編成を変えながら活動しています。活動は、単なる演奏目的にとどまらず、子どもたちの活力が、周囲の大人
や地域全体、そして東北全体に活力を与え、あたらしい未来をつくりだすことを目指しています。
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