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平成 24年 11月 20日 

報道関係各位 

東京ミッドタウンマネジメント株式会社 

 

“願い”や“夢”が詰まった 100枚の凧で 2013年の干支である「巳（へび）」を表現 

「東京ミッドタウンのお正月 2013」 
2012年 12月 27日（木）～2013年 1月 27日（日） 

 

東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）は、2012年 12月 27日（木）から 2013年 1月 27日（日）

の期間（元旦を除く）、「東京ミッドタウンのお正月 2013」を開催します。 

  

古くから“吉兆の象徴”とされ、縁起のよいものとされてきた「へび」と、“親が子の出生を祝い、成長を祈る 

儀式”として親しまれてきた日本のお正月の代名詞である「凧」。東京ミッドタウンの 2013年のお正月は、巳年にち

なんだ「へび」とお正月のシンボル「凧」をテーマに様々な企画をご用意し、皆様をお出迎えします。 

 

メインコンテンツは「へび」に見立てた連凧と巨大な凧が館内に登場する、「ゆめ百連凧と大凧」。ゆめ百連凧は

100枚の連凧を並べて、2013年の干支である「巳（へび）」を表現。使用する凧にはお客様から募集した 2013年

の夢が記されており、皆様の夢で東京ミッドタウンが彩られます。また大凧は縦 4.8ｍ、横 3.6ｍの巨大な凧に

“皆様の夢が叶いますように”、という願いを込めて若手書道家が『夢』の文字を力強く描きます。 

 

その他にも、全国各地に伝わる伝統の凧を一堂に集めた「凧で巡る日本」や、目の前で繰り広げられる即興

アートパフォーマンスなど 2013年のお正月をお祝いする企画を実施します。 

なお、イベント初日の 12月 27日（木）には、報道関係者の皆様を対象としたプレス内覧会も予定しております。 

 

＜ 「東京ミッドタウンのお正月 2013」主なコンテンツ ＞ 

 ゆめ百連凧と大凧 

皆様の“夢”が書かれた 100枚の凧で 2013年の干支である、「巳（へび）」を表現した 

「ゆめ百連凧」と若手書道家が“夢”の文字を記した縦 4.8mの巨大な「大凧」を展示 

 

 凧で巡る日本 

全国各地に古くから伝わる、伝統の凧を集めて展示するお正月企画。 

宮城県の「てんばた」や新潟県の「六角凧」など計 50種類を一同に展示 

 

 アートパフォーマンスステージ 

光るキャンパスの上で砂絵を変化させ、物語を展開していく「サンドアート 

パフォーマンス」と縦 2.4ｍ、横 1.2ｍの巨大ボードにペインティングを施す 

「ライブペインティングパフォーマンス」という 2つの即興パフォーマンスを実施 

 

■掲載時の一般の方のお問い合わせ先■ 東京ミッドタウン・コールセンター TEL : 03-3475-3100 

■東京ミッドタウンホームページ■ http://www.tokyo-midtown.com/jp/index.html 

ゆめ百連凧と大凧（イメージ） 

 

http://www.tokyo-midtown.com/jp/index.html
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てんばた（宮城県） 

① てんばた 【宮城県・東北地方】 

「天の旗」「天狗の旗」という意味から名付けられた「てんばた」は宮城県を 

中心として東北地方で親しまれた凧で、大漁や豊作の願いを込めて揚げられていた。 
 

② 奴凧（やっこだこ） 【東京都】 

奴凧は威圧的な武士に対する江戸市民の反骨精神から生まれた図案。 

武士に虐げられている奴（やっこ＝家つ子＝武家で働く者の中でやや低い身分）の姿を 

空高くに揚げることで、上下の関係を逆転させ、武士を見下ろし溜飲を下げようという、 

ささやかな仕返しをしたものが起源と言われている。 
 

③ 六角凧（ろっかくだこ） 【新潟県】 

六角形の形をした凧で、新潟県三条市が発祥。揚げないときは芯棒を抜いて丸めておくことで 

携帯性に優れている。絵柄は市川團十郎十八番、戦国武将の歌舞伎絵が好まれて使用される。 

なお、三条市では江戸時代から続く三条凧（いか）合戦と呼ばれるお祭りが実施されている。 

一年の始まりとなるお正月。東京ミッドタウンでは 2013年の干支である「巳（へび）」と日本のお正月の代名詞で

ある「凧」をテーマにイベントを実施します。 
 

 ゆめ百連凧と大凧 

「東京ミッドタウンのお正月 2013」メインコンテンツとして、ガレリア館内吹き抜けに 

2種類の凧が登場。2013年の干支である「巳（へび）」と日本のお正月を盛り上げる 

「凧」をコラボレーションしたお正月にふさわしい展示企画です。 

ゆめ百連凧は夢で見ると吉兆といわれる、白へびを計 100枚の凧で再現。 

1つ 1つの凧にはお客様から募集した夢を記し、言葉の通り皆様の夢、100個を 

集めた連凧です。 

また、大凧は縦 4.8ｍ、横 3.6ｍの巨大な凧に若手書道家がゆめ百連凧で集まった 

夢が叶うように願いを込め、『夢』という文字を描きます。その力強い筆使いによる、 

渾身の一文字が日本のお正月をさらに盛り上げます。 

 

【開 催 日】 2012年 12月 27日（木）～2013年 1月 27日（日） 

【場 所】 東京ミッドタウン ガレリア吹き抜け 
 

 凧で巡る日本 

日本全国、その地方に古くから伝わる伝統的な凧が多数あります。今回は宮城県や福島県に古くから伝わ

る凧を始め、大変貴重な伝統凧など、計 50種類集め、一堂に展示します。是非、凧に表現されるさまざまな日本

の風土・文化を体感してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開 催 日】 2012年 12月 27日（木）～2013年 1月 27日（日） 

【場 所】 東京ミッドタウン ガレリア館内 

【協 力】 凧の博物館 
 

 【プレゼント】「書で綴る」オリジナル凧 ／ ポストカード 

お好きな文字や言葉を、書道家が目の前で綴りプレゼントする東京ミッドタウンのお正月恒例イベント。 

今年は東京ミッドタウン特製の凧もしくはポストカードに綴ります。 
 

【開 催 日】 2013年 1月 2日（水）・3日（木） 

【時 間】 11:00～16：30 

【場 所】 ガレリア 2F 渡り廊下 

【料 金】 無料 

 

“巳（へび）”と“凧”が彩る東京ミッドタウンのお正月 

六角凧（新潟県） 
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新たに迎える 2013年のスタートに、デザイン・アートの街である東京ミッドタウンならではの 2種類のアートパフ

ォーマンスを実施。未来への新たな一歩を踏み出すという想いと願いをこめて、【REBIRTH～新たな幕開け～】と

いうテーマのもと、「巳（へび）」をモチーフにしたサンドパフォーマンスとライブペインティングパフォーマンスで東京

ミッドタウンのお正月を彩ります。 

 

 サンドアートパフォーマンス 

ガラス面に砂を撒き、その下から光を当て、光と影で砂絵を描き、さらに砂絵を次々に 

変化させることにより、物語を構成するサンドアートパフォーマンスを実施。 

砂で描かれた美しい絵が表れては消え、消えては表れるスピーディーな展開は圧巻です。 

史上初、伊勢神宮と出雲大社の遷宮が重なる 2013年。両神社とつながりがある、 

日本で古くから親しまれてきた「へび」の物語、「ヤマタノオロチ」を公演します。 

 

【開 催 日】  2013年 1月 5日（土） ／ 6日（日） 

【参加アーティスト】  伊藤花りん 

【時 間】  12：00～ ／ 16：00～ （※各回 10分程度） 

【場 所】  プラザ 1F キャノピー・スクエア 

 

 

 ライブペインティングパフォーマンス 

縦約 2.4m×横約 1.2ｍの大型ボードに再生・復活・大地母神・生命力・永遠の 

意味を込めて、2013年の干支である「巳（へび）」を描く、大迫力のライブペインティングを実施します。 

なお、完成作品はガレリアB1F アトリウムにて 1月 11日（金）まで展示されます。 

 

【開 催 日】  2013年 1月 5日（土） ／ 6日（日） 

【参加アーティスト】  VIX（5日） ／ YUSEI（6日） 

【時 間】  13：00～ （※2時間程度） 

【場 所】  プラザ 1F キャノピー・スクエア 

 

 

 

 

 

 

 

 ミッドタウン・スノウマン（賀正バージョン） 

ミッドタウン・クリスマス 2012で皆様をお迎えした、ミッドタウン・スノウマンが賀正バージョンとなり、再び登場。

頭の上には橙（だいだい）を乗せ、鏡餅に扮したスノウマンは 2013年も皆様をお出迎えします。 

 

【開 催 日】 2012年 12月 26日（水）～2013年 1月 11日（金） 

【場 所】 プラザ 1F 妙夢付近 

 

 

 

 

 

 

アートパフォーマンスステージ 

その他のお正月イベント  

伊藤花りん氏 

YUSEI氏 

ミッドタウン・スノウマン 

（賀正バージョン） 
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 振る舞い酒 

2013年の初売にお越しくださったお客様に新年最初のおもてなしとして、 

創業 1625年、金沢の老舗酒蔵・福光屋の樽酒を振舞います。 

また、先着 200名様には東京ミッドタウン・オリジナル枡でご提供します。 

 

【開 催 日】 2013年 1月 2日（水） 

【時 間】 10:45～16:00 

【場 所】 プラザ 1F キャノピー・スクエア 

【料 金】 無料 

 

※先着 200名様にはオリジナル枡をご提供します 

【協 力】 SAKE SHOP福光屋 

 

 

 獅子舞 

頭をかまれるとその年は無病息災で元気に過ごせるといわれている 

お正月の恒例行事、「獅子舞」が東京ミッドタウン館内を練り歩きます。 

 

【開 催 日】 2013年 1月 2日（水）・3日（木） 

【時 間】 1日 4回（※1回 20分） 

             ※日によって異なる 

【場 所】 ガレリア各所 

【協 力】 神田囃子睦会 

 

 

振る舞い酒イメージ 

獅子舞イメージ 


