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平成 23年 12月 12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 

 

凧で表す笑顔のつながり！東北地方の伝統大凧も登場 

「東京ミッドタウンのお正月 2012」 
2011年 12月 27日（火）～2012年 1月 29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、2011年 12月 27日（火）から 2012年 1月 29日

（日）の期間（元旦を除く）、「東京ミッドタウンのお正月 2012」を開催いたします。 

 

日本のお正月に古くから親しまれてきた凧。東京ミッドタウンのお正月は、たくさんの凧で館内を飾ります。

最大で高さ 3ｍ、幅 2.4ｍにもなる宮城県気仙沼の「日の出凧」は、太平洋に繰り返し昇る朝日が描かれてい

ることや一度失われた原図を地元の凧師が見事に復活させたことから、「気仙沼凧の会」により東日本大震

災後の復興のシンボルとして掲げられています。その他、「津軽凧」など様々な凧が館内に展示されます。 

 

また、一般の皆様から 2012年の抱負とお気に入りの笑顔の写真を募集し、それらを連凧にして、館内の

吹き抜けに展示する「笑顔凧」や自分だけのオリジナル凧をプレゼントする企画も用意。さらに、展示初日の

12月 27日（火）には、報道関係者の皆様のために内覧会も予定しております。 

 

2012年のお正月は東京ミッドタウンでたくさんの凧が皆様をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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 

【本件取材に関する報道関係の方のお問い合わせ先】 

東京ミッドタウン  ＰＲ担当 

   金子、井上     TEL：03-3475-3141 ／ FAX：03-3475-3144 （東京ミッドタウンマネジメント株式会社） 

島、河村、大木   TEL：03-4580-9107 ／ FAX：03-4580-9133 （株式会社プラップジャパン） 

携帯：080-5887-1093 

（2011年12月30日（金）～2012年1月3日（火）は上記携帯電話番号までご連絡ください） 

 

 

※日の出凧展示イメージ 

 

※笑顔凧展示イメージ 
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① 日の出凧（宮城県気仙沼） 

海から昇る朝日を描いた宮城県気仙沼に伝わる伝統大凧。明治末期から大正 

初期に熊谷慶治により創作された。大正末期には廃絶されてしまったが、昭和 

49年凧師、山浦八郎により復元された。 

 

② 津軽凧（青森県津軽地方）：2点 

津軽地方（青森県）に伝わる伝統大凧。津軽特産のヒバ材を使用した骨組に、浮世絵や

三国志、水滸伝等の挿絵をもとにした武者絵が描かれていることが特徴。描かれている

絵には武士の魂が込められており、津軽の風土に育まれ現在に受け継がれている。 

 

③ 八日市大凧（滋賀県八日市） 

八日市大凧は、300年の歴史を持つ国の選択無形民俗文化財。100畳を超えるような巨

大な凧で、今回展示する凧は 2011 年 5 月に開催された「八日市大凧まつり」の際に「人

権」をテーマに公募された部面を元に作成されたもの。 

 

 

 

一年の始まりとなるお正月。東京ミッドタウンでは東北地方に古くから伝わる伝統大凧を中心に、日本各地

の大凧を展示します。また、お客様から募集した 2012年の抱負と笑顔の写真を凧にして、館内の吹き抜け

に笑顔が連なる「笑顔凧」で皆様をお出迎えいたします。 

 

 【展示】大凧 

 東京ミッドタウンのガレリア各所に、宮城県気仙沼の「日の出凧」、青森県津軽地方に伝わる「津軽凧」、滋

賀県八日市の「八日市大凧」、神奈川県相模原市の「相模の大凧」を展示します。 

 

【開 催 日】 2011年 12月 27日（火）～2012年 1月 29日（日） 

【場 所】 東京ミッドタウン・ガレリア館内 4カ所 6枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 相模の大凧（神奈川県相模原市）：2点 

神奈川県中央部に位置する相模原市の新磯地区で、相模の大凧文化保存会によって揚げられている大凧。

伝統的に 2文字の漢字を赤と緑で書き表す、「字凧」と呼ばれる凧。 

 

 

 【展示】笑顔凧 

皆様の写真を凧に写し、館内に展示する参加型イベント。期間中、WEBサイトにて 2012年の抱負と笑顔

の写真を募集します。お正月期間中、館内の吹き抜け部分に連凧となって展示されます。皆様のとびきりの

笑顔で凧をつなげてください。 

 

【募集内容】  お気に入りの笑顔の写真、2012年の抱負（18文字程度） 

  ニックネーム（8文字程度） 

【募集期間】  2011年 12月 12日（月）～2012年 1月 9日（月） 

【展示期間】  第一弾：2011年 12月 27日（火）～2012年 1月 15日（日） 

  第二弾：2012年 1月 16日（月）～1月 29日（日） 

【場 所】  ガレリア吹き抜け全体、通路 

【応募方法】  東京ミッドタウン特設WEBサイト 

 （※2011年 12月 12日（月）～2012年 1月 9日（月）） 

  http://www.tokyo-midtown.com/jp 

               ※ご応募いただいた作品の中から、計200枚を上記期間中100枚ずつ展示します。 

 

東京ミッドタウンの“凧”正月 

↑笑顔凧イメージ 

↑日の出凧イメージ 

↑津軽凧イメージ 

http://www.tokyo-midtown.com/jp
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 【プレゼント】「書で綴る」オリジナル凧 

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に綴ります。 

 

【開 催 日】 2012年 1月 2日（月）・3日（火） 

【時 間】 11:00～18：00 

【場 所】 ガレリア 2F 渡り廊下 

【料 金】 無料 

【人 数】 各日先着 1,000名 

 

 

 【プレゼント】オリジナル「似顔絵凧」 

東京ミッドタウン特製の凧にイラストレーターが似顔絵を描いてその場でプレゼントします。 

  

 

【開 催 日】 2012年 1月 7日（土）・8日（日）・9日（月） 

【時 間】 11:00～18：00 

【場 所】 ガレリア 2F 渡り廊下 

【料 金】 無料 

【受   付】 各日 11：00より、会場にて整理券を配布 

 

 

※上記のオリジナル凧は紐をおつけしますので、実際に凧揚げをして遊んでいただくことができます。 

 

 

 

 

 龍舞 ～干支の力～ 

2012年の干支は「龍」。東京ミッドタウンでは「人々に幸福を与える 

象徴」として、中国に古くから伝わる、龍舞が登場します。全長 15mにも 

及ぶ龍の舞をお楽しみください。 

 

【開 催 日】 2012年 1月 3日（火） 

【時 間】 13：00～ ／ 15：00～ 

【場 所】 プラザ 1F キャノピー・スクエア 

 

 振る舞い酒 

東京ミッドタンは、新年 1月 2日（月）より営業いたします。2012年の

初売にお越しくださったお客様先着 100名様に、新年最初のおもてなし

として、東京ミッドタウン・オリジナル枡で「福正宗 純米黒ラベル」をご

提供します。 

 

【開 催 日】 2012年 1月 2日（月） 

【時 間】 10:45～ 

【場 所】 プラザ 1F キャノピー・スクエア 

【料 金】 無料 

【人 数】 先着 100名様 

【協   力】 SAKE SHOP福光屋 

その他 お正月イベント 

↑振る舞い酒イメージ 

↑龍舞イメージ 

↑似顔絵凧イメージ 

↑実施イメージ 
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 獅子舞 

お正月の恒例行事、獅子舞がガレリア内を練り歩きます。獅子に頭を 

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ます。 

 

【開 催 日】 2012年 1月 2日（月）・3日（火） 

【時 間】 1日 4回（※1回 20分）程度練り歩き 

             ※各日異なる 

【場 所】 ガレリア各所 

【協 力】 神田囃子睦会 

 

 

 

 

 

 

■アイスリンク in 東京ミッドタウン 

今年も東京ミッドタウン、芝生広場に都内最大級の広さを誇る屋外アイスリンクが登場。緑に囲まれた開放

的なエリアでアイススケートを思う存分楽しんでいただけます。また、17時からは周囲の木々がライトアップさ

れ、幻想的なナイトスケートが体験できます。 

 

 

【開 催 日】 2012年 1月 6日（金）～2月 29日（水） 

【時 間】 12：00～22：00 

【場 所】 東京ミッドタウン 芝生広場 

【料 金】 大人（高校生以上）1,000円 

小人（中学生以下）500円 

   ※貸靴代 500円 

↑獅子舞イメージ 

同時開催イベント 

実施イメージ→ 


