和紙

今年も東北の学生たち、東京の学生たちが参加しました

キャンドルガーデン
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法政大学「気仙沼と繋がら騎士」
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方に少しでも多く伝えられるようにしたいです。

胸に秘め、形を変えながらも活動を続けていきます。

桜美林大学「SLC- V」
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明治大学「きずな international」

震災から10年が経ち東北に徐々に人が戻ってきていますが、

震災から10 年が経って震災の記憶が薄れつつある中で、
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東北に戻れるよう、私たちもさまざまな活動をしていきます。

ることで、私たちに出来ることを続けていきたいです。

上智大学「僕らの夏休みプロジェクト」
震災から10 年という節目となりますが、これから先の未来
も見据えて、東北と関わり続けていくことが大切です。多くの方

成蹊⼤学「学⽣ボランティア本部 Uni 復興支援プロジェクト」 ／
⽂京学院⼤学「ブレーメンズ」 ／ インターガレッジ「つぼみプロジェクト」／
東北生活文化大学「版画ゼミ」

に、今一度考えていただく機会になれば幸いです。

昭和女子大学「ENVO」
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東海大学「東海大学チャレンジセンター 3.11生活復興支援プロジェクト」
震災から10年になります。私たち若い世代には『震災の記
憶』を伝えていく使命があります。後世に残して、必ず活かすと
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2021.3.9 TUE- 3.11 THU
17: 00 ‒ 20 : 00

東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン、芝生広場
入場無料 雨天・荒天中止

Event
Guide

イベントガイド

和紙キャンドルガーデン
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芝生広場
今年の芝生広場のデザインコンセプ

東日本大震災の被災地を巡り、東北の方々のメッセージを届けるプロジェクト『和紙キャンドルガーデン』。

トは「七宝」
。東北生活文化大学版画

す

ゼミと多摩大学村山貞幸ゼミ日本大

多摩大学日本大好きプロジェクトの学生が、心を込めた手漉きの和紙をキャンドルに仕立てました。

つなぐ

５つの円がつながった七宝をイメージしたデザインに
は、被災地の方々と全国の方々をつなぐ意味が込めら
れています。

好きプロジェクトの学生が考えたデザ

2021 年は「つなぐ」をテーマに東 北 3 県の方にメッセージをいただき、
震災から10 年経った東北の方々の想いをお届けいたします。
Washi* candle garden is the project to send the messages from Tohoku region
which was suffered from the Great East Japan Earthquake.
NIPPON DAISUKI PROJECT from students of Tama University made washi candles by handmade washi.
Connect on is the theme of this year. I had people from 3 prefectures write it
and brought back their messages which were their inherit after 10 years from the disaster.

2021年 芝生広場デザイン

岩手県

インです。過去10年間に東北3県で
和紙にかいていただいた、約2000

❶

個のメッセージを和紙キャンドルとし

※写真は 2019年のデザイン
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❸
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て灯します。

福島県

*Washi: Japanese traditional paper
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東京都、
学生

［ 場所 ］東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン、芝生広場
［
［
［
［

料金 ］入場無料 ※雨天・荒天中止
主催 ］東京ミッドタウン
企画・運営 ］多摩大学 村山貞幸ゼミ「日本大好きプロジェクト」
協力 ］カメヤマキャンドルハウス

［ Location ］TOKYO MIDTOWN Midtown Garden, Grass Square
［ Charge ］FREE *Cancelled in the event of rain or bad weather
［ Organizer ］TOKYO MIDTOWN
［ Plan and Management ］TAMA UNIVERSITY
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無地の
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① 2011年

Sadayuki Murayama Seminor Group Nippon Daisuki Project
［ Cooperation ］kameyama candle house

② 2012年

※イメージ

❿

③ 2013年

⓫

④ 2014年
⑤ 2015年
⑥ 2016 年
⑦ 2017年
⑧ 2018年
⑨ 2019年
⑩ 2020年
⑪ 2021年

メッセージ和紙ロード
ミッドタウン・ガーデンには、過去にメッセージをかいて
いただいた和紙をキャンドルに仕立て配置します。2011

〜 2021年の時の流れによって変化していく被災地の

同時開催 ¦ 東京ミッドタウン・デザインハブ 特別展

方々の思いを和紙キャンドルと共に感じていただきます。

活動紹介・
物販コーナー

東北の情報を発信！
和紙キャンドルガーデンの特設サイトでは、東北 3 県

（岩手県・宮城県・福島県）で学生た
ちが実際に足を運んで食べたお店の
グルメ動画を掲載しています。ぜひご
覧ください。
URL

東日本大震災関連の活動をおこなっ

ている学生が集まり、活動のアピー

花とともに生まれん。
3・11 以後、復興とアート

3月1日（月）〜13日（土）
11: 00 〜19 : 00
東京ミッドタウン・デザインハブ
(ミッドタウン・タワー５F）
◀︎

ル、活動で得た経験などを紹介して
います。また、東北生活文化大学の

https://nippon-daisuki.jp/tohoku/

しています。

11: 00 – 21:00

Restaurants

11:00 – 24:00

※営業時間は予告なく変更となる場合がありますので、お電話にて
店舗へご確認いただきますようお願いいたします。

*Some stores may be closed and some may have different
operating hours. Please call the store for confirmation.

⃝都営大江戸線「六本木駅」8番出口より直結
⃝東京メトロ日比谷線「六本木駅」より地下通路にて直結
途中、段差があるため車椅子・ベビーカーをご利用のお客さまは
日比谷線「六本木駅」で地上部に出てお越しください。

⃝東京メトロ千代田線「乃木坂駅」3番出口より徒歩約3分
〒 107-0052 東京都港区赤坂 9-7-1
東京ミッドタウン・コールセンター 03 - 3475 - 3100［ 受付時間 11:00 – 20:00 ］

学生がデザインしたトートバックを販売

※Mapはちぎり絵で作成しています。

詳細は
こちら

インフォメーション Information
Shops

※有料、先着100名まで
お客様への
お願い

1 マスクの着用、咳エチケットにご協力をお願いいたします。 2 発熱や咳、咽頭痛などの症状がある方については、ご来場を
お控えください。 3 2m 程度のソーシャル・ディスタンスの確保をお願いいたします。
※悪天候や新型コロナウイルス感染拡大の状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。

