
     SAMURAI JAPON 2018 
              ～第13回日本の心・日本の文化フェスティバル～ 
               

   催事企画書 
          

         ＜主催＞ 
 SAMURAI JAPON 2018 実行委員会 
 （特定非営利活動法人SAMURAI JAPON）         

     日仏友好160周年記念   

東日本大震災被災者文化復興支援チャリティイベント  

     ジャポニスム2018 参加企画  



はじめに・・・ 

1858年10月9日、フランスから日本に初めて使節として派遣された 

ジャン・バティスト・ルイ・グロ男爵によって、日仏修好通商条約が江戸で調印されました。                                                                                                             

これまで日本とフランスは、さまざまな分野で親密な関係を築き協力の歴史があります。  

現在若者に人気の週刊少年ジャンプを始めアニメ、映画、日本の伝統文化、世界文化 
遺産が紹介されフランスでの日本の人気度が上がり「一度行ってみたい国」と言われています。 
又2020年には、東京オリンピックが開催されるなど日本への期待が高まって来ています。 
そして2018年は、日仏友好160年記念にあたりパリを中心にフランス各地で、2018年6月より 
2019年2月まで日本紹介行事として「ジャポニスム2018：響きあう魂」が開催されます。 
2004年から12年間、延18万人動員日仏文化交流イベント「SAMURAI JAPON」  
～第13回日本の心・日本の文化フェスティバル～も日本政府主催の文化交流イベント 
「ジャポニスム2018：響きあう魂」に参加催事として2018年11月パリ市、ルマン市で開催します。 
この時期に、積極的に地方に眠る観光資源や日本文化を体験する楽しさなど、魅力ある日本を 
より広く紹介し日本文化、産業、観光等を体感できる文化交流イベント 

「SAMURAI JAPON 2018」 
～第13回日本の心・日本の文化フェスティバル～を企画しました。 



開催概要 

             日仏友好160周年記念 

            ジャポニスム2018参加企画 

            東日本大震災被災者文化復興支援チャリティイベント 
            SAMURAI JAPON 2018 
            ～第13回日本の心・日本の文化フェスティバル～  
◎テ  ー  マ    日本の音楽・日本文化・日本芸能・産業・観光・日本の食文化を通じて「日本の心」、 
            「日本の美」を伝える「心響日本の美、サムライ文化芸術祭り」 
◎開催日時    ルマン：2018年11月2日（金）、3日（土） 
                         パ   リ：2018年11月4日（日） 
◎開催場所    ルマン市：パレデコングレ文化会館・見本市会場 
            パリ市： Les Pavillons de Bercy 
◎協   力    パリ市、ルマン市、仏日文化協会さくら、Pâtisserie TAKAYANAGI  
            自冶体国際化協会パリ事務所、スタッフQ 、 東京アーティスト 
            ジュンメイクアップ、 MKエンタテインメント、芙蓉クラブ、伝筆協会 
            インターナショナルメイクアップアーティスト協会、 
            DAGASHIで世界を笑顔にする会、 白鶴ほか 
◎協   賛     JAL日本航空他 
◎後   援    在フランス日本国大使館 /JNTO Office National du Tourisme Japonais 

◎主   管         特定非営利活動法人SAMURAI JAPON 
◎主   催      SAMURAI JAPON 2018実行委員会  



企画意図 

  1900年、産業技術の粋を集められ開催されたパリ万博。 
それは、古いヨーロッパから新しいヨーロッパへの宣言でした。 
118年前に開催されたパリ万博では、川上音二郎・貞奴一座が参加し、日本の着物 
ドレスが人気を博しました。2000年頃からパリを始め欧州で東洋・日本ブームが 
沸き起こり、今も尚日本映画、アニメ、食文化の影響から日本文化が話題を呼んでいます。 
日本と同様長い歴史と伝統文化を持つフランス・欧州に、文化交流を通じ日本との 
交流を深めるには絶好の機会ではないでしょうか！ 
これまで日本人の心を、芸術・文化交流を通じて2004年から2015年まで毎年12年間、 
フランスパリを始めナンシー、トゥール、ルマン、ナントなどフランス各地で 
「SAMURAI JAPON」を開催し18万人のフランスの人達に日本の心の祭りを 
楽しんで頂きました。 
日仏友好160年を迎える2018年に「第13回日本の心・日本の文化フェスティバル」 
を開催出来ることを光栄に思います。 
この企画に賛同していただいた地方公共団体、文化団体や個人などの皆さんと共に 
フランスの皆さんに日本の文化などを紹介する芸術文化交流イベント 
「SAMURAI JAPON 2018」を 
企画致しました。 



コンセプト＆イベントテーマ 

＜コンセプト＞ 
 古いヨーロッパから新しいヨーロッパへ新時代の到来！ 

 １１８年前、川上音二郎・貞双一座が語りかけた「日本人の心」 
 今、パリ・欧州で、東洋「日本の文化」が話題を呼んでいる 
日本とフランス・欧州が理解を深める絶好のチャンス！ 

２０１８年１１月、１１８年の時を超えて 
「日本人の心」を日本の音楽・文化・芸能を通して伝える 

＜イベントテーマ＞ 
日本人の心をパリから欧州へ発信 

  SAMURAI JAPON 

日本の祭り・芸能 日仏交流 日本の音楽 



シンボルマーク＆キャラクター／ 
キャチフレーズ 

＜シンボルマーク＆キャラクター＞ 

さむらい君 

＜キャッチフレーズ＞ 
 「 日 本 の 心 」 み つ け た ！ 

 ◆ キャッチフレーズコンセプト  

◇気軽に参加して楽しめる日本の文化 

◇心に残る心に響く出会いの場 

◇催事への誘い 

◇日本・フランス・欧州文化交流 



実施内容① paris 
    日仏友好160周年記念 芙蓉クラブ「日仏友好パピリオン」 

      日仏友好の歩み、講演、展示、映画、書画実演ほか 
 

＜第一会場：日本文化芸能「SAMURAI JAPON 2018ステージ催事」＞ 

  テーマ：サムライ文化と時代と日本人  

 ★日本の伝統的な踊りや音楽、講演などをステージで披露する会場 

 日時： 2018年11月4日（日）12時00分～19時30分      

 場所：Les Pavillons de Bercy「特設ホール」 

＜第二会場：日本文化紹介展示・実演＞  

   テーマ：日本の伝統文化と未来の創造展  

 ★日本の書道、華道、伝統的な工芸品、観光、物産など日本の心をテーマにした 

   作品などの展示会場、実演・市民とのふれあいの文化交流広場の2会場で実施 

 日時：  2018年11月4日（日）11時30分～ 18時00分  

 場所： Les Pavillons de Bercy内展示会場 

＜日仏交流広場：日本の食文化と日本の祭りＳＡＭＵＲＡＩ交流広場＞  

   テーマ:日本の食体験から日本の心を味わう！！サムライの知恵と食文化  

 ★日本の食文化と日本の祭りを紹介・試食するコーナー    

 日時： 2018年11月4日（日） 11時30分～18時00分 

 場所： Les Pavillons de Bercy食文化会場 

 



Paris 「Les Pavillons de Bercy」会場レイアウト図案 



実施内容②LeMans   
  ＜第一会場：日本文化芸能「SAMURAI JAPON 2018ステージ催事」＞ 

 テーマ：サムライ文化と時代と日本人 

  ★日本の伝統的な踊り、音楽、講演などをステージで披露する会場 

  日時： 2018年11月2日（金） 19時00分～21時  

      2018年11月3日（土） 12時～18時  

  場所：Palais des Congrèsパレデコングレ文化会館ホール 

＜第二会場：日本文化紹介展示・実演＞ 

 テーマ：日本の伝統文化と未来の創造展  

  ★日本の書道、華道、伝統的な工芸品、ＤＡＧＡＳＨＩ、観光、物産など日本の心を 

    テーマにした作品などを展示・実演する会場 

  日時： 2018年11月2日（金） 15時～21時  

      2018年11月3日（土） 11時45分～17時  

  場所：Palais des Congrès文化会館見本市展示会場 

＜日仏交流広場：日本の食文化と日本の祭りSAMURAI交流広場＞ 

 テーマ:日本の食体験から日本の心を味わう！！サムライの知恵と食文化  

  ★日本の食文化と日本の祭りを紹介・試食するコーナー 

  日時： 2018年11月2日（金） 15時～21時  

       2018年11月3日（土） 11時45分～17時  

  場所：Palais des Congrès文化会館見本市食文化会場 



LeMans 「Palais des Congrès」会場レイアウト図案 



舞台・展示・食文化会場 
スペクタクル部門②（舞台出演） 

   ＪＵＮＫＯ ＩＣＨＩＪＹＯ「Ｊapon Ｃollection au ｐａｒｉｓ」  
       一條純子のザ・ジャポネーズ 
         KIMONO MAKE UP SHOW 

  10世紀から始まる女性装束！！ 

日本の心きものの鮮やかな装束の世界―の美を魅せます 

着物を愛したモネ、ゴッホの作品、日本の着物文化、結婚式 

ＫＩＭＯＮＯ ＢＯＮ ＤＡＮＳＥ フラワーアートヘアーメイク 

KIMONO Collection au Ｐａｒｉｓ  

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E6%80%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E8%A3%85%E6%9D%9F
http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RAyhOT1_ta4EgAggmDTwx.;_ylu=X3oDMTFsMW5lNmQ3BHBhdHQDZ2dsBHBvcwMyBHByb3ADZ2lzZWFyY2gEcXADBHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=1721r09pb/EXP=1526554963/**https:/search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=%E3%83%A2%E3%83%8D%E3%81%AE%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%9D%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BA
http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RAyhOT1_ta4EgAhAmDTwx.;_ylu=X3oDMTFsNWlwMjRzBHBhdHQDZ2dsBHBvcwM0BHByb3ADZ2lzZWFyY2gEcXADBHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=1721r09pb/EXP=1526554963/**https:/search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=%E3%83%A2%E3%83%8D%E3%81%AE%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%9D%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BA
http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RifzZw2PtaeTsAdICDTwx.;_ylu=X3oDMTFsdTFtbnNlBHBhdHQDZ2dsBHBvcwM1BHByb3ADZ2lzZWFyY2gEcXADBHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=156rd1qst/EXP=1526555184/**https:/search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=%E3%82%B4%E3%83%83%E3%83%9B%E8%8A%B1%E9%AD%81
http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RifzZw2PtaeTsAcoCDTwx.;_ylu=X3oDMTFsOXJzMTZ0BHBhdHQDZ2dsBHBvcwMzBHByb3ADZ2lzZWFyY2gEcXADBHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=156rd1qst/EXP=1526555184/**https:/search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=%E3%82%B4%E3%83%83%E3%83%9B%E8%8A%B1%E9%AD%81
https://furisode.joyful-eli.com/catalog/furisode/blue-os-240000-tao-e3815.html
https://furisode.joyful-eli.com/catalog/furisode/red-r-180000-tao-i3631.html
https://furisode.joyful-eli.com/catalog/hakama/images/photo/h221.jpg


舞台・展示・食文化会場 
スペクタクル部門③（舞台出演） 
 テーマ：日本文化と時代と日本人 

◇心おどる江戸の華「浮世絵吉原の花」 

◇出雲の阿国＆大江戸女歌舞伎 

◇武士道と伝統文化「ＳＡＭＵＲＡＩアクション殺陣」 

◇岡山桃太郎社中／岡山県郷土芸能「生（む）すひの岡山縁起舞」 

◇小林芙蓉「書が織りなす日本の心 書画の世界」ステージ実演 

◇日本の着物文化「ザ・ジャポネーズ KIMONO MAKE UP SHOW」 

◇SAMURAI時空座 新渡戸稲造作「武士道 BUSHIDO」 

◇歌舞伎十八番「連獅子の舞」 

◇Théâtre Dreams de Kiｄｓ 

 「王宮ネリエス」～愛繋（キズナ）の森～『太陽さまのタネ』 
◇ＪＰＯＰ 生きる力をありがとう！七瀬美菜が贈る愛の歌  

   My WayàParis chante Mina（美菜が歌うマイウェイインパリ） 

◇江戸芸かっぽれ/銭太鼓（鹿児島おはら節）/隠岐しげさ節 

◇東京応援団 「Tokyo Bon Dance 」＆「お祭り忍者」 

◇フランスで活躍する文化芸能団体選抜参加企画 他 

   



展示部門① 
テーマ：日本の伝統文化と未来の創造展 

小林芙蓉「書が織りなす日本の心書画展」 

  

 
  

 
 
 
 
 
小林芙蓉（こばやしふよう）             
 
岡山県出身。幼少期より書の基本を学ぶ。              
1976年から77年にかけてオーストラリア国立大学 
日本語学科に於いて書と俳画を指導。 
楷書から行書、草書はもとより、前衛書まで含めた 
幅広い作品を製作。 
国際親善で多くの国を回り、「筆が織りなす日本の心」 
を世界に紹介。 
中国では作法で「書法」、韓国では芸術性で「書芸」、 
日本の「書道」は道・精神性を重んじる。 
「書は人なり」といい、人々が思いやりに満ち、 
調和された世の中になるよう、常に念じている。 
また、一瞬のひらめきによる象形的な書に開眼以来、 
文字の奥に秘められた深い愛を、人々の魂まで届ける 
事を使命とし作品を生み出し続けている。 
 
 

 

 
 

 
 
＜国際親善＞ 

フランス、イタリア、イギリス、アメリカ、オース
トラリア、韓国、中国、台湾、モンゴル、ブル
ネイ、 南アフリカ、イスラエル他 

心の水を求めて世界中を旅
して聞こえてきた 魂の叫び 
その魂の作品は、見る人の
こころを揺さぶり 心に響く
小林芙蓉書画の世界に誘
います。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1485775649/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pLnl0aW1nLmNvbS92aS9veGxOeml2dVRHby9ocWRlZmF1bHQuanBn/RS=^ADBSMj6h9hOvxi_jZ_USCxmWBhMGuQ-;_ylt=A2Rivc6h0Y1YkzYApDKU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1485775649/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5zZW5ndWthbi5qcC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNC8wNi8wNjA4LTAxLmpwZw--/RS=^ADBzLN8UFLbb.kWBjytm_BzidxHre4-;_ylt=A2Rivc6h0Y1YkzYAdDKU3uV7


展示部門②    
日本の生活の知恵と発想から生まれた 

 山崎和男（創作木のおもちゃ研究家）作品 

「日仏の子供たちを繋ぐ木のおもちゃ展」 

山崎和男 ギャラリー和（なごみ）代表        

      いなほ幼稚園園長 

      創作木のおもちゃ研究家 

 

自然素材の木を生かした遊具として 

楽しく遊びながら感覚を刺激したり 

運動能力の発達を促す手作りの木の 

おもちゃを創作して３５年  

２６０種類の木のおもちゃが子供達に 

夢を届けます。 

今度の展示と体験は、あそびの天才                           

フランスの子供達に楽しんでもらう                       

遊具を厳選し展示と日本の子供たち 

に人気の遊び方を体験してもらいます。 

 

http://labo-yamazaki.jp/_src/sc389/IMG_1753.jpg
http://labo-yamazaki.jp/_src/sc395/IMG_1763.jpg


展示部門③ 
テーマ：日本の伝統文化と未来の創造展 
江戸時代から伝わる駄菓子＆紙芝居文化展と体験  

DAGASHIで世界を笑顔にする会が日本の古き
良き文化駄菓子を世界中の子供たちに触れても
らいたいと日本の古き良き時代から現在未来の
こども達に贈るメッセージ 

 



展示部門④ 

 その他の展示・体験 

◇日本の世界文化遺産紹介展 

◇浦大典現代美術アート展 

◇金沢の匠工芸展 

◇西村英子ほか「心が伝わる筆文字の世界」作品展 

◇日本自治体参加ブース 

◇日本各地の観光、文化、産業の紹介 

◇布の手作り絵本・エプロンシアター 

◇街角畳瀬で茶会(持ち運び便利な折り畳み式） 

◇東日本大震災復興関連展示＆「釜石ラクビーワールドカップ２０１９」
◇１９００年パリ万博日本館での日本酒出品記録ほか利き酒コーナー 

◇「楽健道」の勧め！楽しみながらともに歩み健やかなる道体験 

◇吉武利文「香りのデザイン研究所香りで空間演出」展示と実演   

                   



舞台・展示・食文化会場 
食文化部門 
テーマ：日本の食体験から日本の心を味わう！！ 
      サムライの知恵と食文化  

◇絵巻き寿司講座  
  寿司の実演＆アート巻物指導 

◇日本の食文化革命次世代の「スマートキッチン」 
海外で日本食ブームに適応した新しいスマートキッチンを創造する 

フランス人が好きな日本食天ぷらを簡単に電子レンジで作り試食する 

過程の中で油を使わないで電子レンジで天ぷらを簡単に作り食卓を飾る 

日本食のレシピをＡＩを活用したスマートフォン使用したスマートキッチンとは！！ 

テンプラ油を一切を使わないで 

電子レンジで作る天ぷらの味体験 

◇SAMURAI弁当  

◇日本酒・その他  

   １９００年パリ万博に出品した日本酒紹介 

   （白鶴） 

◇わのくに（日本の食材紹介と体験） 

◇焼きそば/たこ焼きほか 

  



お問合せ先 
    〒107－0061  

    東京都港区北青山2丁目7番20号第2猪瀬ビル7階 
   NPO法人 SAMURAI JAPON 

    「SAMURAI JAPON 2018」運営事務局  
    代表・総合プロデューサー演出  小林 正治 
     事務局長             一條 純子 
    運営翻訳進行担当        保井  円 
        ＴＥＬ ０３－６８０４－２７６８（直通）  

    ＦＡＸ ０３－６８０４－２７６５ 

    Ｅ－ＭＡＩＬ samuraijapon@staffq.co.jp 

    ホームページアドレス http://www.samuraijapon.net      

   
   
 
    SAMURAIJAPON 2018 Le Mans 
   運営進行通訳連絡担当： Chisa OGAWA 
    Association franco-japonaise Sakura Le Mans   

http://www.samuraijapon.net/

