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はじめに・・・はじめに・・・はじめに・・・はじめに・・・

1900年、産業技術の粋を集められ開催されたパリ万博。年、産業技術の粋を集められ開催されたパリ万博。年、産業技術の粋を集められ開催されたパリ万博。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。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。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。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。
100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・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・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・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。ドレスが人気を博しました。ドレスが人気を博しました。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・日本ブームが年頃からパリを始め欧州で東洋・日本ブームが年頃からパリを始め欧州で東洋・日本ブームが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。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。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。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、文化交流を通じ理解を日本と同様長い歴史と伝統文化を持つフランス・欧州に、文化交流を通じ理解を日本と同様長い歴史と伝統文化を持つフランス・欧州に、文化交流を通じ理解を日本と同様長い歴史と伝統文化を持つフランス・欧州に、文化交流を通じ理解を
深めるには絶好の機会ではないでしょうか！深めるには絶好の機会ではないでしょうか！深めるには絶好の機会ではないでしょうか！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音楽・文化・芸能を通じてサムライ文化伝えたいとこれまで日本人の心を音楽・文化・芸能を通じてサムライ文化伝えたいとこれまで日本人の心を音楽・文化・芸能を通じてサムライ文化伝えたいとこれまで日本人の心を音楽・文化・芸能を通じてサムライ文化伝えたいと
2004年年年年11月月月月14日、日、日、日、2005年年年年10月月月月8日・日・日・日・9日、日、日、日、2006年年年年11月月月月11日・日・日・日・12日、日、日、日、
2007年年年年11月月月月25日・日・日・日・26日、日、日、日、2008年年年年10月月月月25・・・・26日、日、日、日、2009年年年年11月月月月7日・日・日・日・8日、日、日、日、
2010年年年年11月月月月13日・日・日・日・14日、日、日、日、2011年年年年10月月月月9日・日・日・日・15日・日・日・日・16日日日日に 「「「「SAMURAI JAPON」が」が」が」が
開催されフランスの人々にも多数ご参加いただき、大好評のうちに終了いたしました。開催されフランスの人々にも多数ご参加いただき、大好評のうちに終了いたしました。開催されフランスの人々にも多数ご参加いただき、大好評のうちに終了いたしました。開催されフランスの人々にも多数ご参加いただき、大好評のうちに終了いたしました。
9回目を迎える今年も、この企画に賛同していただいた文化団体や個人など、回目を迎える今年も、この企画に賛同していただいた文化団体や個人など、回目を迎える今年も、この企画に賛同していただいた文化団体や個人など、回目を迎える今年も、この企画に賛同していただいた文化団体や個人など、
ご参加いただき、この熱い思いをフランスをはじめ欧州の皆さんに紹介する催事。ご参加いただき、この熱い思いをフランスをはじめ欧州の皆さんに紹介する催事。ご参加いただき、この熱い思いをフランスをはじめ欧州の皆さんに紹介する催事。ご参加いただき、この熱い思いをフランスをはじめ欧州の皆さんに紹介する催事。
自主ボランティア運営参加型文化交流イベント「自主ボランティア運営参加型文化交流イベント「自主ボランティア運営参加型文化交流イベント「自主ボランティア運営参加型文化交流イベント「SAMURAI JAPON 2012」を」を」を」を
企画いたしました。企画いたしました。企画いたしました。企画いたしました。



開催概要開催概要開催概要開催概要

SAMURAI JAPON 2012
～日本の心・日本の文化フェスティバル～～日本の心・日本の文化フェスティバル～～日本の心・日本の文化フェスティバル～～日本の心・日本の文化フェスティバル～

◎◎◎◎テテテテ ーーーー ママママ 日本の音楽・日本文化・日本芸能を通して「日本の心」、「日本の美」を伝える日本の音楽・日本文化・日本芸能を通して「日本の心」、「日本の美」を伝える日本の音楽・日本文化・日本芸能を通して「日本の心」、「日本の美」を伝える日本の音楽・日本文化・日本芸能を通して「日本の心」、「日本の美」を伝える
「「「「心響日本の美、大和の国の夢舞台心響日本の美、大和の国の夢舞台心響日本の美、大和の国の夢舞台心響日本の美、大和の国の夢舞台」」」」

◎◎◎◎開催日時開催日時開催日時開催日時 2012年年年年11月月月月3日（日（日（日（土）前夜祭土）前夜祭土）前夜祭土）前夜祭ナンシーナンシーナンシーナンシー市市市市
11月月月月4日（日）ナンシー市日（日）ナンシー市日（日）ナンシー市日（日）ナンシー市
11月月月月11日日日日（（（（日日日日）パリ市）パリ市）パリ市）パリ市

◎◎◎◎開催開催開催開催場所場所場所場所 ナンシー市：市庁舎グランドサロン、展示ホールナンシー市：市庁舎グランドサロン、展示ホールナンシー市：市庁舎グランドサロン、展示ホールナンシー市：市庁舎グランドサロン、展示ホール
パリ市：パビリオンパリ市：パビリオンパリ市：パビリオンパリ市：パビリオン デュデュデュデュ ベルシー（ベルシー（ベルシー（ベルシー（Les Pavillons de Bercy)

◎◎◎◎協協協協 力力力力 Le Muse des Aris Forains
Hôtel de Ville Nancy
スタスタスタスタッフキュー、東京アーティスト、ジュンメイクアップ、ッフキュー、東京アーティスト、ジュンメイクアップ、ッフキュー、東京アーティスト、ジュンメイクアップ、ッフキュー、東京アーティスト、ジュンメイクアップ、
インターナショナルメイクアップアーティスト協会、インターナショナルメイクアップアーティスト協会、インターナショナルメイクアップアーティスト協会、インターナショナルメイクアップアーティスト協会、
MKMKMKMKエンタテインメント、エンタテインメント、エンタテインメント、エンタテインメント、京都市、日本政府観光局パリ事務所京都市、日本政府観光局パリ事務所京都市、日本政府観光局パリ事務所京都市、日本政府観光局パリ事務所 ほかほかほかほか

◎◎◎◎協協協協 賛賛賛賛 JALJALJALJAL日本航空日本航空日本航空日本航空
◎◎◎◎後後後後 援援援援 在フランス日本国大使館在フランス日本国大使館在フランス日本国大使館在フランス日本国大使館
◎◎◎◎主主主主 管管管管 NPO法人法人法人法人 SAMURAI JAPON
◎◎◎◎主主主主 催催催催 SAMURAI JAPON 2012 実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会



実施内容① Ｎａｎｃｙ

＜第一会場：日本文化芸能「＜第一会場：日本文化芸能「＜第一会場：日本文化芸能「＜第一会場：日本文化芸能「SAMURAI JAPON 2012 ステージ催事」＞ステージ催事」＞ステージ催事」＞ステージ催事」＞

★日本の伝統的な踊りや音楽などをステージで披露する会場★日本の伝統的な踊りや音楽などをステージで披露する会場★日本の伝統的な踊りや音楽などをステージで披露する会場★日本の伝統的な踊りや音楽などをステージで披露する会場

日時：日時：日時：日時：2012年年年年11月月月月4日（日）日（日）日（日）日（日） 12時～時～時～時～19時時時時

場所：場所：場所：場所：Nancy市庁舎グランドサロン市庁舎グランドサロン市庁舎グランドサロン市庁舎グランドサロンGrand Salon特設ホールほか特設ホールほか特設ホールほか特設ホールほか

＜第二会場：日本文化紹介展示・実演＞＜第二会場：日本文化紹介展示・実演＞＜第二会場：日本文化紹介展示・実演＞＜第二会場：日本文化紹介展示・実演＞

★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★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★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★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を展示・実演する会場テーマにした作品などを展示・実演する会場テーマにした作品などを展示・実演する会場テーマにした作品などを展示・実演する会場

日時：日時：日時：日時：2012年年年年11月月月月4日（日）日（日）日（日）日（日） 12時～時～時～時～19時時時時

場所：場所：場所：場所： Nancy市庁舎グランドサロン内市庁舎グランドサロン内市庁舎グランドサロン内市庁舎グランドサロン内Salon carre展示会場展示会場展示会場展示会場





実施内容② Paris

＜第一会場：日本文化芸能「＜第一会場：日本文化芸能「＜第一会場：日本文化芸能「＜第一会場：日本文化芸能「SAMURAI JAPON2012ステージ催事」＞ステージ催事」＞ステージ催事」＞ステージ催事」＞

★日本の伝統的な踊りや音楽などをステージで披露する会場★日本の伝統的な踊りや音楽などをステージで披露する会場★日本の伝統的な踊りや音楽などをステージで披露する会場★日本の伝統的な踊りや音楽などをステージで披露する会場

日時：日時：日時：日時：2012年年年年11月月月月11日（日）日（日）日（日）日（日） 12時～時～時～時～19時時時時

場所：場所：場所：場所：Les Pavillons de Bercy「特設ホール」「特設ホール」「特設ホール」「特設ホール」

＜第二会場：日本文化紹介展示・実演＞＜第二会場：日本文化紹介展示・実演＞＜第二会場：日本文化紹介展示・実演＞＜第二会場：日本文化紹介展示・実演＞

★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★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★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★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を展示・実演する会場テーマにした作品などを展示・実演する会場テーマにした作品などを展示・実演する会場テーマにした作品などを展示・実演する会場

日時：日時：日時：日時：2012年年年年11月月月月11日（日）日（日）日（日）日（日） 12時～時～時～時～19時時時時

場所：場所：場所：場所：Les Pavillons de Bercy内展示会場内展示会場内展示会場内展示会場

＜日仏交流広場：日本の食文化と日本の祭りＳＡＭＵＲＡＩ交流＞＜日仏交流広場：日本の食文化と日本の祭りＳＡＭＵＲＡＩ交流＞＜日仏交流広場：日本の食文化と日本の祭りＳＡＭＵＲＡＩ交流＞＜日仏交流広場：日本の食文化と日本の祭りＳＡＭＵＲＡＩ交流＞

★日本の食文化と日本の祭りを紹介・試食する会場★日本の食文化と日本の祭りを紹介・試食する会場★日本の食文化と日本の祭りを紹介・試食する会場★日本の食文化と日本の祭りを紹介・試食する会場

日時：日時：日時：日時：2012年年年年11月月月月11日（日）日（日）日（日）日（日） 12時～時～時～時～19時時時時

場所：場所：場所：場所：Les Pavillons de Bercy屋外広場屋外広場屋外広場屋外広場







これまでの「これまでの「これまでの「これまでの「SAMURAI JAPON」の記録①」の記録①」の記録①」の記録①

＜第１回＜第１回＜第１回＜第１回 ２００４年１１月１４日開催＞２００４年１１月１４日開催＞２００４年１１月１４日開催＞２００４年１１月１４日開催＞
１２時～鏡割りにてイベント開始。１８時終了。入場者数約４０００人１２時～鏡割りにてイベント開始。１８時終了。入場者数約４０００人１２時～鏡割りにてイベント開始。１８時終了。入場者数約４０００人１２時～鏡割りにてイベント開始。１８時終了。入場者数約４０００人

●第一会場●第一会場●第一会場●第一会場 江戸芸江戸芸江戸芸江戸芸かっぽれかっぽれかっぽれかっぽれ・座頭市・・座頭市・・座頭市・・座頭市・JAPAN KIMONO SHOW日本の着物文化と日本人日本の着物文化と日本人日本の着物文化と日本人日本の着物文化と日本人
居合道・日本舞踊・民話ミュージカル「風を呼ぶ村」居合道・日本舞踊・民話ミュージカル「風を呼ぶ村」居合道・日本舞踊・民話ミュージカル「風を呼ぶ村」居合道・日本舞踊・民話ミュージカル「風を呼ぶ村」
MAKE UP SHOW「日本の四季」～生け花と着物～「日本の四季」～生け花と着物～「日本の四季」～生け花と着物～「日本の四季」～生け花と着物～ ほかほかほかほか

●第二会場●第二会場●第二会場●第二会場 友禅の展示と実演・書道の展示と実演・西野流呼吸法の実演と指導友禅の展示と実演・書道の展示と実演・西野流呼吸法の実演と指導友禅の展示と実演・書道の展示と実演・西野流呼吸法の実演と指導友禅の展示と実演・書道の展示と実演・西野流呼吸法の実演と指導
漆工芸（バック）天平の華・折り紙漆工芸（バック）天平の華・折り紙漆工芸（バック）天平の華・折り紙漆工芸（バック）天平の華・折り紙 ほかほかほかほか

●日仏交流広場●日仏交流広場●日仏交流広場●日仏交流広場 鏡割り・お酒・お餅つき・たこ焼き・アンパン・菓子パン鏡割り・お酒・お餅つき・たこ焼き・アンパン・菓子パン鏡割り・お酒・お餅つき・たこ焼き・アンパン・菓子パン鏡割り・お酒・お餅つき・たこ焼き・アンパン・菓子パン
焼きそば・シュウマイ焼きそば・シュウマイ焼きそば・シュウマイ焼きそば・シュウマイ ほかほかほかほか

＜第２回＜第２回＜第２回＜第２回 ２００５年１０月８日・９日開催＞２００５年１０月８日・９日開催＞２００５年１０月８日・９日開催＞２００５年１０月８日・９日開催＞
８日１２時～鏡割りにてイベント開始。翌９日１７時終了。入場者数約１２０００人（２日間）８日１２時～鏡割りにてイベント開始。翌９日１７時終了。入場者数約１２０００人（２日間）８日１２時～鏡割りにてイベント開始。翌９日１７時終了。入場者数約１２０００人（２日間）８日１２時～鏡割りにてイベント開始。翌９日１７時終了。入場者数約１２０００人（２日間）

●第一会場●第一会場●第一会場●第一会場 民舞「因旛大黒舞」・傘踊り「大東京音頭」・津軽三味線民舞「因旛大黒舞」・傘踊り「大東京音頭」・津軽三味線民舞「因旛大黒舞」・傘踊り「大東京音頭」・津軽三味線民舞「因旛大黒舞」・傘踊り「大東京音頭」・津軽三味線
倉敷天領太鼓・日本舞踊「白虎隊」倉敷天領太鼓・日本舞踊「白虎隊」倉敷天領太鼓・日本舞踊「白虎隊」倉敷天領太鼓・日本舞踊「白虎隊」 ・銭太鼓・銭太鼓・銭太鼓・銭太鼓
一條純子一條純子一條純子一條純子MAKE UP SHOW・岡山の祭り「・岡山の祭り「・岡山の祭り「・岡山の祭り「さわらさわらさわらさわらじゃ～うらじゃ音頭」じゃ～うらじゃ音頭」じゃ～うらじゃ音頭」じゃ～うらじゃ音頭」
日本舞踊ショー「日本の美と心」日本舞踊ショー「日本の美と心」日本舞踊ショー「日本の美と心」日本舞踊ショー「日本の美と心」 ・芝居「駅～・芝居「駅～・芝居「駅～・芝居「駅～Station」ほか」ほか」ほか」ほか

●第二会場●第二会場●第二会場●第二会場 日本の原風景と着物（日本の原風景と着物（日本の原風景と着物（日本の原風景と着物（SHARP大型液晶大型液晶大型液晶大型液晶TV）・着物着付けとメイクの撮影会）・着物着付けとメイクの撮影会）・着物着付けとメイクの撮影会）・着物着付けとメイクの撮影会
日本の物産工芸品紹介・パリユーロニュースマガジン紹介日本の物産工芸品紹介・パリユーロニュースマガジン紹介日本の物産工芸品紹介・パリユーロニュースマガジン紹介日本の物産工芸品紹介・パリユーロニュースマガジン紹介
岡山県観光物産紹介岡山県観光物産紹介岡山県観光物産紹介岡山県観光物産紹介 ほかほかほかほか

●日仏交流広場●日仏交流広場●日仏交流広場●日仏交流広場 鏡割り・お酒・お餅・たこ焼き・焼きそば・お好み焼き・寿司・おにぎり鏡割り・お酒・お餅・たこ焼き・焼きそば・お好み焼き・寿司・おにぎり鏡割り・お酒・お餅・たこ焼き・焼きそば・お好み焼き・寿司・おにぎり鏡割り・お酒・お餅・たこ焼き・焼きそば・お好み焼き・寿司・おにぎり ほかほかほかほか



これまでの「これまでの「これまでの「これまでの「SAMURAI JAPON」の記録②」の記録②」の記録②」の記録②

＜第３回＜第３回＜第３回＜第３回 ２００６年１１月１１日・１２日開催＞２００６年１１月１１日・１２日開催＞２００６年１１月１１日・１２日開催＞２００６年１１月１１日・１２日開催＞
１１日１５時～鏡割りにてイベント開始。翌１２日１７時終了。１１日１５時～鏡割りにてイベント開始。翌１２日１７時終了。１１日１５時～鏡割りにてイベント開始。翌１２日１７時終了。１１日１５時～鏡割りにてイベント開始。翌１２日１７時終了。
入場者数約１６０００人（２日間）入場者数約１６０００人（２日間）入場者数約１６０００人（２日間）入場者数約１６０００人（２日間）

●第一会場●第一会場●第一会場●第一会場 「江戸芸「江戸芸「江戸芸「江戸芸かっぽれかっぽれかっぽれかっぽれ」・「サムライアクション殺陣」・津軽三味線＆鼓動の響き・」・「サムライアクション殺陣」・津軽三味線＆鼓動の響き・」・「サムライアクション殺陣」・津軽三味線＆鼓動の響き・」・「サムライアクション殺陣」・津軽三味線＆鼓動の響き・
「「「「SAMURAI新撰組」新撰組」新撰組」新撰組」・「ニッポンの歌～素晴らしき日本の四季」・・「ニッポンの歌～素晴らしき日本の四季」・・「ニッポンの歌～素晴らしき日本の四季」・・「ニッポンの歌～素晴らしき日本の四季」・
「フランス甲南太鼓」・一條純子「フランス甲南太鼓」・一條純子「フランス甲南太鼓」・一條純子「フランス甲南太鼓」・一條純子MAKE UP SHOW｢｢｢｢着物と時代と日本」・着物と時代と日本」・着物と時代と日本」・着物と時代と日本」・
「「「「Chanson du Japon」・空手演武・「魂をゆさぶる天領夢世界」ほか」・空手演武・「魂をゆさぶる天領夢世界」ほか」・空手演武・「魂をゆさぶる天領夢世界」ほか」・空手演武・「魂をゆさぶる天領夢世界」ほか

●第二会場●第二会場●第二会場●第二会場 着物着付け・折り紙・マンガコーナー・民芸品・抹茶・浴衣ほか着物着付け・折り紙・マンガコーナー・民芸品・抹茶・浴衣ほか着物着付け・折り紙・マンガコーナー・民芸品・抹茶・浴衣ほか着物着付け・折り紙・マンガコーナー・民芸品・抹茶・浴衣ほか
●日仏交流広場●日仏交流広場●日仏交流広場●日仏交流広場 鏡割り・お酒・お餅・焼きそば・お茶・甘酒鏡割り・お酒・お餅・焼きそば・お茶・甘酒鏡割り・お酒・お餅・焼きそば・お茶・甘酒鏡割り・お酒・お餅・焼きそば・お茶・甘酒 ほかほかほかほか



これまでの「これまでの「これまでの「これまでの「SAMURAI JAPON」の記録③」の記録③」の記録③」の記録③

＜第４回＜第４回＜第４回＜第４回 ２００７年１１月２５日・２６日開催＞２００７年１１月２５日・２６日開催＞２００７年１１月２５日・２６日開催＞２００７年１１月２５日・２６日開催＞
２５日１２時～鏡割りにてイベント開始。１８時終了（サンシール市）２５日１２時～鏡割りにてイベント開始。１８時終了（サンシール市）２５日１２時～鏡割りにてイベント開始。１８時終了（サンシール市）２５日１２時～鏡割りにてイベント開始。１８時終了（サンシール市）
２６日市役所ホールで鏡割り～２２時３０分終了。（トゥール市）２６日市役所ホールで鏡割り～２２時３０分終了。（トゥール市）２６日市役所ホールで鏡割り～２２時３０分終了。（トゥール市）２６日市役所ホールで鏡割り～２２時３０分終了。（トゥール市）
入場者数入場者数入場者数入場者数 約５０００人（２日間）約５０００人（２日間）約５０００人（２日間）約５０００人（２日間）

●第一会場●第一会場●第一会場●第一会場 「江戸芸「江戸芸「江戸芸「江戸芸かっぽれかっぽれかっぽれかっぽれ」・「日本古今絵巻山村踊り組」・津軽三味線＆鼓動の響き」・「日本古今絵巻山村踊り組」・津軽三味線＆鼓動の響き」・「日本古今絵巻山村踊り組」・津軽三味線＆鼓動の響き」・「日本古今絵巻山村踊り組」・津軽三味線＆鼓動の響き
日本のクラブ＆ＤＪ文化・「ニッポンの歌～」・空手演「武・「フランス甲南太鼓」日本のクラブ＆ＤＪ文化・「ニッポンの歌～」・空手演「武・「フランス甲南太鼓」日本のクラブ＆ＤＪ文化・「ニッポンの歌～」・空手演「武・「フランス甲南太鼓」日本のクラブ＆ＤＪ文化・「ニッポンの歌～」・空手演「武・「フランス甲南太鼓」

一條純子一條純子一條純子一條純子ＭＡＫＥＭＡＫＥＭＡＫＥＭＡＫＥ ＵＰＵＰＵＰＵＰ ＳＨＯＷＳＨＯＷＳＨＯＷＳＨＯＷ｢｢｢｢着物と時代と日本」・心響創造日本の美の着物と時代と日本」・心響創造日本の美の着物と時代と日本」・心響創造日本の美の着物と時代と日本」・心響創造日本の美の
世界・「魂をゆさぶる天領夢世界」ほか世界・「魂をゆさぶる天領夢世界」ほか世界・「魂をゆさぶる天領夢世界」ほか世界・「魂をゆさぶる天領夢世界」ほか

●第二会場●第二会場●第二会場●第二会場 着物着付け・書道展・フランス子供絵画展・民芸品・陶芸・組紐ほか着物着付け・書道展・フランス子供絵画展・民芸品・陶芸・組紐ほか着物着付け・書道展・フランス子供絵画展・民芸品・陶芸・組紐ほか着物着付け・書道展・フランス子供絵画展・民芸品・陶芸・組紐ほか
●第三会場●第三会場●第三会場●第三会場 日本酒、餅つき、焼きそば、日本茶、おでん、せんべいほか日本酒、餅つき、焼きそば、日本茶、おでん、せんべいほか日本酒、餅つき、焼きそば、日本茶、おでん、せんべいほか日本酒、餅つき、焼きそば、日本茶、おでん、せんべいほか
●日仏交流広場●日仏交流広場●日仏交流広場●日仏交流広場 縄文土器・野焼体験縄文土器・野焼体験縄文土器・野焼体験縄文土器・野焼体験



これまでの「これまでの「これまでの「これまでの「SAMURAI JAPON」の記録」の記録」の記録」の記録④④④④

＜第５回＜第５回＜第５回＜第５回 ２００８年１０月２５日・２６日開催＞２００８年１０月２５日・２６日開催＞２００８年１０月２５日・２６日開催＞２００８年１０月２５日・２６日開催＞

２５日１３時～鏡割りにてイベント開始。翌２６日１９時終了。２５日１３時～鏡割りにてイベント開始。翌２６日１９時終了。２５日１３時～鏡割りにてイベント開始。翌２６日１９時終了。２５日１３時～鏡割りにてイベント開始。翌２６日１９時終了。

入場者数入場者数入場者数入場者数 約１２，０００人（２日間）約１２，０００人（２日間）約１２，０００人（２日間）約１２，０００人（２日間）

●●●●第一会場第一会場第一会場第一会場 「越中おわら節」・「花笠踊り」・「ＴＯＫＩＫＡＺＥ」・「空手道演舞」「越中おわら節」・「花笠踊り」・「ＴＯＫＩＫＡＺＥ」・「空手道演舞」「越中おわら節」・「花笠踊り」・「ＴＯＫＩＫＡＺＥ」・「空手道演舞」「越中おわら節」・「花笠踊り」・「ＴＯＫＩＫＡＺＥ」・「空手道演舞」

一條純子プロデュースヘアメイクショー・「連獅子」・「梗墨館一條純子プロデュースヘアメイクショー・「連獅子」・「梗墨館一條純子プロデュースヘアメイクショー・「連獅子」・「梗墨館一條純子プロデュースヘアメイクショー・「連獅子」・「梗墨館 書心」書心」書心」書心」

「ヲタクミュージック補完計画」・心響創造日本の美の世界「ヲタクミュージック補完計画」・心響創造日本の美の世界「ヲタクミュージック補完計画」・心響創造日本の美の世界「ヲタクミュージック補完計画」・心響創造日本の美の世界 ほかほかほかほか

●●●●第二会場第二会場第二会場第二会場 子供の遊び（折り紙など）・陶芸・書道展・日本のアニメ・京雑貨子供の遊び（折り紙など）・陶芸・書道展・日本のアニメ・京雑貨子供の遊び（折り紙など）・陶芸・書道展・日本のアニメ・京雑貨子供の遊び（折り紙など）・陶芸・書道展・日本のアニメ・京雑貨

絵手紙・ミニたたみ絵手紙・ミニたたみ絵手紙・ミニたたみ絵手紙・ミニたたみ ほかほかほかほか

●●●●日仏交流広場日仏交流広場日仏交流広場日仏交流広場 「踊るスピーカー」・日本酒・お好み焼き・コロッケ・お餅「踊るスピーカー」・日本酒・お好み焼き・コロッケ・お餅「踊るスピーカー」・日本酒・お好み焼き・コロッケ・お餅「踊るスピーカー」・日本酒・お好み焼き・コロッケ・お餅

うどん・やきそば・子供の遊び（吹き矢）うどん・やきそば・子供の遊び（吹き矢）うどん・やきそば・子供の遊び（吹き矢）うどん・やきそば・子供の遊び（吹き矢） ほかほかほかほか



これまでの「これまでの「これまでの「これまでの「SAMURAI JAPON」の記録⑤」の記録⑤」の記録⑤」の記録⑤

＜第６回＜第６回＜第６回＜第６回 ２００９年１１月７日・８日開催＞２００９年１１月７日・８日開催＞２００９年１１月７日・８日開催＞２００９年１１月７日・８日開催＞

７日１２時～鏡割りにてイベント開始。翌８日１９時終了。７日１２時～鏡割りにてイベント開始。翌８日１９時終了。７日１２時～鏡割りにてイベント開始。翌８日１９時終了。７日１２時～鏡割りにてイベント開始。翌８日１９時終了。

入場者数入場者数入場者数入場者数 約１４，０００人（２日間）約１４，０００人（２日間）約１４，０００人（２日間）約１４，０００人（２日間）

●●●●第一会場第一会場第一会場第一会場 「京都の桜景色」・「人形浄瑠璃文楽「京都の桜景色」・「人形浄瑠璃文楽「京都の桜景色」・「人形浄瑠璃文楽「京都の桜景色」・「人形浄瑠璃文楽 恵那文楽」・恵那文楽」・恵那文楽」・恵那文楽」・

「「「「SAMURAIアクション殺陣」・「アクション殺陣」・「アクション殺陣」・「アクション殺陣」・「YOSAKOIソーラン」・ソーラン」・ソーラン」・ソーラン」・

「「「「JUNKOフラワーメイクアップショー」・「日本とフランスの剣道」・フラワーメイクアップショー」・「日本とフランスの剣道」・フラワーメイクアップショー」・「日本とフランスの剣道」・フラワーメイクアップショー」・「日本とフランスの剣道」・

「フランス甲南太鼓」・「津軽三味線」「フランス甲南太鼓」・「津軽三味線」「フランス甲南太鼓」・「津軽三味線」「フランス甲南太鼓」・「津軽三味線」 ほかほかほかほか

●●●●第二会場第二会場第二会場第二会場 木のおもちゃ・折り紙・日本のお茶・飴細工・京都物産店木のおもちゃ・折り紙・日本のお茶・飴細工・京都物産店木のおもちゃ・折り紙・日本のお茶・飴細工・京都物産店木のおもちゃ・折り紙・日本のお茶・飴細工・京都物産店

日本の純水・日本の純水・日本の純水・日本の純水・ 化粧品・扇子似顔絵・茶道化粧品・扇子似顔絵・茶道化粧品・扇子似顔絵・茶道化粧品・扇子似顔絵・茶道 ほかほかほかほか

●●●●日仏交流広場日仏交流広場日仏交流広場日仏交流広場 日本酒・お好み焼き・お餅・うどん・やきそば・日本酒・お好み焼き・お餅・うどん・やきそば・日本酒・お好み焼き・お餅・うどん・やきそば・日本酒・お好み焼き・お餅・うどん・やきそば・ ほかほかほかほか



これまでの「これまでの「これまでの「これまでの「SAMURAI JAPON」の記録」の記録」の記録」の記録⑥⑥⑥⑥

＜第７回＜第７回＜第７回＜第７回 ２０１０年１１月１３日・１４日開催＞２０１０年１１月１３日・１４日開催＞２０１０年１１月１３日・１４日開催＞２０１０年１１月１３日・１４日開催＞
１３日１２時～鏡割りにてイベント開始。翌１４日１９時終了。１３日１２時～鏡割りにてイベント開始。翌１４日１９時終了。１３日１２時～鏡割りにてイベント開始。翌１４日１９時終了。１３日１２時～鏡割りにてイベント開始。翌１４日１９時終了。
入場者数入場者数入場者数入場者数 約１４，０００人（２日間）約１４，０００人（２日間）約１４，０００人（２日間）約１４，０００人（２日間）

●●●●第一会場第一会場第一会場第一会場 「「「「歌舞伎舞踊・長唄「連獅子」と濱田珠鳳指画の饗宴歌舞伎舞踊・長唄「連獅子」と濱田珠鳳指画の饗宴歌舞伎舞踊・長唄「連獅子」と濱田珠鳳指画の饗宴歌舞伎舞踊・長唄「連獅子」と濱田珠鳳指画の饗宴」・」・」・」・
「「「「SAMURAIアクション殺陣」・「アクション殺陣」・「アクション殺陣」・「アクション殺陣」・「沖縄伝統芸能琉球王朝栄華沖縄伝統芸能琉球王朝栄華沖縄伝統芸能琉球王朝栄華沖縄伝統芸能琉球王朝栄華『『『『花ずみの舞花ずみの舞花ずみの舞花ずみの舞』』』』」・」・」・」・
「「「「JUNKOフラワーメイクアップショー」・フラワーメイクアップショー」・フラワーメイクアップショー」・フラワーメイクアップショー」・
「「「「パリに咲く彩華百花日本舞踊『日本をパリに咲く彩華百花日本舞踊『日本をパリに咲く彩華百花日本舞踊『日本をパリに咲く彩華百花日本舞踊『日本をどりどりどりどり』』』』」・」・」・」・
「フランス甲南太鼓」・「サムライ下駄「フランス甲南太鼓」・「サムライ下駄「フランス甲南太鼓」・「サムライ下駄「フランス甲南太鼓」・「サムライ下駄っぷっぷっぷっぷ」」」」 ほかほかほかほか

●●●●第二会場第二会場第二会場第二会場 桂窯楽焼・飴細工・京都物産店・フラワーアレンジメント・桂窯楽焼・飴細工・京都物産店・フラワーアレンジメント・桂窯楽焼・飴細工・京都物産店・フラワーアレンジメント・桂窯楽焼・飴細工・京都物産店・フラワーアレンジメント・
指画の店・化粧品指画の店・化粧品指画の店・化粧品指画の店・化粧品 ほかほかほかほか

●●●●日仏交流広場日仏交流広場日仏交流広場日仏交流広場 日本酒・お好み焼き・お餅・うどん・やきそば日本酒・お好み焼き・お餅・うどん・やきそば日本酒・お好み焼き・お餅・うどん・やきそば日本酒・お好み焼き・お餅・うどん・やきそば ほかほかほかほか



これまでの「これまでの「これまでの「これまでの「SAMURAI JAPON」の記録」の記録」の記録」の記録⑦⑦⑦⑦

＜第８回＜第８回＜第８回＜第８回 ２０１１年１０月９日・１５日・１６日開催＞２０１１年１０月９日・１５日・１６日開催＞２０１１年１０月９日・１５日・１６日開催＞２０１１年１０月９日・１５日・１６日開催＞
９日１２時～鏡割りにてイベント開始。１６日１９時終了。９日１２時～鏡割りにてイベント開始。１６日１９時終了。９日１２時～鏡割りにてイベント開始。１６日１９時終了。９日１２時～鏡割りにてイベント開始。１６日１９時終了。
入場者数入場者数入場者数入場者数 約１６，０００人（３日間）約１６，０００人（３日間）約１６，０００人（３日間）約１６，０００人（３日間）

●●●●第一会場第一会場第一会場第一会場 「東日本大震災復興の船出「東日本大震災復興の船出「東日本大震災復興の船出「東日本大震災復興の船出」・「琉球王朝華麗なる舞」・」・「琉球王朝華麗なる舞」・」・「琉球王朝華麗なる舞」・」・「琉球王朝華麗なる舞」・
「「「「SAMURAIアクション殺陣」・「不思議な気の世界と書心への道」・アクション殺陣」・「不思議な気の世界と書心への道」・アクション殺陣」・「不思議な気の世界と書心への道」・アクション殺陣」・「不思議な気の世界と書心への道」・
「「「「JUNKOフラワーメイクアップショー」・「魅せる和文化京都茶の遊」・フラワーメイクアップショー」・「魅せる和文化京都茶の遊」・フラワーメイクアップショー」・「魅せる和文化京都茶の遊」・フラワーメイクアップショー」・「魅せる和文化京都茶の遊」・
「音魂霊横澤和也の世界」・「太神楽曲芸」・「フランス甲南太鼓」・「音魂霊横澤和也の世界」・「太神楽曲芸」・「フランス甲南太鼓」・「音魂霊横澤和也の世界」・「太神楽曲芸」・「フランス甲南太鼓」・「音魂霊横澤和也の世界」・「太神楽曲芸」・「フランス甲南太鼓」・
「大江戸花吹雪～花魁道中」「大江戸花吹雪～花魁道中」「大江戸花吹雪～花魁道中」「大江戸花吹雪～花魁道中」 ほかほかほかほか

●●●●第二会場第二会場第二会場第二会場 小林芙蓉書画展・東日本大震災写真展・京都茶文化・京都民芸・小林芙蓉書画展・東日本大震災写真展・京都茶文化・京都民芸・小林芙蓉書画展・東日本大震災写真展・京都茶文化・京都民芸・小林芙蓉書画展・東日本大震災写真展・京都茶文化・京都民芸・
殺陣殺陣殺陣殺陣T.P.O.・和ろうそく・飴細工・折り紙・和ろうそく・飴細工・折り紙・和ろうそく・飴細工・折り紙・和ろうそく・飴細工・折り紙 ほかほかほかほか

●●●●日仏交流広場日仏交流広場日仏交流広場日仏交流広場 日本酒・お好み焼き・うどん・やきそば日本酒・お好み焼き・うどん・やきそば日本酒・お好み焼き・うどん・やきそば日本酒・お好み焼き・うどん・やきそば ほかほかほかほか



お問合せ先お問合せ先お問合せ先お問合せ先

〒１〒１〒１〒１07－－－－0061
東京都東京都東京都東京都港区北青山港区北青山港区北青山港区北青山2丁目丁目丁目丁目7番番番番20号第号第号第号第2猪瀬ビル猪瀬ビル猪瀬ビル猪瀬ビル7階階階階

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 ＳＡＭＵＲＡＩＳＡＭＵＲＡＩＳＡＭＵＲＡＩＳＡＭＵＲＡＩ ＪＡＰＯＮＪＡＰＯＮＪＡＰＯＮＪＡＰＯＮ
「「「「SAMURAI JAPON 2012」運営事務局」運営事務局」運営事務局」運営事務局

担当：担当：担当：担当：中澤・中澤・中澤・中澤・平尾平尾平尾平尾・・・・佐藤・佐藤・佐藤・佐藤・林・後藤・金澤林・後藤・金澤林・後藤・金澤林・後藤・金澤
齊藤齊藤齊藤齊藤

フランス連絡先フランス連絡先フランス連絡先フランス連絡先: : : : ０６．１４．３８．６１．８９０６．１４．３８．６１．８９０６．１４．３８．６１．８９０６．１４．３８．６１．８９
０６．２４．５３．３８．０８０６．２４．５３．３８．０８０６．２４．５３．３８．０８０６．２４．５３．３８．０８

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ０３－６８０４－２７６８（直通）０３－６８０４－２７６８（直通）０３－６８０４－２７６８（直通）０３－６８０４－２７６８（直通）
ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ ０３－０３－０３－０３－６８０４６８０４６８０４６８０４－－－－２７６５２７６５２７６５２７６５

Ｅ－ＭＡＩＬＥ－ＭＡＩＬＥ－ＭＡＩＬＥ－ＭＡＩＬ samuraijapon@staffq.co.jp

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

「「「「SAMURAI JAPON 2012」」」」フランスフランスフランスフランス事務局事務局事務局事務局

yoshiko、、、、Kazue、林、佐藤、、林、佐藤、、林、佐藤、、林、佐藤、
Amard、小川、小川、小川、小川、、、、保井保井保井保井
ラロ春子、水田、ビトンほかラロ春子、水田、ビトンほかラロ春子、水田、ビトンほかラロ春子、水田、ビトンほか


