ふ ろしき の 魅 力 を パリで 発 信

Photo: Yujiro Ichioka (TAM.inc)

目次
主催者挨拶

2

「FUROSHIKI PARIS」の概要

3

協賛・特別協力企業

4

パリ市庁舎前広場 パビリオンの紹介

5

パビリオン内のレイアウト

7

主催者のふろしき

8

小池百合子 / アンヌ・イダルゴ

ゾーン1：
「ふろしき」の由来と物語

9

ふろしきの由来の紹介

ゾーン2：
「ふろしき」
の美とサイクル・オブ・ネイチャー

9

日仏のアーティストのデザインによるオリジナルふろしき展示

10

ジャン ポール・ゴルチエ / 草間彌生 / 北野武 / 細川護熙 / スザンヌ・ラフォン /
ジャン＝ミシェル・オトニエル / 蜷川実花 / ジャン・ジュリアン / フィリップ・ワイズベッカー /
クロソフスカ・ド・ローラ節子 / ジャン＝ミシェル・アルベロラ / コンスタンス・ギセ /
名和晃平 / アネット・メサジェ / コシノヒロコ / 鈴木ヒラク / 佐藤可士和 / ニコラ・ビュフ /
アニエス・ベー / 松本白鸚 / 絹谷香菜子 / 紫舟 / 野老朝雄 / 内藤ルネ

ゾーン3：世界で最初のエコバック、
「ふろしき」の魔法

ふろしきインスタレーション

ゾーン4：ふろしき体験コーナー
「ふろしき」に託した未来

18
19
20

安倍晋三 / 森喜朗 / トーマス・バッハ / アンドリュー・パーソンズ / 香取慎吾

石像インスタレーション

23

東京都知事、パリ市長、実行委員会委員等による視察

29

パリ日本文化会館でのふろしき展示

30

パリ日本文化会館でのふろしきワークショップ

32

パリ市の協力内容紹介

33

協賛企業の主な協力内容

35

LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン / ジェーシードゥコ一 /
ルノー・日産自動車・三菱自動車 / 株式会社JTB / ピエール・エルメ・パリ / エールフランス航空 /
メディアトランスポート / 全日本空輸株式会社 / 日本航空株式会社 / キヤノン株式会社

特別協力企業の主な協力内容

37

株式会社サンリオ / 株式会社岡重 / 宮井株式会社 / 山田繊維株式会社 / 株式会社創玄堂

事業実績

38

パビリオン来場者アンケート結果

39

風呂敷プロジェクト実行委員会

41

記者発表会等

43

メディア掲載状況

44

広報

47

風呂敷の包み方

49

東京都は１９８２年にパリ市と友好都市提携を締結し、スポーツ、環境、文化など幅広い
交流を行ってきました。
昨年２０１８年は日仏外交関係樹立１６０周年の記念すべき年であり、
日本文化の粋を集
めた「ジャポニスム２０１８」がパリを中心に盛大に開催されました。
これに合わせ、東京都と
パリ市は「パリ東京文化タンデム２０１８」を開催し、
「 FUROSHIKI PARIS」をはじめ、様々
な文化事業を通じて両都市の交流を深めることができました。
アンヌ・イダルゴ市長はじめパ
リ市の皆様、
アンスティチュ・フランセの皆様のご協力に御礼を申し上げます。
「FUROSHIKI PARIS」
では、パリ市庁舎前広場に
「東京からパリへの贈り物」
として、唐草
模様の風呂敷包みをイメージしたパビリオンを設置し、ふろしきの由来の紹介、日仏のアー
ティストのデザインしたオリジナルふろしきの展示、ふろしきのインスタレーション等を行いま
した。市庁舎壁面の歴史的人物等の石像たちにも、ふろしき包みを贈りました。パリ日本文
化会館でもワークショップや展示を行いました。
２万人を超える方にパビリオンにご来場いただき、
「 FUROSHIKI PARIS」全体では約
８万６千人の方にご覧いただきました。
日本の伝統や芸術としてのふろしきの魅力とともに、
ワインボトルやバゲットを風呂敷で包
む体験などを通じて、
日常生活で繰り返し使える
「世界で最初のエコバック」
として環境の知
恵も伝えることができたと思います。
とても素敵なイベントとなりまし
「FUROSHIKI PARIS」はたくさんの方に喜んでいただき、
た。風呂敷プロジェクト実行委員会の皆様、協賛企業や共催者の皆様、デザインを提供いた
だいたアーティストの皆様、
アートディレクターの田根剛氏をはじめ、多くの皆様のご尽力に
改めて感謝申し上げます。
引き続き、
日本とフランス、東京都とパリ市が伝統を大切にし、新しい時代を共に作ってい
くパートナーとして、
より一層交流を深めてまいります。

東京都知事

小池百合子
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「FUROSHIKI PARIS」の概要

パリにおいて日本の伝統的な生活様式である風呂敷の魅力を効果的に伝えるため、芸術文化分野の
有識者やフランスで事業展開する民間企業・民間団体等の参画による
「風呂敷プロジェクト実行委員会」
を設立し、事業を実施しました。

事業概要
名

称

日

程

  「FUROSHIKI PARIS」
内 覧 会 ： 平成30年（2018年）10月31日
（水）

16：00～20：00

一般公開 ： 平成30年（2018年）11月1日
（木）～6日
（火）

10：00～19：00

パリ日本文化会館でのワークショップ ： 平成30年（2018年）11月2日
（金）
・10日
（土）
・
15日
（木）
・17日
（土）
・24日
（土）
・30日
（水）
場

所

パリ市庁舎前広場
Place de l'Hôtel de Ville, 75004 PARIS
パリ日本文化会館
101 bis quai Branly, 75015 PARIS

内

容

・パリ市庁舎前広場にふろしき包みをイメージしたパビリオンを設置
パビリオンサイズ ： W50ｍ×D10ｍ×H7.5ｍ
パビリオン内 ： 日仏のアーティスト等のデザインによるオリジナルふろしき展示、
ふろしきインスタレーション、ふろしきアニメーション映像上映など
・パリ市庁舎壁面の歴史的人物の石像にふろしきでインスタレーション
・パリ日本文化会館でのふろしき展示とワークショップ

臙脂色（えんじいろ）の
唐草模様で印象に残りやすい
ロゴを作成しました。
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主

催

東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団、風呂敷プロジェクト実行委員会

共

催

独立行政法人国際交流基金、一般財団法人自治体国際化協会

FUROSHIKI PA R I S

協賛・特別協力企業
［ リードスポンサー ］

LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン

ルノー・日産自動車・三菱自動車

ジェーシードゥコ一

森ビル株式会社

株式会社JTB

［ ゴールドスポンサー ］

ピエール・エルメ・パリ

キッコーマン株式会社

エールフランス航空

ルノートル・パリ（ソデクソグループ）

日本航空株式会社

キヤノン株式会社

メディアトランスポート

全日本空輸株式会社

読売新聞社

株式会社資生堂

日本テレビ放送網株式会社

［ 特別協力 ］

株式会社サンリオ

宮井株式会社

株式会社岡重

山田繊維株式会社

株式会社創玄堂

株式会社フォルマ

F UR O S H IK I PA RI S
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パリ市庁舎前広場 パビリオンの紹介

Photo: Yujiro Ichioka (TAM.inc)

Sogendo Inc.

パビリオン外観
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日仏のアーティスト等のデザインによるオリジナルふろしき展示

ふろしきインスタレーション

ふろしき体験コーナー

設営作業の様子

F UR O S H IK I PA RI S
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パビリオン内のレイアウト

主催者のふろしき展示

「ふろしきに託した未来」展示

入口

出口

ゾーン3

ゾーン1

世界で最初のエコバック、

「ふろしき」の由来と物語

「ふろしき」の魔法

ふろしきの由来の紹介
「ふろしきの歴史」

ふろしきインスタレーション

アニメーション映像上映

ゾーン2

ゾーン4

「ふろしき」の美とサイクル・オブ・ネイチャー

ふろしき体験コーナー

日仏のアーティストのデザインによる
オリジナルふろしき展示
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主催者のふろしき

東京都知事

Yuriko Koike
Mottainai Furoshiki

小池百合子
もったいないふろしき

私が環境大臣だった当時、気候変動対策や自
然保護に加え、循環型社会の構築が主な課題で
した。循環型社会の構築といっても、具体的な行
動を起こさなければ大きな社会的変化にはつな
がりません。そのため、
「もったいない」
というコン
セプトを社会に広げるために、
日本の伝統である
風呂敷に注目しました。私は江戸時代の絵師であ
る伊藤若冲の絵に魅せられていたことから、若冲
の作品をモチーフにした風呂敷を作りました。

パリ市長

Anne Hidalgo
Fluctuat nec mergitur

アンヌ・イダルゴ
たゆたえども沈まず

1358年以降、パリ市の紋章は「波に打たれて
も、沈むことのない」船で表されています。パリに
とってセーヌ川は、制御されてはいても自然の要
素であり続け、首都を横断する自然の回廊です。
常時監視下にあり、洪水を抑えるために河川の流
れを上流で管理しています。
また、
セーヌ川岸は暮
らし、仕事、
そして交流の場であり、1991年以来、
ユネスコによって世界遺産に指定されており、現
在はすべての人に開放された都市公園でもあるの
です。

©Pauline Sauvage – Ville de Paris

F UR O S H IK I PA RI S

8

ゾーン1 ：「ふろしき」の由来と物語
ふろしきの由来の紹介
ふろしきの起源は8世記に遡り、風呂場の着替えのために敷いて衣服が濡れないように包み、持ち帰
るところから、その呼び名がつくようになったと云われています。それ以来、ふろしきは日本の生活から
伝統の美意識までが表現され「包む」
「 結ぶ」
「 贈る」
という最もシンプルな使い方が、
日本文化のおもて
なしの心を育んできました。

ゾーン2 ：「ふろしき」の美とサイクル・オブ・ネイチャー
日仏のアーティストのデザインによるオリジナルふろしき展示
21世紀に入り温暖化や気候変動、エネルギー問題などが深刻化し、地球環境に大きな異変が起こ
りはじめました。また我々の消費生活がさらに進んでいくなかで、自然の循環をより深く理解すること
が、人類の未来においてますます必要不可欠になってきたと言えるでしょう。
この度「FUROSHIKI PARIS」
では、ふろしきが世界で最初のエコパッグであることを伝えると共に、
この生活の美を広めるため、
「サイクル・オブ・ネイチャー」
（自然のサイクル）をテーマとしたオリジナル
ふろしきを現在日本とフランスで活躍するアーテイストやデザイナーの方々にデザインして頂きました。
自然の循環や生命の変容、また今回パヴィリオンにも採用された唐草文様という伝統的なモチーフを
使うなど、自由な表現でふろしきがデザインされました。日仏のアーテイストの環境に対する集合的な
メッセージが来場者に伝わることで、地球の来来を共に考えることに繋がればと願います。
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Jean Paul Gaultier
Fleurs du ciel

ジャン ポール・ゴルチエ

空の花

ジャン ポール・ゴルチエは1952年にパリの郊外で生まれ、1970年、18歳のとき、
ピエール・カルダンのもとでファッションデザイナーとしてのキャリアを築き始めた。
デビュー以来、
ゴルチエはあらゆるものの美を明らかにしてきたー保存用の缶詰と
いったもっとも見慣れた物でさえも、美しさと機能性を備
えられるとし、宝石や香水用の小箱に昇華させた。
このふろしきは、人生の美しさや豊かさを象徴する光に
包まれ、海原に咲き乱れる花々を表している。

©Jean Paul Gaultier

Yayoi Kusama

草間彌生

Once the Abominable War is Over, Happiness Fills our Hearts いまわしい戦争のあとでは幸福で心が一杯になるばかり
前衛芸術家、小説家。幼少より水玉と網目を用いた幻想的な絵画を制作。1957年渡米、巨大な絵
画、ソフトスカルプチャー、鏡や電飾を使った環境彫刻を発表。1960年後半にはボディ・ペインティン
グ、ファッション・ショー、反戦運動など多数のハプニングを行い、映画制作や新聞の発行などメディア
を使った表現にも着手。独創的な作品と活動はアート界に衝撃を与
え前衛芸術家としての地位を築く。1973年の帰国後も国内外で作品
を発表し、世界各地で野外彫刻を展示。２００３年フランス芸術文化
勲章オフィシェ受勲。
２０１６年文化勲章を受章。
２０１７年に北米巡
回個展がハーシュホーン美術館（ワシントンD.C）より始まり現在も巡
回中。今も精力的に制作を続け、全世界を飛び回り活躍中。
「細心と奔放、緊張感と自由、静寂と喧噪。顕微鏡的なミクロ
コスモスと宇宙的なマクロコスモス。相反するものを兼ね備え
たこの作品は、無限のバリエーションを奏で、色彩が画面を超
えて発光する。
それらは、生きろ、愛せ。恐れるな。
自由であれ、
と
語りかけてくる。
この風呂敷を通して、私の生涯を支えてきた命
の限りの創造のエネルギーを感じていただけたら幸せです。」

Takeshi Kitano
Oobora

©YAYOI KUSAMA

北野武

おおぼら

１９４７年東京都足立区生まれ。
コメディアン、俳優、映画監督。浅草フランス座で
芸人修行中に知り合ったきよしと漫才コンビ「ツービート」
を結成。漫才ブームで一
躍人気者になる。その後、
ソロでテレビやドラマ出演、映画の世界などで活躍。映画
監督・北野武として世界的な名声を博す。
１９９７年、映画
「HANA-BI」でベネチア国際映画祭、金獅子賞を受賞。
最新作「アウトレイジ 最終書」。
２０１６年レジオン・ド
ヌール勲章オフィシエ（フランス）、
２０１８年旭日小綬章
を受賞。
「深海の魚、
アンコウ
（Lophifmus setigerus）
をモチー
フとしました。アンコウは特種な生態の生き物です。
（詳
しくはお調べください！）その大きな口で丸呑みにして捕
食する姿＝（風呂敷のつつむ）
というイメージがこの作品
に。」

©TAKESHI KITANO
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Morihiro Hosokawa
Daruma

細川護熙

達磨

1938年、東京生まれ。朝日新聞記者を経て、衆参議員、熊本県知事、
日本新党代
表、内閣総理大臣を歴任。政界引退後、神奈川県湯河原の自邸「不東庵」にて陶芸
を始める。現在は作陶のほか、書、水墨、油絵、漆芸、襖絵なども手がける。
「 江 戸 時 代 の 有 名 な 禅 僧 白 隠 禅 師（１６８６年 －
１７６９年）のよく知られた《達磨図》。その禅画を油絵で
描いたら面白いだろうと描いてみたものです。青や黄色の
絵具の迫力が水墨の表現とは全く違う狙い通りのものに
なりました。
ただ髭のところだけは、
かすれた感じを出すた
め、荒い筆を使って墨で描いています。
日本画は平面的で、
私には物足りない印象がありますが、油絵はタッチもいろ
いろ楽しめるし、皿や紙など画材も工夫できますから。」

Suzanne Lafont
Borago Officinalis

スザンヌ・ラフォン

ボラゴ・オフィキナリス

スザンヌ・ラフォンは写真を用いるアーティスト。文学と哲学を学び、言葉やその状
況設定に関心を持ったラフォンは、80年代の終わりに美術表現のなかでその探求
を進めることにした。最近の作品では、植物の世界を舞台にした劇作上に、非人間の
「人物」を登場させる。
また、その写真技法はドキュメンタ
リーのそれではなく、
ユーモアと不合理によるものである。
《ボラゴ・オフィキナリス》には、都会の真ん中で採取さ
れた野生の花（または野生に戻した花）が、何らの文脈も
伴わずに表現され、45倍に拡大されている。

©Suzanne Lafont

Jean-Michel Othoniel
Dans le secret des nœuds

ジャン＝ミシェル・オトニエル

結び目たちの秘密の中に

ジャン＝ミシェル・オトニエルは1980年代の終わりから、彫刻、
デッサン、
インスタレーショ
ン、写真、文筆、パフォーマンスまで、
さまざまな表現を通じて独自の世界を作りだしてきた。
オトニエルの「結び目」への執着は、無限の反復をしめす数式や、
ラカンの論理に
対する考察から生まれた。
ラカンは
「結び目」
に関するトポ
ロジー（位相幾何学）
で、三次元を、精神分析空間の位相
構として空想、象徴、現実という観点からまとめている。
オ
トニエルもまた、作品の中で、肉体的・意味論的な複数の
現実を一緒に結び合わせている。オトニエルは未開の結
びや、海洋技術で使われる結び、
日本の縛り文化も賞賛す
る。結び目は、
オトニエルがふろしきに結び目を表現した彫
刻の写真を再構成し、
また、そのふろしきが不特定のもの
を包むときにも現れる。
このさらに結ばれた結び目は、
マル
セル・デュシャンによる
《秘められた音に》の謎について問
いかけるだろう。
こうして、
オトニエルはふろしきのタイトル
を
「結び目たちの秘密」
とした。
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©Jean-Michel Othoniel, ADAGP

Mika Ninagawa

蜷川実花

Sakura (fleur de cerisiers)

桜

写真家、映画監督。木村伊兵衛写真賞ほか数々受賞。映画『さくらん』
（ 2007）、
『ヘルタースケルター』
（2012）監督。映像作品も多く手がける。2008年、
「 蜷川実花展」が全国の美術館を巡回。2010年、
Rizzoli N.Y.から写真集を出版、世界各国で話題に。2016年、台湾の現代美術館（MOCA Taipei）にて大
規模な個展を開催し、同館の動員記録を大きく更新した。2017年、上海
で個展「蜷川実花展」を開催し、好評を博した。2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会組織委員会理事就任。www.ninamika.com/
「2011年3月、今年の桜を撮りたかった。私が私であるために、自
分で自分を支えるために。目の前の現実と向き合う準備、そしてほん
の一瞬の気分的な逃避。映画や漫画のような非現実の世界が私達
の日常に、その異常な日常に日々慣れていく自分。何かに取り憑かれ
たように撮影した一週間、撮影枚数2500枚。ソメイヨシノ、八重桜、
枝垂れ桜、桃の花、木瓜、いつもと変わらず咲き誇る春の花。眩しいく
らいの変わらないその光景。美しすぎるこの光景を忘れる事はないだ
ろう。目を閉じて、ゆっくりと深呼吸をする。私はこのスタートラインか
ら、私達の新しい日常をしっかり生きる。日本はこんなにも美しい。」

Jean Jullien
Sans titre

©mika ninagawa

ジャン・ジュリアン

無題

ジャン・ジュリアンは、ロンドンのセントラル・セントマーティンズとロイヤルカレッ
ジ・オブ・アートで学んだフランス人グラフィックデザイナー、
イラストレーター。一貫
性のある表現と同時に幅広い関心が見られるその創作は、
イラスト、写真、
ビデオ、
コ
スチューム、インスタレーション、書籍、ポスターや洋服な
ど多岐に渡る。
「私が描きたかったのは、
自然というものを象徴的に見
たときの（少し素朴ではありますが）人間と樹木との間に
ある、観念的に何かロマンティックさを感じる親密な関係
です。今回のデザインは、
こういった両者の間にある物語の
ほんの一部分をモチーフにしています。」

©Jean Jullien

Philippe Weisbecker
FUROSHIKI

フィリップ・ワイズベッカー

フロシキ

フィリップ・ワイズベッカーは1942年セネガルのダカールで生まれた。3歳で家族と戻ったフラン
スで就学。国立高等装飾美術学校の学位を取得したワイズベッカーは、チュニジアでグラフィック
デザイナーとしての仕事を開始する。68年にニューヨークに移住、のちにインテリアデザイナーと
しても活動し、70年からは本格的にイラストレーターとしてのキャ
リアを開始。20年間、ニューヨークタイムズ紙、タイム誌、ザ・ニュー
ヨーカー誌、ル・モンド紙ほか多くの主要プレスと仕事をしてきた。
現在はアーティストとして主に自分の作品を制作している。
「私は特に、
日常生活にあるものを描いています。
日仏間の記
念すべき年に”サイクル・オブ・ネイチャー“をテーマにふろしきの
デザインを依頼された当初、それほど明確なアイデアがなかっ
たのですが、
その数ヶ月前に私にしては珍しいテーマとして山の
作品シリーズを制作したことを思い出しました。雪のように真っ
白な背景の上に重なる、黒くしっかりしたラインで描かれるイレ
ギュラーな多面体で構成された私の山々たちは、冬という季節
のサイクルを表現するのに適しているように思えたのです。」

©Philippe Weisbecker

F UR O S H IK I PA RI S

12

Setsuko Klossowska de Rola

クロソフスカ・ド・ローラ節子

Union de motifs japonais et français – Chintz du Japon et Toile de Jouy 日仏絵合わせ 和更紗と「インディアン」
クロソフスカ・ド・ローラ節子は、
スイスとパリを拠点に活動する画家、陶芸家およ
び文筆家。
ユネスコの平和アーティストであると同時に、
バルテュス・アトリエ・アソシ
エーションの代表もつとめる。
「インドの布模様は、
その柄の多様性と豊かな色彩の美
しさで、何世紀にも渡り世界を魅惑し続けています。
日本
には古代から伝わっており、室町時代にポルトガル人によ
り舶載され、和更紗という名で独自の発展をとげました。
フランスにも15世紀、ポルトガル、英国、
オランダ人により
『インディアン』
と呼ばれる大量の布が持ち込まれました。
今回、
フランスと日本を結ぶ展覧会を記念して、同じインド
を源流として、それぞれの国の伝統文化の趣向と情緒を
籠めた二国の美しい柄を混ぜ合わせたふろしきをデザイ
ンしました」

©Setsuko Klossowska de Rola

Jean-Michel Alberola
Astronomie populaire

ジャン＝ミシェル・アルベロラ

アストロノミー・ポピュレール

ジャン＝ミシェル・アルベロラは1953年アルジェリアのサイダ生まれ、現在はパリ
を拠点に活動。30年以上ものあいだ変幻自在な作品をつくり続け、その手法は具
象、抽象からコンセプチュアル・アートにまで及ぶ。
グワッシュ、ネオン、彫刻、
アート
ブックや映像など異なる様相を見せる一つの作品が、美
のはかなさ、見つめることの曖昧さ、
アーティストの役割や
アートの終焉といったテーマについて問いかける。政治や
社会問題を積極的に扱うアーティストとして、
アルベロラ
はそのユーモアや詩的な表現でそれら問題を芸術的に考
察する。
「天文物理学は、
いわゆる自然と呼ばれるものの一部だ
ろう。私が言いたいのはそれだけだ。」

©Jean-Michel Alberola

Constance Guisset
Tampopo

コンスタンス・ギセ

たんぽぽ

フランス人デザイナーのコンスタンス・ギセは、
プロダクトやインテリアデザイン、展
覧会などの空間構成を行うスタジオを2009年に設立。変化や繊細さ、
おどろきに対
する感性を大切に、人間工学に基づいた軽やかで、生き生きとした、人々を迎え入れ
るようなオブジェクトをつくりだす。
今回FUROSHIKI PARISのためにギセはたんぽぽを描
いた。
「 緑の瞑想的なライン。連続するクレヨンの筆致。単
彩画のヴァリエーション。綿毛が飛んで種を蒔く。風が描
いたデッサン。遠心力。
たんぽぽは永遠に咲き続ける。」

©Constance Guisset
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Kohei Nawa
Polygon-Karakusa

名和晃平
Polygon-Karakusa

彫刻家／SANDWICH Inc.主宰／京都造形芸術大学教授。1975年生まれ。京
都を拠点に活動。2003年京都市立芸術大学大学院美術研究科博士課程彫刻専
攻修了。2009年、京都に創作のためのプラットフォーム
「SANDWICH」
を立ち上げ
る。独自の「PixCell」
という概念を軸に、様々な素材とテ
クノロジーを駆使し、彫刻の新たな可能性を拡げている。
近年は建築や舞台のプロジェクトにも取り組み、空間と
アートを同時に生み出している。2018年、
ルーブル美術館
にて大型彫刻作品 “Throne”を展示。
「日本で伝統的に使われている唐草模様をポリゴン化し
た。」

Kohei Nawa

Annette Messager

アネット・メサジェ

Les Utérus fleurissent sur les Furoshiki

ふろしきに咲き誇る子宮

1943年にベルク＝シュル＝メール
（パ＝ド＝カレ県）
で生まれる。1970年代より、
アネット・メサジェの作品は日常生活のなかに宿る美に寄り添い、女性の体や心にま
つわるクリシェを巧妙にあつかう。
また、
メサジェは、政治や社会的なテーマを扱うよ
うに、私的な道理についてもその作品で表現してきた。
「女性ホルモンの周期は、月の満ち欠けと関連がある。
それは、
自然が女性に与えた特別な贈り物。
また、
『人生の
節目』
とも関連している。私は、
いくつもの子宮を花瓶の花
のように描いてきたーちょっと毒のある花だけれど...花は、
植物の生殖に必要な器官をそなえていて、
自然のサイクル
を維持するのに必要不可欠なものである。」

©Annette Messager

Hiroko Koshino

コシノヒロコ

Sumi no kiseki (Trace d’encre)

墨の軌跡

大阪、岸和田市生まれ。文化服装学院在学中よりキャリアを重ね、東京、大阪、パ
リ、ローマ、上海などでコレクションを発表。婦人服のほか、
ライフスタイル関連、紳
士服など、数多くのファッションアイテムのデザインを手がけている。近年はアーティ
ストとしても精力的に活動、
自身の作品を発表するスペー
スとして2012年銀座に、2013年には芦屋に、KHギャラ
リーをオープン。1997年第15回毎日ファッション大賞、
2001年大阪芸術賞受賞。
「多様な表現が可能な墨。
コシノはその特性を活かし、
一枚の作品の中でも様々な墨の表情を作り出します。流れ
る直線、押しつけられた滲み、そして解放された自由な飛
沫。
シンプルでありとてもモダンな表現として、
コシノはこ
の黒と白のコントラストを描き続けています。
また、風呂敷
として包まれた図が広げられたときに見せる表情の変化
も、
シンプルさ故の驚きがあります。」
©Hiroko Koshino
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Hiraku Suzuki
Constellation

鈴木ヒラク

Constellation

アーティスト。1978年生まれ。東京芸術大学大学院美術研究科修了後、シドニー、サンパウ
ロ、ロンドン、ニューヨーク、ベルリンなどの各地で滞在制作を行う。
ドローイングと言語、時間
や空間との関係性を主題に、平面、インスタレーション、彫刻、パフォーマンス、映像の制作を展
開し、描く行為の新たな可能性を探求し続けている。先鋭的な音
楽家や詩人らとのコラボレーションなど領域横断的な活動も数
多く行う他、2016年よりドローイングの新しい実践と研究のた
めのプラットフォーム『Drawing Tube』を主宰。著書に『GENGA』
（河出書房新社/アニエス・ベー, 2010年）などがある。
「（この作品では、）紙を薄墨で染めることで、
まず茫漠とし
た空間としての背景をつくり出す。そこに光を放つように、
シ
ルバースプレーの飛沫やシルバーマーカーによる点や線を
配置していく過程によって全体像が形作られる。それは、偶
然と意図、イメージとテクストの間の綱渡りの中で新しい記
号（サイン）を発見していくジェスチュアの集合体であり、架
空の星座を作り出すような試みの痕跡とも言える。」

Kashiwa Sato
DISSIMILAR

佐藤可士和

DISSIMILAR

クリエイティブディレクター。慶応義塾大学特別招聘教授。博報堂を経て「SAMURAI」設立。主な仕事
に国立新美術館のシンボルマークデザイン、ユニクロ、楽天グループ、セブン-イレブンジャパン、今治タオル
のブランドクリエイティブディレクション、
「カップヌードルミュージアム」
「ふじようちえん」のトータルプロ
デュースなど。近年は文化庁・文化交流使として日本の優れた商品、文
化、技術、コンテンツなどを海外に広く発信していくことにも注力してい
る。毎日デザイン賞、東京ADCグランプリほか多数受賞。著書「佐藤可士
和の超整理術」
（日本経済新聞出版社）ほか。http://kashiwasato.com/
「偶然と必然、動と静、一瞬と永遠、大胆と繊細、混沌と静寂、
曖昧と明快、過去と未来、伝統と革新など、
さまざまな相反する
要素が内包されている。流動的なエネルギーや形を持たない力
が、佐藤可士和を通して放たれる筆の勢いによって、時間を切り
取られたように一瞬で紙や布など様々なメディアに定着され永
遠のイメージとなる。筆は紙に決して触れず、動力と重力によって
描かれるこの作品は言わば筆跡のないドローイングであり、目
に見えない自然の力が鮮やかに可視化された作品である。」

Nicolas Buffe
Nature étendue

©Hiraku Suzuki

Kashiwa Sato

ニコラ・ビュフ

拡張された自然

ニコラ・ビュフは1978年パリ生まれ、2007年より東京在住。
ヨーロッパの古典美
術と日本や米国のサブカルチャーとを融合させた独自の作風で知られている。
「『サイクル・オブ・ネイチャー』
をテーマにこの作品を作る前、
サイクルの限界という
テーマについて私なりに自由に想像してみました。
何千年もの間、人為的な介入なしに自然は「自動的に」機
能をしてきました。 最近では人工知能などの様々な技術
の驚異的な進歩により、私たちが自然として知覚する限界
の概念が変わり始めているように感じます。
そして、
自然と
バーチャルの境界がますます曖昧になっているように感じ
た私は今回、バーチャル・シンガーの初音ミクを題材にド
ローイングを描いてみました。彼女とその現象をバーチャ
ル世界に拡張した
『自然』
と考えるならば、バーチャルな存
在が自然に(逆)循環する日がいつか来るのでは…?」

©Nicolas Buffe   ©Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
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agnes.b

アニエス・ベー

Furo"chic" !

フロ “ シック ” ！

今日もファッションデザイナーとして、
アニエス・ベーはそのエレガントで時代や流
行を超えた洋服で、
パリを始め世界的に影響を与え続けている。
アニエス・ベーのふろしきは、近年なくなりつつある郵便の消印をインスピレー
ションにデザインされた。波に囲まれた紋章に、彼女のモッ
トーの一つである“b. green!”と、東京タワーとも思わせる
ようなエッフェル塔を描いた。波は日本とフランスのあいだ
に広がる大海を表し、
また2つの矢印は、東西に向かって
旅人を運び日仏間の交流を生み出す風を示している。
ア
ニエスのふろしきはまた、草の上に広げてピクニックをした
り、単に寝転がって雲の行方を眺めて過ごしたりするのに
私たちを誘っている。

©agnès. b

Hakuo Matsumoto

松本白鸚

Prospérité (coexistence – résonance)

共存共栄

本名藤間昭暁。屋号高麗屋。昭和二十一年五月東京劇場『助六曲輪江戸桜』の外郎売の伜で二代目松本金太
郎を名乗り初舞台。昭和二十四年九月東京劇場『逆櫓』の遠見の樋口で六代目市川染五郎を襲名。昭和五十六年
十・十一月歌舞伎座『勧進帳』の弁慶ほかで九代目松本幸四郎を襲名。父八代目幸四郎（初代白鸚）から父方の祖
父である七代目幸四郎、母方の祖父である初代吉右衛門の芸を継承し、当代
独自の芸風を確立。立役として幅広い分野で数々の当り役を持つ。
なかでも『勧進帳』の弁慶は屈指の当り役のひとつであり、平成二十二年八
月には、十六歳の初役以来、五十二年をかけて、全国四十七都道府県で上演す
るという偉業を達成。一〇〇〇回公演は東大寺大仏殿前にて奉納上演した。そ
の上演回数は一一〇〇回を超え、今なお記録を更新し続けている。平成三十
年一・二月歌舞伎座『寺子屋』の松王丸ほかで、二代目松本白鸚を襲名した。
「私は、歌舞伎の家に生まれ、3歳から歌舞伎を修行するかたわら、
「ア
マデウス」のサリエリ、
「ラ・マンチャの男」等を演じてきました。今なお「勧
進帳」の弁慶役と「ラ・マンチャの男」のセルバンテス、ドン・キ ホーテ役を
其々1100回以上、演じ続けてる身として、感謝と希望を込め、弁慶の衣裳
をモチーフにその二つの世界のpour prospérer を描きました。」

Kanako Kinutani

画・デザイン ： 二代目 松本白鸚

絹谷香菜子

Grue dansant tel le dieu du vent

風神舞鶴図

1985年 東京に生まれる。2007年 多摩美術大学絵画科日本画 卒業。2009年
東京藝術大学大学院美術研究科博士前期過程 芸術学美術教育研究室 修了。
2011年 吉野石膏美術財団在外研修員としてロンドンに渡英。2013年 東京藝術
大学大学院美術研究科博士後期課程美術教育研究室
満期退学。個展、
グループ展多数開催。
「春から秋に現れる花や虫たちが鶴の羽ばたく風に乗っ
て飛んでいる姿を描きました。鶴の姿は俵屋宗達の
「風神
雷神図屏風」
に影響を受けています。可憐でありながら優
雅で力強く風を司る神として、鬼ではなく、長寿や夫婦円
満の象徴である縁起の良い鶴を選びました。
どこにでも手軽に持ち運べる風呂敷は「用と美」の要素
を兼ね備えている大変優れたものであります。風呂敷を広
げた時に軽やかな風が起こる様に、四季の彩りと幸運を
運ぶ風呂敷になればと幸いと思い制作しました。」
©KANAKO_KINUTANI
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Shishu

紫舟

L'oiseau de feu

火の鳥

書家/アーティスト。幼少より書や日本舞踊などの教養を身につけ、書家となってから
は奈良・京都で幅広く伝統美術の研鑽を積む。2017年の美術館での紫舟展にて、天
皇皇后両陛下をご案内。2014のパリ・ルーヴル美術館地下会場、
フランス国民美術
協会展において金賞と審査員賞金賞を受賞。2015年のイ
タリア・ミラノ国際万博 日本館のアートワークを担当、国際
万博初の金賞受賞。世界へ向けた日本の文化と思想の発
信をつづけ、文字が内包する感情や理を表現するその作品
は、書の領域を超えた現代アートとして評されている。
「火の鳥は不死鳥と呼ばれ、永遠に生きると信じられてい
る。私が扱う言葉は、一瞬で消え去るようにみえる。
しかし放
たれた言葉は、波紋のように拡がり、発した人が立ち去って
もなお生きつづけ、影響を与えていく。
そのことばに宿る魂を
「言霊」
とよぶ。魂は文字にも定着させることができる。筆を
用い、高い精神性で、文字に命を宿す、
それが日本の
『書』。本
作は、永遠に生きる不死鳥の力に、
日本の書が命を与える。」

Asao Tokolo

野老朝雄

Piecing Pieces Pattern FUROSHIKI

PPP 風呂敷

アーティスト。1969年東京生まれ。幼少時より建築を学び、江頭慎に師事。2001年
9月11日より
「繋げる事」
をテーマに紋様の制作を始め、美術、建築、
デザインの境界領
域で活動を続ける。単純な幾何学原理に基づいて定規やコンパスで再現可能な紋と紋
様の制作や、同様の原理を応用した立体物の設計/制作も
行なっている。主な作品に、大名古屋ビルヂング下層部ファ
サードガラスパターン、東京2020オリンピック・パラリンピッ
クエンブレム、大手町パークビルディングのための屋外彫刻
作品などがある。2016年～ 東京大学工学部非常勤講師、
東京造形大学客員教授 2017年～ 筑波大学非常勤講師。
「“現代の唐草紋様”として長年制作を続けている、
「野老紋/ PPP
TOKOLO PATTERN」。
４種類の柄の正方形を64個使用し、組み
合わせ方によって何億通りもの紋様が描ける仕組みから、風呂敷
のために描き出した1柄です。見る人によって様々な「見立て」が可
能なのが、幾何学紋様の魅力ではないでしょうか。
「海の生物」
「蔦」
「渦巻き」など…風呂敷の中に、あなたは何を見つけましたか？」

Rune Naito
Tokimeki

内藤ルネ

ときめき

イラストレーター、人形作家、デザイナー、エッセイスト……。1950～1960年代にかけて、圧倒的な人気のファッショ
ン誌『ジュニアそれいゆ』の表紙と挿絵を担当し、大ブレイク。ヴィヴィッドに彩られたキッチュな少女画で古い美少女観
をひっくり返し、動物から野菜、フルーツ、そして捨てられていた家具まで、それまで誰もが見過ごしていた“カワイイの芽”
を家具や食器、ルームアクセサリー等あらゆるものの中に次々と見出し、命を吹き込み、人々に発信し続けました。
彼の残した作品は、２万点以上にも及びます。内藤ルネは時代も性別も超
えて乙女ゴコロを魅了するマルチ・クリエーターであり、日本のガールズポップ
カルチャーを開拓・確立させたことから、“Roots of Kawaii”とも称されてい
ます。近年では展覧会の開催、航空会社PeachAviationの機体ラッピング、
NHKにてドキュメンタリー番組が放送されるなど、再び脚光を浴びています。
「“Kawaii文化の生みの親”、“Roots of Kawaii”と称される内藤ルネが
1960年、圧倒的人気のファッション誌『ジュニアそれいゆ』の表紙として描
いた作品。小顔にデフォルメされた大きな瞳の美少女画は、現在の少女コ
ミック画のルーツとも言われています。日本において最も高貴な色として扱
われる紫でトリミングすることで、その美しさをより引き立たせ、女性を中
心とした国内外のシニア～子供まで、広く受入れられる画としました。」
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ゾーン3 ： 世界で最初のエコバック、
「ふろしき」の魔法
ふろしきインスタレーション
フランスではプラスチック製のレジ袋をすでに禁止しています。
プラスチックゴミが海洋で細かく砕かれ
たマイクロプラスチックの問題に対する関心が高まっている中、FUROSHIKI PARISでは、世界最初の
「エ
コバック」
とも言えるふろしきを新たに提案しました。
私たちが日々の生活の中で持ち運ぶものは、形も大きさもさまざまで、それらをどう要領よく運搬する
か、常に頭を悩ませています。
この問題に対して、現代の私たちは袋や鞄を駆使して対処していますが、歴
史を振り返れば、人類は世界中のあらゆる場所で
「1枚の大きな布で包む」文化を発展させてきました。
ふろしきの100の使い方を展示し、代替品としてのふろしきの使用を提案しました。使ったら捨てること
が日常化してしまった中で、
たった一枚の布が様々な日常の用途に役立ち、生活に喜びを与え、季節に彩
りを添え、贈り物に気持ちが宿ります。
ふろしきは、使うことで人生の物語が増える魔法の布なのです。

F UR O S H IK I PA RI S
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ゾーン4 ： ふろしき体験コーナー
ふろしきインスタレーションの最後に、大きなテーブルを囲み、
ワインボトルやバゲットなどをお好みの
ふろしきで包む体験コーナーを設けました。
タブレットで包み方を紹介したほか、特別協力企業の協力を
得て、
ふろしきの包み方を説明しました。
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「ふろしき」に託した未来
2020年には東京でオリンピック・パラリンピックが開催され、次の2024年はパ
リというメッセージを伝えるため、安倍晋三首相および森喜朗元首相、
さらに国際
オリンピック委員会（IOC）
のバッハ会長と国際パラリンピック委員会（IPC）
のパー
ソンズ会長、東京2020パラリンピック競技大会に向けての国際パラリンピック委
員会特別親善大使の香取慎吾氏にも、
ふろしきのデザインをお願いしました。
環境を今の時代の大きなテーマとして考えていく必要があります。新しい技術で
環境問題に対応することも大事ですが、古来の物やいにしえの知恵も活用しなが
ら未来を創造していくことも大切ではないでしょうか。
ふろしきはバケットでもワイ
で、
ふろ
ンでも包める実用的かつ芸術的なものです。今回の
「FUROSHIKI PARIS」
しきがパリから世界に広がってほしいと願っています。

F UR O S H IK I PA RI S
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Shinzo Abe

安倍晋三

内閣総理大臣

Yoshiro Mori
元内閣総理大臣

森喜朗

風呂敷プロジェクト実行委員会名誉顧問

Thomas Bach トーマス・バッハ
国際オリンピック委員会（IOC）会長
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Andrew Parsons アンドリュー・パーソンズ
国際パラリンピック委員会（IPC）会長

Shingo Katori
Saison 4

香取慎吾

Saison 4

©2018 SHINGO KATORI

1977年1月31日神奈川県生まれ。1991年のCDデビュー以来、歌手、俳優、
タレ
ント、司会としてマルチで活動。
タレント活動とともに、画集の出版、オブジェ制作な
どアーティストとしても活動している。2017年からは、現代アーティストとして本格
始動。2017年日本財団『ミュージアム・オブ・トゥギャザー』に
「イソゲマダマニアウ」
「火のトリ」の2作品を出展。同年、
カルティエ
『TANK100』
では、
「タンク」からインス
ピレーションを受けて製作した2つのオリジナル作品「時間が足りない：need more
time」
と
「百年のfuu」出展する。2018年3月には香港政府観光局の招聘により香
港島セントラルにストリートアート
『大きなお口の龍の子（大口龍仔）』
を完成させる。
2018年9月に初個展「NAKAMAdesARTS」
をパリ・ルーブル美術館で開催。
「日本の四季。子供の頃の私は、
ただ暑いなぁ、寒いなぁ、
としか感じていなかっ
た。生きる時を重ねるにつれて季節によって異なる景色、食、花、気分、心を変化さ
せてくれる四季が、私の時間を穏やかに進行させてくれていると感じられる様にな
りました。
しかし今、
日本の四季が温暖化や気候変動により乱れているように感じ
ます。
その乱れを、世界で最初のエコバッグ『風呂敷』
に、結び直して欲しいという思
いを込めて描いた
『saison4』
です。」

F UR O S H IK I PA RI S
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石像インスタレーション

ふろしきパヴィリオンをパリ市民に贈るだけでなく、長
年パリ市庁舎を支え続ける石像にも小さなふろしきを贈
りました。
パリの歴史を象徴している彼らですが、パリ市民の日
常のなかでは忘れられているかもしれません。43体の石
像達にもふろしきの贈りものを届け、歴史と伝統を未来
につなぎました。
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「ふろしき」を持った石像の一人一人は、パリの歴史を作った偉人達。

全ての写真 : © Atelier Tsuyoshi Tane Architects

ジャン＝シルヴァン・バイイ

（1736-1793）

フランスの数学者、天文学者、
作家、政治家。政界で活躍し、
初めてのフランス全国三部会
第三身分パリ市議員、国会議
長、
パリ市長も務めた。

アルマン・ジャン・デュ・プレシー、
リシュリュー枢機卿 (1585-1642)
カトリック教会聖職者、政治
家。
ルイ13世の首席国務卿を
務める。経済の発展と植民地
化をめざした改革を進めた。
ま
た、
プロテスタントを抑圧した。

アレクサンドル＝オーギュスト・
ルドリュ＝ロラン (1807-1874)
フランスの弁護士、政治家。急
進共和派として、議会最左翼
に位置し、普通選挙の実現を
目指した。新聞「ラ・レフォルム」
（改革）を創刊し、1848年第
二共和政で内務大臣となった。

ウスタッシュ・ル・シュウール
(1616-1655)

フランスのバロック様式画家、
素描家。
ラファエルの影響を強
く受け、
フランス古典主義を確
立させた画家とされている。王
立絵画・彫刻アカデミー会員。

ジャン・ル・ロン・ダランベール

ポール＝ルイ・クーリエ

フランスの数学者、物理学者、
天文学者、啓蒙思想家。
ディド
ロとともに
『百科全書、
または
学問・芸術・工芸の合理的辞
典』の編集を担った中心的人
物。

フランスの政治風刺作家。
その
文章で、王政復古への反対を
示し、
自由主義かつ反教権主義
の論争家であり続けたことで知
られる。
ギリシャ学者で多くのギ
リシャ語文献も翻訳した。

ジャン＝バティスト・ポクラン、
通称モリエール (1622-1673)
フランス人俳優、劇作家。役者、劇団
長、作家、舞台監督といったすべての
役割で卓越した才能を見せた演劇人。
『才女気取り』、
『 女房学校』、
『ドン・
ジュアン』といった作品は反感を得る
こともあったが、大成功を収めた。

アンヌ・ロベール・ジャック・テュルゴー

(1717-1783)

(1772-1825)

(1727-1781)

フランスの政治家、経済学者。
文学者サロンや哲学者と親し
み、
『百科全書』
にも寄稿した。
ルイ1 6 世 統 治 下で、海 軍 大
臣、続いて財務総監に任命さ
れた。

F UR O S H IK I PA RI S
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アントワーヌ・ローラン・ド・
ラヴォアジエ (1743-1794)
フランス人化学者、哲学者、経
済学者。
「 近代化学の父」
と称
される。
その功績の一つに、空
気に触れた金属が酸化を引き
起こすことを明らかにし、質量
保存の法則を示した。

フランソワ＝マリー・アルエ、
通称ヴォルテール (1694 -1778)
フランスの文学者、思想家、啓
蒙主義を代表する哲学者。
フ
ランス革命の先駆者とされ、宗
教の狂信に論文で対立し、デ
カルト派を批判、知識と寛容の
ために活動した。

ピエール・ド・モントルイユ
(1200頃-1267)
フランス人建築家。
ゴシック建
築の巨匠の一人であり、
サン＝
ジェルマン＝デ＝プレとサン＝
ドニの修道院の建設に参加。
1265年にはパリ・ノートルダ
ム大聖堂の建設を監督した。

アシル1世・ド・ハルレ

ジャン・ビュラン

シャルル・デュムラン

フランス人司法官。
パリ議会の
初代議長を務めた。宗教戦争
中のヘンリー4世に対する忠
誠心と第16区総代会との対
立で知られる。

フランスルネサンスの主要建築
家。理論家で実践家のビュラン
の最も素晴らしい代表作に、
エク
アン城の北翼と南翼の柱廊、サ
ン・タクス・ドゥクアン教会、シャ
ンティイーの小さな城がある。

フランスの法学者。慣習法の研
究で16世紀の最も偉大なフラン
スの法学者の一人となる。ロー
マ法と教会法に関する数々の文
献の著者であり、教会の権力に
関する問題を扱う本も出版した。

ピエール・ド・ヴィオル

フランソワ・ミロン

ミシェル・ド・ラリエ

平貴族、アティス＝シュル＝オルジュとアンドレ
ゼルの領主。パリの商人会頭として、1533年7
月15日、市役所の礎石を置いた人物。当時、君
主だったフランソワ1世が不在にしたこの式典
を主宰。建設は建築家ドメニコ・ダ・コルトーナ、
通称ボキャドールの設計に従って決定された。

パリ議会の顧問、主任審理官、
イル＝ド＝フランス地域圏長
官、大評議会議長、王太子最高
補佐官、国務長官、
シャトレ裁
判所の司法官、
そして最後の経
歴はパリ市外商人会頭だった。

オーベルジャンヴィル、
シャペ
ル、ヴィヴィエ、オーベルヴィ
リエの領主。商工会議所の顧
問、パリの商人会頭を務める。
パリからの英国人追放に関与
した。

アンリ２世・エティエンヌ
(1528-1598)

フランスの人間主義者、印刷業
者。ヘレニズムに親しみ、最初の
『ギリシア語文献シソーラス』を
出版。古代ギリシャ語を初めて
まとめたこの辞書は、以降のギ
リシャ語辞書の基礎となった。
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(1536-1616)

(1500頃-1554)

ジャン・グージョン
(1510頃-1566頃)

16世紀フランスの彫刻家、建築
家。
フランスのルネサンス推進者の
主要な一人で、ルーヴル美術館の
《カリアティードの間》をはじめと
した作品は、古代美術とイタリアの
マニエリスムから着想を得ている。

(1515頃〜1578)

(1560-1609)

ギョーム・ビュデ
(1467-1540)

フランスの作家、人間主義者。
フ
ランソワ１世の統治下で、
フォン
テーヌブローの王立図書館長
に任命され、今日のコレージュ・
ド・フランスの母体である
「王立
教授団」
の設立に尽力した。

(1500-1566)

(-1450)

マチュー・モレ

ピエール・ド・レストワール

エティエンヌ・ボワロー

フランスの政治家。パリ議会の
初代議長として、国会議事堂の
終焉を求め交渉した。1651年に
フランスの法務大臣に任命され
る。
フランス歴史協会のために出
版された
『回顧録』
を残した。

フランスのコラムニスト、回想
録作者、収集家。ヘンリー3世
とアンリ4世治世中の年代記
をまとめた
『回想録紙』
を書い
た。

フランス王室行政官。1261年
に、
ルイ9世にパリの商人会頭
に任命される。
パリの職人の規
則について『職業規則』
にまと
めた。

ドメニコ・ベルナベイ・ダ・コルトーナ、
通称ボキャドール (1465頃-1549)
イタリアの建築家、
エンジニア。
1497年にはフランスに移り、
シャルル8世に仕えた。
シャン
ボール城の建設に参加、パリ
市庁舎の設計も行う。

ピエール・レスコー

ジェルマン・ピロン

ジュール・アルドゥアン＝マンサール

ジャック＝オーギュスト・ド・トゥー

フランスの建築家。建築理論に熱中し、画家、
素描家でもある彼は、フランス古典建築に貢献
した。その業績に、サン・ジェルマン・ローセー
ル聖堂の内陣障壁、オテル・リニゴス（現オテ
ル・カルナヴァレ）、イノサンの泉、そして最も有
名なのが、ルーヴル美術館の設計である。

フランスルネサンスの主要彫刻家。
フランス中世の彫刻にイタリアのル
ネサンス芸術とマニエリスムが調和
した作品となっている。代表作に《三
美神》、
《ヘンリー二世の墓》、
《カト
リーヌ・ド・メディチの墓》がある。

フランスの古典主義を代表する建
築家。ルイ14世王の最初の建築
家として、王権の象徴となった多く
の建築物を設計した。その一例と
して、ベルサイユ宮殿の一部とア
ンヴァリッドのドームを建設した。

フランス人司法 官 、歴 史 家 、
政 治 家 。最 もよく知 られて
いる出版 物に、
『Historiae
sui temporis』、
『 1543年
から1607年までの世界史』、
『ヴィータ
（回想録）』
など。

エティエンヌ・パスキエ

アンドレ・ル・ノートル

ジュール・ミシュレ

(1584-1656)

(1515-1578)

(1529-1615)

フランスの弁護士、政治家、人間
主義者、詩人、司法官。ヘンリー２
世とヘンリー４世の顧問で、旧教
同盟に反対した。フランス文学と
国家の伝統に関する歴史家とし
て、
『フランスの探求』
を出版した。

(1546-1611)

(1528頃-1590)

(1613-1700)

「ア・ラ・フランセーズ」
（フラン
ス流）
を定義するのに貢献した
造園家。
ルイ14世王の庭師に
任命され、
ヴェルサイユとチュ
イルリーの庭園を設計した。
シャンゼリゼ通りも整備した。

(1200または1210-1270)

(1646-1708)

(1798-1874)

フランスの作家、歴史家。自由主義で
反教権主義者で、フランスおよびヨー
ロッパロマン主義の巨匠の一人。国
の歴史についてその起源から1789
年の革命までを包括した最初の本
『フランス史』
（全17巻）を書いた。

(1553-1617)

ジャン=ニコラ・パシュ
(1746-1823)

革 命 中に活 躍した、フランス
の政治家。戦争大臣（17921 7 9 3 ）、つづ いてパリ市 長
（1793-1794）を務める。公共
施設に国のモットー「自由、平
等、友愛」
を刻んだ人物である。

F UR O S H IK I PA RI S
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ルイ＝ジョゼフ＝フェルディナン・
エロール (1791-1833)
フランスのピアニスト、作 曲
家。1812年にローマ賞を受
賞。1826年にオペラ座の歌
曲責任者に任命され、
『ザンパ』
（1831）、
『ル・プレ・オ・クレー
ル』
（1832）
を作曲。

エティエンヌ・マルセル

27

ジャック＝ルイ・ダヴィッド
フランス人画家。新古典派運
動の指導者とされ、作品は革
命および帝 国 時 代から着 想
を得ている。悲劇的な事実を
描き残したが、その一例に
《マ
ラットの死》
（1793）
がある。

アンヌ・イラリオン・ド・コタンタン、
トゥールヴィル伯 (1642-1701)
フランスの元帥。バーバリ人に対
する複数の遠征を指揮し、イング
ランド・オランダ連合にベヴェジ
エで勝利したことで頭角を現す。
その後、イギリス軍大艦隊が攻め
るバルフルール岬沖で抗戦した。

(1748-1825)

ニコラ・カティナ・ド・ラ・フォーコヌリ
(1637-1712)

中将、のちにフランスの元帥。
ルイ14世の統治下で、仏蘭戦
争、大同盟戦争、
スペイン継承
戦争など、
フランスが仕掛けた
主要な戦争に参加した。

(1315頃-1358)

(ラテン語のscientia、savoirから)

科学

芸術

ライオン

フランスの布類商人、政治家。1355年
にパリの商人会頭となり、パリの商業だ
けでなく重要な行政業務を管理した。
絶対王政に対する反対運動のスポーク
スマンに任命され、王立評議会に入っ
たのち王太子の支持者に暗殺される。

手にはコンパス、積み重ねられた本と
星座で飾られた地球儀の上に座る女
性の寓意として表されている。それは
異なる分野に関する研究や熟考、実
験を通して得られた事実や目的、現
象についての総合知の化身である。

月桂冠を頭に装う女性の寓意
により、ギリシャ神話における
芸術の神を表現している。台に
座り、足元には絵の具の乗った
パレットが見え、絵を描くこと
がわかる。

美しさ、強さ、威厳と警戒を象
徴している。怖さを見せつつ守
護する者の表情で、
ロバウ通り
に面する市庁舎への入り口を
守っている。

FUROSHIKI PA R I S

(ラテン語のars、artisから)

(ラテン語のleonemから)

Photo: Yujiro Ichioka (TAM.inc)
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東京都知事、パリ市長、実行委員会委員等による視察
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パリ日本文化会館での
ふろしき展示

Jean Paul Gaultier
ジャン ポール・ゴルチエ
Minute papillon

「ちょっと待って」

このふろしきは、
自然の進化と豊かさの変貌を司
るものを表している。

Ballet aquatique
水のバレエ

このふろしきは、
ルネッサンスを表現する水中バレ
エの同期した振り付けに見られる、有機的な動き
を表している。

Hiroko Koshino
コシノヒロコ
Soleil et ombre
太陽と影

F UR O S H IK I PA RI S
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東京都とパリ市の文化交流事業「パリ東京文化タンデム2018－FUROSHIKI PARIS」及び日仏友好160周年を記念
して、資生堂のデザイナー20名がデザインしたふろしきがパリ日本文化会館に展示されました。
デザイナーたちは、資生堂
とフランスの関係だけでなく、
１６０年にわたる日仏友好の歴史、
その中で互いに影響を与え、質を高めてきた日仏の文化
交流について学び、新しいスタイルの創造にチャレンジしました。
この２０枚は、2018年8月に東京での展覧会でも発表され、
その中で優秀と認められた３枚が、
パリ日本文化会館で開
催された
「ふろしきワークショップ」
の教材として使われ、受講者にプレゼントされました。

ワークショップに使ったふろしき

「かさね」

31

「椿の水引」

「日仏和合模様」

近藤香織

松石翠

長谷麻子

（資生堂クリエイティブ本部）

（資生堂クリエイティブ本部）

（資生堂クリエイティブ本部）

FUROSHIKI PA R I S

パリ日本文化会館でのふろしきワークショップ

パリ在住日本人講師によるふろしきの包み方講座を行いました。

開催日
会場
参加者数

2018年11月2日
（金）
・10日
（土）
・15日
（木）
・17日
（土）
・24日
（土）
・30日
（水）
パリ日本文化会館 Maison de la culture du Japon à Paris
住所：101 bis quai Branly, 75015 PARIS
11月 2日
（金） 40名
24日
（土） 35名

10日
（土） 35名
30日
（金） 26名

15日
（木） 30名

17日
（土） 35名
計

201名

F UR O S H IK I PA RI S
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パリ市の協力内容紹介

パリ市庁舎内スーベニアショップ（パリランデブー）内のふろしきコーナー
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パリ市主催レセプション（パリ市庁舎内）

オフィシャルふろしきで記念品を包みレセプション参加者へ提供

協賛企業ルノートル・パリ
（ソデクソグループ）
からマカロンをレセプション参加者へ提供

F UR O S H IK I PA RI S
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協賛企業の主な協力内容

LVMH
モエヘネシー・ルイヴィトン

アクリマタシオン庭園に
高田賢三氏デザインによるふろしきオブジェを展示

ルノー・日産自動車・
三菱自動車

車もラッピング
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ジェーシードゥコ一

シャンゼリゼ通りのモリスコラム

ポスター掲示

株式会社JTB

パリ市内の日本食レストラン等で広報紙配布

ピエール・エルメ・パリ

エールフランス航空

ブランドロゴと
蜻蛉（とんぼ）
を
組み合わせた
オリジナルデザインの
ふろしきを制作

L'OCCITANEの商品をふろしき包み

メディアトランスポート

パリ市内のメトロ駅構内でのデジタルサイネージ

スタッフがふろしきをスカーフとして着用

全日本空輸株式会社

機内誌に掲載

F UR O S H IK I PA RI S
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日本航空株式会社

ギャレーにふろしき展示

特別協力企業の主な協力内容

キヤノン株式会社

プロジェクターの提供

展 示 協 力・ふろしき制 作 協 力

株式会社サンリオ
株式会社岡重

宮井株式会社

山田繊維株式会社

撮 影協力

スペシャルサポーターのハローキティ
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株式会社創玄堂

事業実績

パリ市庁舎前広場 来場者数
内 覧 会

2018年10月31日
（水）

105名

一般公開

2018年11月  1日
（木） パビリオン来場者数

2,367名

石像観覧

8,844名

２日
（金） パビリオン来場者数

2,963名

石像観覧

9,140名

３日
（土） パビリオン来場者数

3,784名

石像観覧 10,572名

４日
（日） パビリオン来場者数

4,345名

石像観覧 11,032名

５日
（月） パビリオン来場者数

3,874名

石像観覧

8,718名

6日
（火） パビリオン来場者数

3,837名

石像観覧

8,504名

21,275名

計

56,810名

計

総来場者数

パリ日本文化会館
ふろしき展示

78,085名

来場者数

2018年10月30日
（火）〜11月10日
（土）

7,600名

うち、ふろしきワークショップ参加者数
2018年11月 2日
（金）

40名

10日
（土）

35名

15日
（木）

30名

17日
（土）

35名

24日
（土）

35名

30日
（金）

26名
計

総数

201名

85,685名
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パビリオン来場者アンケート結果

アンケート回収数

2,056

Q1. 今回のイベントを知ったきっかけはなんですか？
屋外広告

地下鉄の広告

フリーペーパー

チラシ

友人・知人の紹介

その他

数

292

57

282

40

500

987

未回答
21

割合

13.40%

2.62%

12.94%

1.84%

22.95%

45.30%

0.96%

Q2. イベント全体の満足度をお聞かせください。
とても満足

満足

どちらともいえない

やや不満

不満

数

1573

455

13

10

1

未回答
4

割合

76.51%

22.13%

0.63%

0.49%

0.05%

0.19%

Q3. 今回のイベントに参加したことで、ふろしきを実際に使ってみたいと思いましたか？
とてもそう思う

そう思う

どちらともいえない

あまり思わない

全く思わない

数

1023

779

142

80

17

未回答
15

割合

49.76%

37.89%

6.91%

3.89%

0.83%

0.73%

未回答

Q4. 今回のイベントに参加したことで、東京に訪れたいと思いましたか？
とてもそう思う

そう思う

どちらともいえない

あまり思わない

全く思わない

数

1112

533

228

121

33

29

割合

54.09%

25.92%

11.09%

5.89%

1.61%

1.41%

未回答

Q5. 会場スタッフの対応はいかがでしたか？
とても満足

満足

どちらともいえない

やや不満

不満

数

1591

413

41

2

0

9

割合

77.38%

20.09%

1.99%

0.10%

0.00%

0.44%

回答者属性
Q1. 性別
男性

女性

その他

数

532

1472

38

未回答
14

割合

25.88%

71.60%

1.85%

0.68%

Q2. 年齢
0～9
歳

10～19
歳

20～29
歳

30～39
歳

40～49
歳

50～59
歳

60～69 70～79
歳
歳

80～89
歳

90歳
以上

未回答

数

34

115

363

221

307

392

375

216

26

1

6

割合

1.65%

5.59%

17.66%

10.75%

14.93%

19.07%

18.24%

10.51%

1.26%

0.05%

0.29%

Q3. 国籍
フランス

その他

数

1779

266

11

割合

86.53%

12.94%

0.54%

役職者

公務員

Q4. 職業

※複数回答あり
経営者

39

未回答

会社員

専門職

（医師・弁護士等）

自営業

パートタイム

数

83

116

269

372

163

70

47

割合

3.90%

5.46%

12.65%

17.50%

7.67%

3.29%

2.21%

未回答

主夫/主婦

退職

学生

無職

その他

数

19

481

266

56

167

17

割合

0.89%

22.62%

12.51%

2.63%

7.86%

0.80%
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［ フリーアンサー ］
・ありがとう！ブラボー、素晴らしい、
エレガント
・とても便利で美しいです。
・とても美しい展示でした。素晴らしい観点です。
・素晴らしく、夢のようでした。
とても美しい展示でした。
・おめでとうございます。素晴らしい展覧会でした。ずっと忘れることはないでしょう。
・セレクションが素晴らしく、一貫性のあるふろしきの展示と飾り付けでした。
・素晴らしい展覧会でした。
プロフェッショナルで暖かいおもてなしでした。
ワークショップを開くという アイデアが素晴らしかったです。
・パンを包むためのふろしきがとても気に入りました。
・日本文化が大好きです！
・東京に行ったことがあります。大好きです！
・前から東京に行きたいと思っていたのでこの展示を訪れました。
・日本には2回行きましたが、ふろしきは知りませんでした。良い発見ができました。
・東京に行く気持ちが強まりました
（旅行を計画中）。
・ふろしきの包み方が出ているサイトを知りたいです。
・ずっとふろしきの使い方を知りたかったです。
・日本文化に興味を持ちました。
他多数

F UR O S H IK I PA RI S
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風呂敷プロジェクト実行委員会

風呂敷プロジェクト実行委員会委員一覧（2018.6.1）
［ 名誉顧問 ］
元内閣総理大臣

［ 委

森

喜朗

員］

委員長（東京）
公益財団法人永青文庫理事長

委員長（パリ）

細川 護熙

独立行政法人国際交流基金理事長

安藤

ジェーシードゥコー共同CEO

元フランス文化大臣

裕康

ジャック・ラング

一般社団法人日本旅行業協会会長

田川 博己

ジャン＝シャルル・ドゥコー

日本郵船株式会社
広報グループ社会貢献チーム

田口 亜希

日本航空株式会社
代表取締役副社長執行役員

藤田 直志

森ビル株式会社代表取締役社長

NTTコミュニケーションズ株式会社
経営企画部広報室担当課長
公益財団法人日本テニス協会常務理事

平木

理化

株式会社資生堂
代表取締役執行役員社長兼CEO

魚谷

日産自動車株式会社渉外部担当部長

細野

和美

ピエール・エルメ・パリCEO

シャルル・ズナティ

ANAホールディングス株式会社
取締役会長

伊東

信一郎

東京都副知事

猪熊

純子

LVMHグループ事務総長

マルク＝アントワーヌ・ジャメ

東京都外務長

山元

毅

エールフランス航空・KLMオランダ航空
代表取締役会長兼CEO

ジャン＝マルク・ジャナイヤック

東京都生活文化局次長

武市

玲子

日仏経済交流委員会会長
パリ・イル＝ド＝フランス商工会議所会頭

ディディエ・クリング

東京都オリンピック・パラリンピック
準備局理事

西村

泰信

歌舞伎俳優

松本 白鸚

東京都環境局次長

吉村

憲彦

キッコーマン株式会社
取締役名誉会長取締役会議長

茂木

東京都産業労働局次長

十河

慎一

株式会社フォルマ代表取締役社長

芹澤 ゆう

公益財団法人
東京都歴史文化財団副理事長

坂巻

政一郎

友三郎

慎吾

風呂敷プロジェクト実行委員会アートディレクター（2017.11.22選任）
建築家、Atelier Tsuyoshi Tane Architects代表
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田根

剛

雅彦

第1回

風呂敷プロジェクト実行委員会

［ 実施概要 ]
名

風呂敷プロジェクト実行委員会

［ 実施概要 ]

称 ： 第1回風呂敷プロジェクト実行委員会

開 催 日 時 ： 2017.11.22(水)
開 催 場 所 ： 東京都庁

10:30～11:00

第一本庁舎7階大会議室

主な出席者 ： 知事、実行委員（代理出席含む）、
各局等関係者

議

第2回

名

称 ： 第2回風呂敷プロジェクト実行委員会

開 催 日 時 ： 2018.10.15(月)
開 催 場 所 ： 東京都庁

第一本庁舎7階大会議室

主な出席者 ： 知事、実行委員（代理出席含む）、

ほか

各局等関係者

題 ： 議題１）風呂敷プロジェクトの基本方針について

11:00～12:00

議

ほか

題 ： 議題１）FUROSHIKI PARIS実施内容について

議題２）アートディレクターの選任について

議題２）今後の予定

議題３）意見交換・質疑応答

議題３）意見交換・質疑応答

風呂敷プロジェクト実行委員会幹事会
（猪熊副知事を幹事長とし、東京都関係の実行委員会委員で構成）
第1回 ： 2017.12.26(火)

第4回 ： 2018.5.28（月）

第2回 ： 2018.2.21(水)

第5回 ： 2018.7.31(火)

第3回 ： 2018.3.27(火)

第6回 ： 2019.1.29(火)

F UR O S H IK I PA RI S

42

記者発表会等

記者発表会（2018年6月6日 駐日フランス大使公邸）

安藤 国際交流基金理事長（右から1人目）、田根氏（右から2人目）

ピック 駐日フランス大使（左）

記者懇談会（2018年10月3日 パリ市庁舎）

ジラール パリ副市長（左から3人目）

内覧会（2018年10月31日「FUROSHIKI PARIS」パビリオン）
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メディア掲載状況

［ メディア掲載等 ］ 140件
報道

99件（フランスメディア

73件、
日本メディア

主催者、協賛各社等による広告、ホームページ、SNS等

26件、現地取材101名）
41件

［ 主な掲載状況 ］
・Vogue（雑誌）
「巨大風呂敷が市庁舎前庭を包み込む」
「市庁舎前の広場に
「風呂敷」が登場」
・Le Parisien（新聞）
・Le Figaro（新聞）
「パリ市庁舎、
日本の風呂敷でカラフルに飾り付け」
・France TV（テレビ）
「日本の伝統芸術「風呂敷」
をパリ市庁舎前で発見・経験しよう」
・朝日新聞 「パリ包む和」

・読売新聞 「花の都

唐草映える」

・日本テレビ 「日仏友好160周年 風呂敷テーマのイベント」

・NHK 「パリで風呂敷の展示会」

France 3 ［ テレビ ］
Paris Île-de-France
パリ イル・ド・フランス
［ 掲載日 ］2018年11月1日 木曜日
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/jt-1920-paris-ile-de-france

BFM TV「ボンジュール、パリ」 ［ テレビ ］
L'Hôtel de Ville de Paris aux couleurs du tissu japonais Furoshiki
日本の布ふろしきの色のパリ市庁舎
［ 掲載日 ］2018年11月1日 木曜日
https://www.bfmtv.com/culture/l-hotel-de-ville-de-paris-aux-couleurs-du-tissu-japonais-furoshiki-1556983.html
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日本テレビ「Oha！4 NEWS LIVE」 ［ テレビ ］
日仏友好160周年 風呂敷テーマのイベント

［ 掲載日 ］2018年11月1日 木曜日 5時7分
http://www.news24.jp/articles/2018/11/01/10408163.html

読売新聞 ［ 新聞 ］

朝日新聞 ［ 新聞 ］

花の都 唐草映える

パリ開催イベント風呂敷

［ 掲載日 ］2018年11月2日 金曜日
パリ包むエコ
［ 掲載日 ］2018年11月2日 金曜日
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［ 掲載日 ］2018年10月19日 日曜日

婦人画報 12月号 ［ 月刊誌 ］

花SaKU 11月号 ［ 月刊誌 ］

ハースト婦人画報社

PR現代

東京からパリに贈る”FUROSHIKI”の展覧会

Pen ［web版］
CCCメディアハウス
気鋭の建築家・田根剛が、
パリの街を多彩な
“ふろしき”で包みます！
［ 掲載日 ］
2018年11月1日 木曜日

F UR O S H IK I PA RI S
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広

報

UN « CADEAU » ENVELOPPÉ D'UN "FUR

LE "FUROSHIKI"
EST LE PREMIER « ECO-BAG »
DU MONDE.

l’ Hôtel de ville, nous nous sommes demandés s’ il ne serait pas bon

伝え、パリの人々にも刺激を提供したいですね。

d’étendre la communication autour du furoshiki au-delà du seul pavillon. En

田根：知事から、「風呂敷は世界で初めて日本が生み出したエ

parcourant la place du regard, nous avons pris conscience de la présence de

コバッグで、これを世界に広められないか」というお話を聞

ces statues de pierre alignées sur les façades extérieures de l’Hôtel de ville

きました。「面白い発想だな」というのが最初の印象でした。

sttl Offrirr un furoshiki aux statues, nous a semblé un bon moyen de

その後、パリに拠点がある私に何ができるか考えました。風

véhiculer le rapprochement à la fois des cultures traditionnelles japonaise

呂敷は物として小さく手頃だけど、それを「大風呂敷を広げる」

et française mais aussi de leurs histoires.. C’était un pari osé, mais Madame

YURIKO KOIKE - Gouverneure du Métropolitain de Tokyo
TSUYOSHI TANE - architecte, Atelier Tsuyoshi Tane Architects
MARI HASHIMOTO - journaliste d’art

ようにできないか。そんな発想から、最初はルーブル美術館を

la Gouverneure nous a gratifié d’un éclat de rire suivi de son accord. Coté

風呂敷で包むことを検討しましたが、ルーブル美術館は国の

français, notre démarche a été comprise mais il nous aura tout de même

施 設 で、パ リ 市 の 所 有 で は な い た め、断 念 し ま し た。で も、

fallu neuf mois pour obtenir les autorisations.

パリ市から、市庁舎前広場での提案があり、そこで、パリへ

Y. Koike : Faire porter un furoshiki au x motifs f lorau x à d’ illustres

の贈り物として、風呂敷で包んだパビリオンを市庁舎の前に

personnages tels que le philosophe Voltaire, c’est très classe. Il s’agit de
l’esprit à la française, ne trouvez-vous pas ?

Nœud plat

Emballage Pratique

ま結び

お使い包み

M.Hashimoto : D’ordinaire, utilisez-vous des furoshiki ?
de Tokyo emballés dans des furoshiki. Tout particulièrement lorsqu’il s’agit
L’origine du furoshiki remonte au VIII siècle. Ce nom lui viendrait

« Eco-bag » ancestral du Japon, le furoshiki est à l’ honneur lors de

de visiteurs venus de l’étranger. J’en profite pour leur expliquer les origines

de l’utilisation qui en était faite aux bains où l’on enveloppait ses

l’ événement FUROSHIKI PARIS annoncé par la ville de Tokyo. Il se

du furoshiki. Aux bains publics, il était coutume d’envelopper ses vêtements

vêtements pour les transporter sans les mouiller 1. Dès lors, le

tiendra à partir du 1er novembre sur le parvis de l’Hôtel de ville de Paris.

d a n s u n furoshiki. Je leu r r a conte, p a r exemple, qu’en fonction de

Nous nous sommes entretenus à propos des valeurs et de l’ intérêt que

l’inscription présente sur le furoshiki il est possible d’en identifier le

e

furoshiki trouve son expression dans la vie quotidienne des japonais
et dans l’esthétique traditionnelle notamment à travers l’ art

représentent un tel événement avec Madame Yuriko Koike, gouverneure de

propriéta ire. Ces in form ation s ne m a nquent ja m a is de fa ire for te

utilisations des plus simples font partie intgrante du sens de

Tokyo, et l’ architecte Monsieur Tsuyoshi Tane (Atelier Tsuyoshi Tane

impression.

l'hospitalité japonais. Le XXI e siècle fait lui face à de nombreux

Architects), reçu ici en qualité de directeur artistique de l’ exposition.

T.Tane : Jusqu’à présent le furoshiki était absent de ma vie et je ne me

problèmes environnementaux. Alors que tout devient jetable, un

(L’interview est conduite par la journalistee d’art Madame Mari Hashimoto.)

rends compte qu’à l’occasion de cet événement, de ses nombreux atouts. Il

d’ emballer, de nouer ou encore de décorer un cadeau. Ces

petit morceau de tissu magique aux usages multiples et durable

M.Hashimoto : En quoi consiste l’ événement FUROSHIKI PARIS ?

un cadeau et enrichit les histoires de la vie. En novembre 2018, nous

Pouvez-vous nous en préciser l’objectif ?

offrons un imposant cadeau à Paris, le pavillon FUROSHIKI

Y.Koike : Nous célébrons cette année le 160 e anniversaire des relations

PARIS déposé sur le parvis de l’ Hôtel de ville, ainsi qu’un plus
modeste présent aux statues des grands hommes de la ville.
Tsuyoshi Tane

Atelier Tsuyoshi Tane Architects

1/ N.d.t. Le mot furoshiki se découpe en furo (bain) et shiki (de shiku, étendre).

ふろしきの起源は 8 世紀に遡り、風呂場の着替えの
ために敷いて衣服が濡れないように包み、持ち帰る
ところから、その呼び名がつくようになったと云わ
れています。それ以来、ふろしきは日本の生活から
伝統の美意識までが表現され「包む」「結ぶ」「贈る」
という最もシンプルな使い方が、日本文化のもてな
しの心を育んできました。一方で、21 世紀は多くの
環境問題に直面しています。使ったら捨てることが
日常化してしまった中で、たった一枚の布が様々な
日常の用途に役立ち、生活に喜びを与え、季節に彩
りを添え、贈り物に気持ちを込めるなど、ふろしき
を使うことで人生の物語が増える魔法の布なのです。
2018 年 11 月、東京からパリへ大きな贈り物としてパ
リ 市 庁 舎 前 に『FUROSHIKI』パヴィ リ オ ン を、パ
リの偉人である石像に小さな贈り物を届けます。
田根 剛 Atelier Tsuyoshi Tane Architects

包む
人の腹の中に胎児のある形を象っており、「うちに
包蔵する」ことを意味する。読みと意味は、はらむ、
みごもる、くるむ、つつむ、ふくむ、つつむなど、
多岐にわたる。モンゴルの天幕形式の家も「包」
と呼び、「胞」となれば、内部を羊水で満たした胎
児を包む膜、胞衣を意味する。

TSUTSUMU (Envelopper)

d

b を図のように
a に巻き結ぶ。

a
b

M.Hashimoto : Avez-vous un message supplémentaire à faire passer à

Paris-Tokyo 2018. Nous collaborons cette fois-ci avec le Maire de Paris,

propos de l’événement FUROSHIKI PARIS ?

Madame Hidalgo, autour du thème de l’ environnement. Le furoshiki fait

T.Tane : À notre époque, il est nécessaire de faire de l’Environnement un

partie de la tradition japonaise, il est un art à part entière. Un message

thème majeur de nos discussions. Il est important d’apporter des solutions à

pour l’environnement est également véhiculé à travers un tel événement. La

ces problèmes à l’aide des nouvelles technologies mais il m’apparaît tout aussi

France a pris l’initiative d’interdire les sacs plastiques. Alors que grandit la

essentiel de développer la création de demain en faisant appel aux objets

préoccupation pour les océans avec le problème des déchets plastiques et

ancestraux et à la sagesse des anciens. Le furoshiki a le potentiel pour endosser

des microparticules de plastique, nous proposons l’utilisation du furoshiki

cette sagesse ancestrale et agir comme un message positif. L’esthétique

en tant qu’ alternative et souhaitons inscrire Paris comme point d’ origine

japonaise est également contenue dans le furoshiki, sa beauté se retrouve non

de la transmission de la tradition et de la sagesse du Japon au reste du

seulement dans son aspect visuel mais aussi dans l’art d’emballer les objets.

monde. Sur le parvis de l’Hôtel de ville de Paris ainsi qu’ à la Maison de la

Mon plus grand désir n’est pas que les gens admirent le furoshiki mais bien

culture du Japon à Paris, des artistes japonais et français exposeront des

qu’ils l’utilisent. Je souhaite que FUROSHIKI PARIS soit l’occasion de

furoshiki de leur conception et des ateliers sur l’ art de l’ emballage seront

parler une langue commune avec l’ensemble du monde.

mis en place. La ville de Tokyo propose donc d’envoyer un message fort aux

Y. K o i k e : L’année 2020 sera ma rquée pa r les Jeu x Olympiques et

Parisiens au sujet de l’environnement.

Paralympiques de Tokyo. Paris en organisera l’édition suivante en 2024.

T.Tane : Madame la Gouverneure nous a fait part de son désir de partager

Notre volonté est de poursuivre la diffusion de notre message au reste du

à l'international le fait que le Japon est à l’origine du premier « eco-bag »

monde en poursuivant cette collaboration entre Tokyo et Paris autour de

du monde. J’ai tout de suite trouvé l’idée intéressante. J'ai ensuite évalué ce

l’environnement et de la culture. Nous avons demandé la réalisation de

qu’ il m’était possible de faire depuis Paris. En tant qu’objet, le furoshiki est

designs de furoshiki à Messieurs Thomas Bach, président du Comité

petit et maniable mais c’est la création de furoshiki géants qui fut au centre

international olympique (CIO), et Andrew Parsons, président du Comité

de mes réflexions. J’ai alors étudié la possibilité d’envelopper le musée du

international paralympique (IPC). Autour d’une baguette de pain ou d’une

Louvre d’un furoshiki. Le Louvre est cependant un établissement national et

bouteille de vin, le furoshiki est un objet pratique autant qu’artistique. Avec

n’ appartient pas à la ville de Paris, j’ai donc dû renoncer. En revanche, la

l’événement FUROSHIKI PARIS, nous souhaitons que Paris devienne le

ville de Paris nous a proposé le parvis de son Hôtel de ville sur lequel, tel

foyer d’une diffusion planétaire du furoshiki.

Nouez les coins c et d
pour réaliser un nœud plat.

b の先を左に向ける。

左右 c 、d を
ま結びにします。

b

Pliez a sur b.
b の上に a をかける。

Apparence finale de cet
emballage pratique
pour tous les jours.

a

b

a

包んだ状態です。

Puis passez a sous b
pour attacher le nœud.

mongoles dont la forme rappelle celle d’une tente sont appelées

mottainai »5 que nous avons porté notre attention sur le furoshiki. Nous

« tsutsumi ». Que l’on ajoute à ce caractère la clé des parties du

avons également créé des ateliers de réflexion avec des enfants et organisé

corps 2 , il prend alors le sens de la poche des eaux, membrane

des expositions autour du furoshiki lors desquelles nous avons reçu des

remplie du liquide amniotique satisfaisant aux besoins du fœtus.

結ぶ
La partie droite du kanji 吉, composé du symbole 士 . Il représente

c

d

la partie supérieure d'une hache qui protège la bouche qui ènonce la

すいか包み

a

c

b

d

Nouez les coins a et b,
c et d, en laissant le tissu
dépasser de chaque nœud..

tissu unique, est capable de tout emballer. C’est là tout son charme. C’est
l’esprit japonais qui se retrouve dans l’art de l’emballage, celui de nouer ou

贈る

d’ envelopper. Contrairement à un sac ordinaire, utiliser un furoshiki
requiert d'y investir une part de soi sans quoi il perd ce qui fait sa force.

3

Les coquillages 4 ont été utilisés comme monnaie à de nombreuses

さらに、左右の端、
上下の端の順に結 びます。

左右に結び目ができたら、
ものを入れます。

époques et dans diverses régions mais, plus qu’une simple monnaie

2

3

renvoie à l’action d’ éloigner les cauchemars ou la maladie et est à
néfaste. Ses lectures et significations désignent les actions de
transmettre, disperser, gratifier, prier un défunt, éloigner le
mauvais œil ou encore offrir un cadeau.
2/ N.d.t. 包 devient alors 胞.
3/ N.d.t. La partie inférieure du kanji fait référence à la bouche (口).
4/ N.d.t. La partie gauche du kanji est la clé du coquillage (貝).

FUROSHIKI PA R I S

Extrait de « Jitsû » de Shizuka Shirakawa.

白川 静「字通」より

小池：日本では贈り物を差し上げる際、包んでいた風呂敷は
まさに循環型です。エコバッグ、マイバッグの代わりになり
ます。霞が関の官僚はかつては風呂敷に資料を包んでいました。
大きいものも、小さいものも何でも包めるので、風呂敷をも
橋本：石像を風呂敷で飾ることには、どういう意図がありますか。
田根：市庁舎前の広場で何ができるかと考えたとき、パビリ

包んだ状態です。

オンを作れば、その中で風呂敷の魅力を伝えられますが、こ
れだけでいいのかなとも感じました。広場を見渡すと、市庁
舎の外壁にいくつもの石像が立ち並んでいて、この忘れられ
たパリの歴史的人物の石像に風呂敷を贈れば日本とフランス

した。フランス側にも理解してもらいましたが、最終的な許
可を得るには９か月かかりました。

ビン包み

輪ゴムをかけておく

東京都知事

a

建築家（Atelier Tsuyoshi Tane Architects）

d

Emballage Panier
バスケット包み

美術ライター
a

c

c

d

と魅力について語ってもらいました。

隣り合った端 a 、b と
端 c 、d を各々 1 回
結びきります。

（聞き手は美術ライター・橋本麻里さん）

小池：今年は日仏友好１６０年を記念して、ジャポニズムとい

spiritualité du Japon. À l’ intérieur du pavillon, nous présenterons un

う一連のイベントがフランスで開かれています。東京とパリ

contenu varié : des furoshikis originaux et traditionnels mais aussi dessinés

は友好都市で、「パリ東京文化タンデム２０１８」を開催します。

par des artistes contemporains japonais et français, en passant par des

これまでもイダルゴ市長とは環境をテーマに連携してきまし

Serrer légèrement les nœuds
pour permettre à chaque lien
de devenir des poignées.
結びきった各々の端が
手提げの持ち手と
なるよう、各々を
少しねじります。

Entortillez chaque poignée
pour créer des espaces
ronds entre les extrémités.

ンスではプラスチック製のレジ袋をすでに禁止しています。
プラスチックゴミが海洋で細かく砕かれたマイクロプラスチ

d

手前 b 、向こう a の順で各々
タックをとって掛けておいた
輪ゴムでとめます。 左右 c 、d
の端を持ち上げて瓶の
後ろで交差させます。

Nouez les extrémités entre elles
pour terminer comme indiqué.
包んだ状態です。

です。フランスでいうところのエスプリ（機知）ですね。
橋本：お二人は普段、風呂敷を使うことはありますか。
小池：いろんなお客様に、東京グッズを差し上げるときなどに
使います。特に、海外の方に風呂敷に包んでお渡しすることが
多いですね。その際は、風呂敷の由来も説明します。銭湯に入
る時、自分の着ているものを風呂敷で包みます。風呂敷に描い
てある屋号によって「これは自分の所有物です」と意思表示に
なるなども伝えると、皆さん感心されますね。
ですが、今回の話をきっかけに使いはじめたら、やっぱりいい。
カバンの中に本を入れると傷みやすいのですが、風呂敷で包
むと傷が付かずきれいなままです。旅行をする際に、バッグ
の中で小分けするときにも役立ちます。すごく便利なので、
フランスでは、いろいろな場所で説明をしています。まるで「風
呂敷大使」ですね。
橋本：FUROSHIKI PARIS への思いを。

Ramenez les coins croisés
à l'avant de la bouteille et
nouez-les autour de la bouteille
au niveau de l’ élastique.
交差させた端を瓶の前へ
持ってきてタックをとめた
輪ゴムのあたりで
ま結びします。

ねじった各々の端を
空間を作って
ま結びします。

た。風呂敷は日本の伝統であり、かつアートといえます。今
回のイベントでは環境へのメッセージも込めています。フラ

c

るところに、唐草模様の風呂敷を持たせるのは、とてもクール

田根：これまでは、まったく生活の中に風呂敷はなかったの
Rentrez les bords du coin b
puis du coin a dans l’élastique.
Enroulez les coins c et d autour de la
bouteille et croisez-les à l’arrière.

リ市庁舎前などで開催されます。小池百合子知事と、アート
ディレクターを務める建築家の田根剛氏に、イベントの意義

対角線の中央に瓶を置いて、
上下 a 、b 各々の端を瓶の
口の高さに合わせて
中折りします。

b

Associez les coins a et c,
b et d et nouez chaque
paire une fois.

b

日本古来の「エコバッグ」とも言える風呂敷を東京都がＰ
Ｒするイベント「FUROSHIKI PARIS」が１１月１日からパ

Enroulez un élastique autour
du goulot de la bouteille.
Placez la bouteille au centre
du tissu en diagonal. Pliez les coins
a et b vers l’ intérieur à même
hauteur que le haut de la bouteille..

Mettez un élastique

風呂敷は「世界最初のエコバック」

うか。また、開催する狙いについてお聞かせください。

durabilité, c’est exactement cela. Il s’agit d’une alternative aux « eco-bag » ou

なコンテンツをお見せできると思います。

小池：哲学者のボルテールのような重要な人物たちが並んでい

compris qu’ il s’ agissait en fait de faire appa raitre la cu ltu re et la

« My Bag ». Autrefois, les bureaucrates de Kasumigaseki7 se servaient de

由来、包み方、日仏のアーティストのデザインなど、いろん

じってフロシキブルと言われています。

Yuriko KOIKE

« eco-bag » du monde, mais l’idée a gagné en ampleur lorsque nous avons

rapporté chez soi puis utilisé à nouveau lorsqu’il s’agit de rendre la faveur. La

いと、見栄えが汚くなってしまいます。そうした精神的なも

Apparence finale
de l'emballage Pratique.

Emballage Bouteille
Tsuyoshi TANE

橋本：「FUROSHIKI PARIS」はどのようなイベントでしょ

Y.Koike : Au Japon, le furoshiki utilisé pour emballer un cadeau peut être

入れればいいのですが、風呂敷に包むときに心が入っていな

しれないと思いましたが、知事は大笑いして賛同してくれま

message premier était simplement celui d’ en parler comme du premier

ateliers dédiés à l’art de l’emballage.

という動作に「和の心」が入っています。袋だったらぽっと

の伝統と歴史の文化交流になると思いました。怒られるかも

Une telle spiritualité est également contenue dans le furoshiki. Notre
貝殻が貨幣となった時代や地域は多いが、そもそ
もは財貨というより祓邪の呪器だという。そして
「贈」は悪夢や悪疾を他に移し送ることをいい、も
とは厄払いの呪儀だった。読みと意味にはおくる、
おいはらう、つかわす、とむらう、悪邪をはらいやる、
おくりものなどがある。

の布でも、風呂敷は魔法のように何でも包んでしまう。そこ

持ち帰ったり、お返しを包んでいただくことなどありますね。

Placez ensuite l'article
au centre du tissu.

du côté français.

eux.

素材です。生活と布は切っても切り離せない関係です。一枚

どん面白くなってきました。パビリオンの中では、風呂敷の

包んだ状態です。

橋本 麻里

est impossible de les dissocier. Comme par magie le furoshiki, morceau de

次にルーブル美術館のピラミッドはどうかと考えもしました。

日本の文化や精神性を披露する場になりそうだと感じ、どん

Apparence finale
de l'emballage.

français. Nous bénéficions de la collaboration de grands artistes tels que

qu’est le tissu. La relation entre la vie quotidienne et le tissu est telle qu’il

ッフェル塔を包もうと考えたのですが、電波に支障がある。

初のエコバッグ」というメッセージを伝えるのが目的でしたが、

次に、上下 a 、b を
1 回結びます。

どちらか一方の
結び目を結び目の
空間に通します。

田根 剛

contiennent le sens symbolique des ficelles que l’ on noue. Ces

芸術作品です。フランスで風呂敷をＰＲするには、パリのエ

左右 c 、d を 1 回結びます。

Nouez les coins a et b
une fois.

ふろしきの隣り合った
端 a 、b と端 c 、d を
ま結びします。 このとき、
結び目の下に空間を
つくります。

Passez un des liens à travers
l'autre pour envelopper l'objet.

avons fait appel à des artistes japonais mais également à des designers

prières cherchent à relier les hommes aux dieux et les hommes entre

風呂敷は、四角いキャンバスに描かれる絵です。一つ一つが

Nouez les coins c et d
une fois.

Nouez un coin horizontal
à un coin vertical. Répétez avec
l’ autre paire de coins.

7/ N.d.t. Quartier administratif de Tokyo. 8/ N.d.t. Jeu de mots composé de « Furoshiki » et de « flexible ».

小池 百合子

Tane : Tous les êtres humains sont en contact continu avec la matière

呂敷を作りました。

のが、風呂敷には含まれているのです。最初は単純に「世界

Emballage Pastèque

japonais d’après-guerre. 6/ N.d.t. (1716-1800). Peintre connu pour ses dessins d’animaux et de fleurs.

l’Hôtel de ville. Pour les furoshiki présentés à l’intérieur du pavillon, nous

la prière. Parmi les chants anciens, de nombreuses œuvres

l’origine une cérémonie lors de laquelle on conjurait un élément

ふろしきの中央に
包むものを置きます。

b

Yayoi Kusama et Takeshi Kitano du côté japonais et de Jean Paul Gaultier

prière, l'incantation3. L’ action de nouer faisait elle-même référence à

に魅せられていたことから、若冲の作品をモチーフにした風

に 魅 力 が あ る の で す。何 か を 包 む 際 に も、「結 ぶ」「く く る」
Placez l'article à emballer
au centre du tissu.

nous avons songé à emballer la tour Eiffel mais cela aurait perturbé les

2

たこともあります。私は江戸時代の絵師である伊藤若冲の絵

田根：布というのは、人が生まれてから常に体に触れ続ける

a

Le furoshiki est un carré de tissu orné de dessins qui sont à eux seuls de

du Louvre. Cette fois-ci, en collaboration avec la ville de Paris, nous allons

じゃくちゅう

アーティストの方々に絵を描いてもらって風呂敷展を開催し

ゴルティエさんといった方々が協力してくれています。

花びら包み

5/ N.d.t. Mot exprimant le regret ou le dégoût face au gaspillage. Expression centrale de l’ écologisme

véritables œuvres d’art. Pour cette communication française sur le furoshiki

mettre en place un pavillon emballé dans un furoshiki sur le parvis de

に注目しました。子どもたちと一緒に考える教室を開いたり、

間彌生さんや北野武さん。フランス側からは、ジャンポール・

dans nos créations de furoshiki.

ondes. Par la suite, nous nous sommes également intéressés à la pyramide

コンセプトを社会に広げるために、日本の伝統である風呂敷

フランスのデザイナーにもお願いしました。日本側からは草

Emballage Pétales de Fleur

peintre de l’époque d’Edo Jakuchū ITŌ 6 dont nous avons utilisé les motifs

吉は士（まさかりの頭部の形）で、祝祷を収めた
器を守り、その呪能を中に封じこめることを意味
する。「結ぶ」ことも、そのような呪的な意味をも
つ行為であった。古代の歌謡には、紐を結ぶこと
に象徴的な意味を込めた歌が多く、そこには人と
神仏、人と人とを結ぶための祈りが込められた。

築といっても、具体的な行動を起こさなければ大きな社会的

ンの中に展示する風呂敷は、日本のアーティストだけでなく、

dessins de plusieurs artistes. J’ ai toujours été fascinée par les œuvres du

1

加え、循環型社会の構築が主な課題でした。循環型社会の構

で包んだパビリオンを設置することになりました。パビリオ

左右を整え仕上げる。

discussions. Construire cette société durable passait alors par des actions
optique et af in d’ étendre à l’ ensemble de la société le concept du «

小池：私が環境大臣だった当時、気候変動対策や自然保護に

今回、パリ市の協力をいただき、市庁舎前の広場で、風呂敷

上からかけた a を
b の下に通して結ぶ。

Tirez sur les extrémités gauche et
droite pour terminer.

concrètes et une transformation majeure de la société. C’ est dans cette

couvrir, enrober, renfermer, envelopper, etc. Les habitations

destinées à chasser le mauvais sort. La forme complète du kanji

Pliez d'abord le coin b
puis le coin a
pour couvrir l'article.
手前 b からかぶせ、
次に手向う a から
かぶせます。

c

Amenez la pointe de b
vers la gauche.

lorsqu’il s’agit de compartimenter une valise de voyage. Je le trouve très
pratique et, lorsque je suis en France, il m’arrive régulièrement d’expliquer

を考えました。

変化にはつながりません。そのため、「もったいない」という

c

Enroulez b sur a
comme indiqué.

nature et la construction d’ une société durable étaient au centre des

significations sont multiples : tomber enceinte, porter la vie,

47

ふろしきの中央に
包むものを置きます。

place de mesures contre le changement climatique, la protection de la

1

d’ échange, ils étaient avant tout le réceptacle d’ incantations

au centre du tissu.

Y.Koike : Lorsque j’ étais au ministère de l’ Environnement, la mise en

femme, ce kanji signifie « porter à l’ intérieur ». Ses lectures et

OKURU (Offrir)

a

« plus » esthétique que cela apporte. Son utilité se manifeste également

ce qu’est le furoshiki. J’en deviens un véritable ambassadeur !

un pacte d’ amitié et de coopération, se rencontrent autour du Tandem

M.Hashimoto : D’où provient votre intérêt pour le furoshiki ?

Placez l'article à emballer

d
b

mais une fois enveloppé d’un furoshiki il demeure intact, sans parler du petit

diplomatiques entre le Japon et la France avec la série d’ événements

furoshiki et à l’intérieur duquel nous ferons la promotion du furoshiki.

a

Passez le coin b sur la
gauche au-dessus de a.
左手 b を a に重ねる。

b

organisés en France JAPONISMES 2018. Tokyo et Paris, villes unies par

un cadeau offert à la ville, nous dresserons un pavillon emballé dans un

Reproduisant la forme d’un fœtus à l’ intérieur du ventre de la

MUSUBU (Nouer)

b

a

est généralement difficile d’éviter d’écorner un livre transporté dans un sac

égaye la vie quotidienne, donne des couleurs aux saisons, magnifie

設置し、そのパビリオンの中で風呂敷についてＰＲすること
橋本：どうして風呂敷に注目したのでしょうか。

Y.Koike : J’ai par exemple l’habitude d’offrir à mes visiteurs des souvenirs

田根：環境を今の時代の大きなテーマとして考えていく必要
があります。新しい技術で環境問題に対応することも大事で
すが、古来の物やいにしえの知恵も活用しながら未来を創造
していくことも大切ではないでしょうか。風呂敷は古来の知
恵の象徴として良いメッセージになる可能性があります。風
呂敷には日本の美も描かれていますが、ただ美しいだけでなく、

Retirez délicatement
l’élastique et défaites
le tissu préalablement rentré,
pour en faire des volants décoratifs.
輪ゴムを慎重にはずして、
タックの部分をフリル風に
広げて美しく整えます。

包む行為にも美があります。見るよりもぜひ使ってほしいです
ね。そして、これを機に、FUROSHIKI が世界の共通語になれ
ばと願っています。
小池：２０２０年には東京でオリンピック・パラリンピックが開催
され、次の２０２４年はパリに続きます。これからも環境と文化

ックの問題に対する関心が高まっている中で、代替品として

について、東京とパリで連携し、世界に広めていきたいですね。

jeu de mots qui souligne que le furoshiki emballe aussi bien les grandes que

の風呂敷の使用を提案するとともに、日本の伝統的な知恵と

国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のバッハ会長や国際パラリン

furoshiki pour protéger leurs documents. On parle parfois de « furoshikible »8,
les petites choses.

してパリから世界に発信したいと考えています。パリ市庁舎

ピック委員会（ＩＰＣ）のパーソンズ会長にも、風呂敷のデザイ

M.Hashimoto : Quelle est votre intention en ornant les statues dans des

前広場とパリ日本文化会館で、日仏のアーティストにデザイ

ンをお願いしました。風呂敷はバケットでもワインでも包める実

furoshiki ?

ンしてもらった風呂敷を展示するとともに、包み方教室の開

用的かつ芸術的なものです。今回の「FUROSHIKI PARIS」で、

T.Tane : Lorsque nous réfléchissions aux possibilités qu’offrait le parvis de

催も準備しています。東京からの環境に関するメッセージを

風呂敷がパリから世界に広がってほしいと願っています。

タブロイド型広報紙（2万部作成・配布）

縮小イメージ

Toutes les images : © Atelier Tsuyoshi Tane Architects

OSHIKI" OFFERT PAR TOKYO À PARIS
Jean Sylvain Bailly
(1726-1793)
Mathématicien, astronome, écrivain et
homme politique français. Engagé dans la
vie politique, il fut élu premier député de
Paris aux États généraux pour le tiers
état, président de l'Assemblée nationale et
maire de Paris.

Jean le Rond d’Alembert
(1717-1783)
Mathématicien, physicien, astronome et
philosophe des Lumières. En collaboration
avec Diderot, il dirigea la rédaction de
l’Encyclopédie, dictionnaire raisonné des
Sciences.

Armand Jean du Plessis,
cardinal de Richelieu (1583-1642)

Paul-Louis Courier
(1772-1825)
Pamphlétaire et épistolier français. Avec
ses écrits, il marqua son opposition à la
Restauration et resta connu comme
polémiste libéra l et anticlérica l.
Helléniste, il traduisit de nombreux
textes grecs.

Ecclésiastique et homme d'État. Il fut le
principal ministre de Louis XIII. Il affirma une politique de réforme tournée vers
le développement économique et colonial.
Il lutta contre le protestantisme.

Eustache Le Sueur

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière

Anne Robert Jacques Turgot

(1616-1655)

(1622-1673)

(1727-1781)

Peintre et dessinateur français de style baroque. Fortement influencé par Raphaël,
il fut considéré comme l’un des fondateurs
du classicisme français. Il fut l’un des
membres de l’ Académie de peinture et de
sculpture.

C omé d ien et d r a m at u rge f r a nç a is.
Acteur, chef de troupe, auteur et metteur
en scène, il f ut l'hom me de théâtre
complet par excellence. Ses œuvres telles
Les Précieuses Ridicules, L’École des femmes et
Dom Juan furent à la fois provocatrices et
triomphantes.

Homme politique et économiste français.
Il fréquenta les salons littéraires, les
philosophes et collabora à l’ Encyclopédie.
Il f ut nom mé S ecréta ire d ’ État à la
Marine, puis contrôleur général des
finances de Louis XVI.

François-Marie Arouet, dit Voltaire

Jean Goujon

Guillaume Budé

Pierre de Montreuil

Achille 1er de Harlay

Jean Bullant

Charles Dumoulin

(1743-1794)
Chimiste, philosophe et économiste
français, souvent présenté comme le père
de la chimie moderne. Un de ses principaux mérites fut la découverte du mécanisme de l'oxydation des métaux au
contact de l'air.

(1694 -1778)
Écrivain français, penseur et philosophe
majeur des Lumières. Considéré comme
précurseur de la Révolution française, il
lutta avec ses écrits contre le fanatisme
religieux, critiqua le cartésianisme et
milita pour la diffusion du savoir et de la
tolérance.

(env. 1510- env. 1566)
Sculpteur et architecte français du XVIe
siècle. Étant un des principaux promoteurs de la Renaissance classique en
France, ses œuvres, parmi lesquelles la
tribune des Caryatides au Louvre, prirent
i n s pi r a t io n d e l ’ a r t a nt iq u e e t du
maniérisme italien.

(1467-1540)
Écrivain et humaniste français. Sous le
règne de François 1er, il fut nommé à la
tête de la bibliothèque royale de Fontainebleau et contribua à la création des «
lecteurs royaux », le futur Collège de
France.

(env. 1200-1267)
Architecte français. Il fut un des maîtres
du gothique rayonnant et participa aux
chantiers de l'abbaye de Saint- G ermain-des-Prés et de Saint-Denis. Il dirig e a e n 1265 l a c o n s t r u c t io n d e l a
cathédrale de Notre-Dame de Paris.

(1536-1616)
Magistrat français. Il fut le premier président du Parlement de Paris. Lors des
guerres de Religion, il se distingua par sa
loyauté au roi Henry IV et par son opposition contre les Seize.

(env. 1515-1578)
Architecte majeur de la Renaissance
française. Théoricien et praticien, on
retrouve parmi ses œuvres les plus remarquables : l’aile Nord et le portique de l’ aile
Sud du château d’ Ecouen, l’église Saint-Acceul d’Écouen et le petit château de Chantilly.

(1500-1566)
Jurisconsulte français. Ses études de droit
coutumier firent de lui l'un des plus
grands juristes français du XVIe siècle.
Auteur de plusieurs travaux de droit
romain et de droit canonique, il publia
également plusieurs ouvrages sur des
questions d'ordre religieux.

Henri II Estienne

Pierre de Viole

François Miron

Michel de Lallier

Mathieu Molé

Pierre de L’ Estoile

(1528-1598)
Humaniste et imprimeur français. Passionné par l’ hellénisme, il publia une
œuvre fondamentale, le premier Thesaurus
graecae linguae. Ce premier grand lexique
du grec ancien fut à la base de tous les dictionnaires grecs suivants.

(env. 1500-1554)
Écuyer, seigneur d'Athis sur Orge et d'Andrezel.
En tant que prévôt des marchands de Paris, il
posa la première pierre de l'Hôtel de ville le 15
juillet 1533. Il présida la cérémonie en l’ absence
de François 1er alors monarque. La construction
avait été décidée d’après les plans de l’a rchitecte Dominique de Cortone, dit le Boccador.

(1560-1609)
Successivement conseiller au Parlement de
Paris, maître des requêtes, intendant au gouvernement de l'Île-de-France, président du
Grand Conseil, chancelier du Dauphin, conseiller d'État, lieutenant civil du Châtelet de
Paris et finalement prévôt des marchands de
Paris.

(-1450)
Seigneur d’Aubergenville, de la Chapelle,
du Vivier et d’Aubervilliers. Il fut conseiller à la Chambre des Comptes et
prévôt des marchands de Paris. Il contribua à l’expulsion des Anglais de Paris.

(1584-1656)
Homme d’ État français. En tant que
premier président du parlement de Paris,
il négocia la fin de la Fronde parlementaire. En 1651, il fut nommé garde des
sceaux de France. Il laissa des Mémoires,
publiées pour la Société de l’ histoire de
France.

(1546-1611)
Chroniqueur, mémorialiste et collectionneur français. Il écrivit Les Mémoires
journaux, un journal de chroniques sous les
règnes d’ Henri III et d’ Henri IV, ouvrage
de référence pour l’ étude historique des
guerres de Religion.

Étienne Boileau

Domenico Bernabei da Cortona,
dit Boccador (env. 1465-1549)

Antoine Laurent de Lavoisier

Pierre Lescot
(1515-1578)
Architecte français. Féru de théorie architecturale, mais aussi peintre et dessinateur, il contribua à l’architecture classique
française. Parmi ses œuvres, figurent le
jubé de Saint-Germain-L’Auxerrois, l’hôtel de Ligneris, la fontaine des Innocents
et la plus connue : le Louvre.

パリ市庁舎前広場に東京からパリへ「ふろしき」の贈り物を届けます。

Alexandre-Auguste Ledru-Rollin
(1807-1874)
Avocat et homme politique français. Républicain progressiste, il siégea à l’extrême
gauche, réclamant le suffrage universel. Il
fonda le journal la Réforme et fut ministre de l'Intérieur du Gouvernement provisoire de 1848.

Germain Pilon

Jules Hardouin-Mansart

Jacques-Auguste de Thou

(env. 1528-1590)
Sculpteur majeur de la Renaissance
française. Dans ses œuvres, la sculpture
médiévale française s’allie à l’art de la Renaissance et au maniérisme italiens. Ses
chefs-d’œuvre furent les Trois Grâces et le
tombeau d’Henri II et de Catherine de
Médicis.

(1646-1708)
Architecte représentatif du classicisme
français. En tant que premier architecte
du roi Louis XIV, il fut l’ auteur de nombreuses œuvres, symboles de la puissance
royale. Parmi celles-ci, il réalisa une
partie du château de Versailles et le dôme
des Invalides.

(1553-1617)
Magistrat, historien et homme politique
f r a n ç a i s . L e s p lu s c o n n u e s d e s e s
publications sont Historiae sui temporis,
Histoire universelle depuis 1543 jusqu'en
1607 et Vita (Mémoires).

Louis-Joseph-Ferdinand Hérold

Jacques-Louis David

(1791-1833)
Pianiste et compositeur français. En 1812,
il remporta le Prix de Rome. Nommé
chef de chant à l'Opéra (1826), il écrivit
Zampa ou la Fiancée de marbre (1831) et Le
Pré-aux-Clercs (1832).

(1748-1825)
Peintre français. Considéré comme le chef
de file du mouvement néo-classique, ses
œuvres s’inspirent de la période Révolutionnaire et Impériale. Avec ses tableaux,
il témoigna de faits tragiques, tel La
mort de Marat (1793).

Anne Hilarion de Costentin,

comte de Tourville (1642-1701)
Maréchal de France. Il dirigea diverses campagnes contre les Barbaresques, se distingua
comme vainqueur des Anglo-Hollandais à
Béveziers et résista ensuite face à l’ Armada
anglaise au large de Barfleur.

Nicolas Catinat de La Fauconnerie
(1637-1712)
Lieutenant général puis maréchal de
France. Sous le règne de Louis XIV, il
participa aux principaux conflits impliquant la France, comme la guerre de Hollande, de la Ligue d'Augsbourg et la
guerre de Succession d’Espagne.

(1200 ou 1210-1270)
Administrateur royal français. En 1261, il
fut nommé par Louis IX prévôt de Paris.
Il rédigea les statuts des métiers de Paris,
recueillis dans le Livre des métiers.

Architecte et ingénieur italien. Il s'établit
en France dès 1497 et se met au service de
Charles VIII. Il participa à la construction du château de Chambord et dessina
notamment l’Hôtel de Ville de Paris.

André Le Nôtre

Jules Michelet

Jean-Nicolas Pache

(1529-1615)
Avocat, homme d’État, humaniste, poète
et magistrat français. Conseiller d’ Henri
II et d’ Henri IV, il s’opposa à la Ligue.
En tant qu’historien des lettres françaises
et des traditions nationales, il publia
Recherches de la France.

(1613-1700)
Paysagiste qui contribua à définir le style «
à la française ». Il fut chargé en tant que
jardinier du roi Louis XIV, de transformer
les jardins de Versailles et des Tuileries. Il
aménagea également l’ axe des
Champs-Élysées.

(1798-1874)
Écrivain et historien français. Libéral et
anticlérical, il fut un des maîtres du
romantisme français et européen. Il
écrivit Histoire de France, première œuvre
exhaustive (17 tomes) consacrée à l'histoire
du pays, de ses origines à la Révolution de
1789.

(1746-1823)
Homme politique français, actif pendant
la Révolution. Il f ut ministre de la
Guerre (1792-1793) puis maire de Paris
(1793-1794). C'est lui qui fit inscrire sur
les établissements publics la devise :

Etienne Marcel

La science (du latin scientia, savoir)

L’art (du latin ars, artis)

Le lion (du latin leonem)

Marchand drapier et hom me politique
français. Prévôt des marchands en 1355, il contrôla le commerce de la capitale ainsi qu’ une
importante administration. Nommé porte-parole du mouvement contre l’absolutisme monarchique, il entra au Conseil Royal avant d’être
assassiné par un partisan du Dauphin.

Représentée sous les traits d'une allégorie
féminine, le compas à la main, assise sur une
pile d'ouvrages et un globe décoré des signes
du zodiaques. Elle incarne la somme des connaissances relatives à certaines catégories de
faits, d'objets ou de phénomènes acquises par
l’étude, la réflexion ou l’expérimentation.

représenté sous les traits d’une allégorie
féminine coiffée d’une couronne de laurier, attribut du dieu des Arts dans la mythologie grecque. Elle peint, assise sur un
chapiteau, la palette de couleurs à ses
pieds.

symbolise la beauté, la force, la majesté
et la vigilance. Sa figure effrayante ou
protectrice garde les entrées de l’ Hôtel
de Ville rue de Lobau.

Étienne Pasquier

« Liberté, Égalité, Fraternité ».

LES STATUES DES PERSONNALITÉS MARQUANTES
DE LA VILLE DE PARIS SE PARENT D'UN "FUROSHIKI"
「ふろしき」を持った石像の一人一人は、パリの歴史を作った偉人達。

©Atelier Tsuyoshi Tane Architects | photo : Marc Verhille

LE "FUROSHIKI" JAPONAIS
Les objets que l’ on transporte dans notre vie de tous les jours sont de formes et de
tailles zmultiples. Trouver la meilleure façon de les rendre plus compacts et de les
transporter le plus efficacement possible est une perpétuelle source de tracas. Pour faire
face à ce problème millénaire, nous y remédions à l’aide de sacs que nous utilisons avec
aisance mais un regard sur l’ histoire nous enseigne qu’ à divers endroits de la planète
l’humanité a d’ abord développé une culture de l’emballage des objets dans un grand
morceau de tissu. D’ abord utilisé lors des cérémonies lorsqu’ il était considéré comme

Pour se changer

Pour offrir un cadeau

Pour voyager

Pour transporter des marchandises

Pour filer comme un voleur

着替えるときの敷物

土産物を贈る

旅の荷物を納める

商売道具を運ぶ

泥棒の荷物袋

Les motifs Karakusa
Le premier caractère n’ est utilisé ici que pour sa lecture (« kara »).
Vrilles et feuilles d’ une plante grimpante s’ entrelacent et s’ étirent
sur des dessins représentant ces entrelacs. La tradition prend ses
racines dans la civilisation égyptienne qui privilégie les motifs de
nymphéas ou de feuilles de cocotier (l’ acanthe chez les Grecs) pour
l’ ornementation des constructions et des objets artisanaux.
L’ usage se propage aux quatre coins du monde d’ où naissent
d’ innombrables variations. Arrivés au Japon après un passage par

un bien de luxe, le tissu s’ est ensuite retrouvé en grandes quantités dans des usages
quotidiens et ses matériaux, procédés de fabrication, emplois, mesures et décorations se

FUROSH I K I PAR IS
PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE
Du 1 er au 6 novembre 2018 de 10h à 19h
パリ市庁舎前広場 2018年 11月１日 ～ ６日 10 時 ～19 時［ 入場無料 ］

incroyable de tissus en Afrique, en Amérique du Sud et en Europe. L’histoire japonaise

MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS

Shôsô-in7 (VIIIe siècle) abrite des étoffes de forme rectangulaire destinées à ranger,
conserver ou encore transporter des objets. L’ étole des bonzes ou le costume des
saltimbanques, le tissu servant à emballer des biens transportés par voie maritime
depuis l’étranger, étaient appelés « tsutsumi » et possédaient deux graphies différentes.
À l’ époque de Heian (du VIIIe au XIIe siècle), ces mêmes étoffes prirent le nom de
« koromotsutsumi » et de « hirazutsumi ». Ces tissus ont aujourd’hui disparu mais on
les retrouve dans les dessins aux magnifiques couleurs des éventails en papier. C’ est le

EXPOSITION：Du 30 octobre au 10 novembre 2018 de 12h à 20h. [Entrée libre]
ATELIERS：Les 2, 10, 17 et 24 novembre 2018 (1) 14h - 15h30 (2) 16h - 17h30
*Plus d’ informations (dates de fermeture, tarifs et réservations pour les ateliers) : www.mcjp.fr

パリ日本文化会館 ｜ 展示：2018年 10月 30日～ 11月 10日 12 時 ～ 20 時［入場無料］ワークショップ：2018年 11月２、10、17、24 日 ① 14 時～15 時半 ②16 時 ～17 時半
* 詳細（休館日、ワークショップ参加料およびご予約）
：www.mcjp.fr

POINT DE VENTE DES FUROSHIKI À PARIS RENDEZ-VOUS

la Chine, les motifs se teintent de notions bénéfiques comme celle

cas sur l’œuvre « Senmenhokekyôsasshi » (XIIe siècle) reproduisant le Sûtra du lotus et

de la longévité ou de la prospérité de la descendance. À l’ ère

où l’on aperçoit des femmes portant sur leur tête leurs vêtements enveloppés dans des

Kofun 9, avec l’ apparition du harnachement des chevaux et des

« koromotsutsumi ». On peut voir sur certains emaki datant du Moyen Àge, des tissus

(concept-store de la Ville de Paris)
Du 31 octobre au 28 novembre 2018 de 10h à 19h. Fermé dimanche et jour férié

objets à usage guerrier, mais aussi avec le développement du travail

similaires que l’on a renforcé afin d’éviter qu’ils se déchirent. « Koromotsutsumi » et

ふろしき販売 パリランデブー（パリ市庁舎内コンセプトストア）2018 年 10 月 31日 ～ 11 月 28 日（日・祝休業）

du tissu et de la laque, de très nombreuses pièces d’ artisanat se
couvrent d’ornementations de type Karakusa et l’ on retrouve
des motifs de vigne, pivoine, f leur de lotus et d’ autres f leurs
dites « précieuses »10.

[Entrée libre]

sont adaptés aux climats, coutumes et mœurs régionaux. On retrouve une variété
témoigne elle aussi d’ une riche culture du tissu utilisé pour envelopper les objets. Le

« hirazutsumi » ne prendront le nom de « furoshiki » qu’ à partir de l’ ère Edo. À
l’époque de Muromachi (du XIVe au XVIe siècle), moines, grandes familles et membres
de la classe guerrière faisaient construire dans leurs résidences des bains à vapeur très en

唐草文様

9/ N.d.t. Qui s’étend d’environ 250 à 538 de l’ ère commune.

vogue, similaires aux saunas actuels, dont l’ utilisation était un prétexte aux relations

MOTS DE L’ORGANISATEUR

10/ N.d.t. Ici référées sous le terme « hôsôge ».

sociales, à la distraction ou à l’ organisation de banquets. Au moment du bain, afin de

D an s le ca dre du Tandem Pa ris-Tok yo 2018, projet d ’ échanges

reconnaitre les vêtements dont on s’était séparé, ces derniers étaient enveloppés dans un

c u lt u rels orga n isé p a r Pa ris et Tok yo, l ’ ex p o sition- événement

tissu. Une fois le bain terminé et la tenue arrangée, les vêtements mouillés étaient à leur

« FUROSHIKI PARIS » se tiendra dans plusieurs lieux parisiens,

tour emballés dans un « hirazutsumi ». Plus tard, les bains publics urbains se

sous la direction artistique de l’architecte Tsuyoshi Tane. À l'image

唐草文の「唐」はあて字で、蔓草の蔓や葉がから
み合ってのびる様子を図案化した、「絡草」の略称
とされる。古くはエジプトで睡蓮の花や椰子の葉、
あるいはギリシアでアカンサス（ハアザミ）の葉
などを主なモチーフに、建築・工芸などの装飾に
用いたところから始まる。広く世界各地へ伝播し、
膨大なバリエーションを生んだ。日本へは中国を
経て伝わり、蔓草の生命力から長寿や子孫繁栄の
吉祥文として、古墳時代の馬具や武具から、染織
や漆工など多彩な領域の工芸品が、葡萄、牡丹、蓮華、
宝相華などの唐草文で飾られた。

développent et, avec l’ accession à cette pratique des classes populaires, le nom de

Organisation :
Gouvernement Métropolitain de Tokyo,
Fondation Métropolitaine de Tokyo
pour l’histoire et la culture,
Comité d’Organisation du projet Furoshiki
Partenariats :
Fondation du Japon,
Conseil des collectivités locales pour

d'un « cadeau » emballé d’ un furoshiki géant offert par Tokyo, un

« furoshiki » se généralise. Vers le milieu du XVIe siècle, le peintre Eitoku Kanô fait

les relations internationales (CLAIR)

pavillon éphémère sera dressé sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris.

apparaître avec précision les détails de la ville de Kyôto ou l’ on voit des personnages
fréquentant les bains et transportant leurs vêtements dans des furoshiki. Par la suite, en
plus d’être utilisé pour le rangement ou le transport des marchandises, le voyage, ou la

Avec le soutien principal de :

À l ’ intérieu r de ce p avil lon seront ex p osés d i f férents t y p es de

-Sponsor Principal-

furoshiki, ainsi que des installations artistiques. Sur la façade de

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton ;
JC Decaux ;

l'Hôtel de Ville de Paris, les statues des personnalités marquantes de

confection de futons, le furoshiki se décline en de nombreuses formes et tailles en
fonction de son utilisation, qu’ il soit porté sur la tête, tenu à la main ou dans les bras,

RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI ;

la ville se parent d’un furoshiki. Le furoshiki représente la tradition,

Mori Building Co., Ltd. ;
JTB Corp. ;

mis sur l’épaule, porté sur le dos ou à la ceinture ou encore balancé au bout d’un bâton.

l’art, et le savoir-faire écologique japonais. « FUROSHIKI PARIS »

La mesure de base traditionnelle, celle du « no », équivaut à un côté de 34 cm et est

permettra au ssi au public de s'initier à cet ar t vivant, à travers

PIERRE HERME PARIS ;

toujours utilisée pour déterminer la taille d’un furoshiki. Un furoshiki de deux « no »

l’organisation d’ateliers à la Maison de la culture du Japon à Paris.

AIR FRANCE ;

En parallèle, une exposition démonstration de la marionette karakri

MEDIATRANSPORTS ;

ouvrira ses portes à la Maison de la culture du Japon, tandis qu’une

Kikkoman Corporation ;

de côté (soit 64 cm) pourra être utilisé pour transporter un bentô ou une boîte à

©Atelier Tsuyoshi Tane Architects

pâtisseries, et à partir de trois « no » (102 cm) l’ on pourra envelopper ses vêtements,
ainsi de suite jusqu’ à la plus grande taille de sept « no » (238 cm). Il en existe au total

LENÔTRE (SODEXO GROUPE) ;

ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD. ;

rétrospective consacrée à l’« Art Brut Japonais II » se tiendra à la Halle

neuf catégories différentes et les furoshiki sont considérés comme étant « de grande
taille » lorsqu’ ils atteignent ou dépassent les quatre « no ». L’ étoffe, généralement en
coton ou en lin, d’un bleu uni ou rayé, pouvait être renforcée par de multiples

-Sponsor D'or-

opérations et faire apparaître un emblème ou un nom à des fins publicitaires. On

主催者挨拶

trouvait également des pièces haut de gamme dont l’intérieur était composé de chintz

このたび、東京都とパリ市が実施する文化交流事業「パリ東

importé d’Inde ou d’Europe, en crêpe, en armure ou en soie. Dans le sillage de la vogue

京 文 化 タ ン デ ム 2018」の 一 環 と し て、パ リ 市 に お い て

du chintz, le Karakusa s’ est par la suite imposé comme motif porte-bonheur

「FUROSHIKI PARIS」を 開 催 い た し ま す。「FUROSHIKI

Japan Airlines Co.,Ltd. ;

Saint Pierre. En transmettant ce savoir-faire, la France et le Japon ainsi

Shiseido Company, Limited ;

que leurs deux capitales Paris et Tokyo, contribueront au développement

Canon Inc. ;

croissant des échanges et créeront ensemble un nouveau futur.

NIPPON TELEVISION NETWORK CORPORATION ;

Yomiuri Shimbun ;
Avec le soutien de :
OKAJIMA Co., Ltd. ; MIYAI Co.,Ltd ;
MUSUBI ; Sanrio Company, Ltd. ;

Yuriko Koike, Gouverneure de Tokyo

Forma Corporation

représentatif du furoshiki.

PARIS」では、建築家・田根剛氏のアートディレクションの下、

11/ N.d.t. Bâtiment du Trésor du temple Tôdaiji de Nara.

パリ市庁舎前広場を中心に「ふろしき」のイベントが催され

主催：

ます。市庁舎前広場には「東京からパリへの贈り物」として、

東京都、
公益財団法人東京都歴史文化財団、

唐草文様のふろしき包みをイメージしたパヴィリオンを設置

風呂敷プロジェクト実行委員会

私たちが日々の生活の中で持ち運ぶものは、形も大きさもさまざまで、

します。この中では日仏のアーティストがデザインしたオリ

それらをどうやってコンパクトにまとめ、要領よく運搬するか、常に

ジナルふろしきの展示やふろしきのインスタレーションなど

独立行政法人国際交流基金、

頭を悩ませている。この有史以来の大問題に対して、現代の私たちは

が行われます。また、市庁舎壁面の歴史的人物の石像にふろ

一般財団法人自治体国際化協会

袋や鞄を駆使して対処しているわけだが、歴史を振り返れば、人類は

しきを持たせるインスタレーションを実施するほか、パリ日

協賛：

世界中のあらゆる場所で、「１枚の大きな布で包む」文化を発展させ

本文化会館ではふろしきの展示やワークショップを行います。

てきた。布が貴重品だった時代には儀礼的な場面で、大量に普及する

日本の伝統であり、芸術であり、環境の知恵でもある、「ふ

ルノー・日産自動車・三菱自動車、

ようになってからは日常生活の中で、地域の風土や慣習、生活様式に

ろしき」の魅力を発信するアートイベントを通じて、両都市

森ビル株式会社、

即した素材、製法、使用法、寸法、装飾が工夫された。アフリカで、

の交流を一層促進していきます。このほか、日本文化会館で

南米で、あるいはヨーロッパで、驚くほど多彩な「包む布」が用いら

からくり人形の動態展示も行います。また、アルサンピエー

れてきた。日本もまた、そのような「包む布」の文化を豊かに発展さ

ル美術館では、アール・ブリュットジャポネⅡが開催されて

せてきた歴史を持つ。物品を収納したり、保存、携行するために用い

おります。日本とフランス、そして東京都とパリ市が伝統を

キッコーマン株式会社、

られる方形の布製品は、正倉院宝物（８世紀）の中にも見られる。僧

大切にし、新しい時代を共につくっていくパートナーとして、

全日本空輸株式会社、

侶の袈裟や楽人の装束、あるいは海外から舶載された貴重な薬剤を包

一層交流を深めてまいります。

共催：

LVMH モエヘネシー・ルイヴィトン、
ジェーシードゥコー、

株式会社 JTB、
ピエールエルメ・パリ、
エールフランス航空、
ルノートル・パリ（ソデクソグループ）、
メディアトランスポート

日本航空株式会社、
株式会社資生堂、

むためのもので、「裹・幞」という文字で記され、いずれも「つつみ」

キャノン株式会社、

と読んだ。平安時代（８〜12 世紀）になると、こうした布製品は「衣

読売新聞社、
日本テレビ放送網株式会社、

包み」「平包み」と呼ばれるようになる。実物は現存しないが、扇形
東京都知事

の紙に濃彩で華やかに絵を描き、そこに法華経を書写した《扇面法華

小池百合子

特別協力：

©Atelier Tsuyoshi Tane Architects

株式会社岡重、宮井株式会社、

経冊子》（12 世紀）には、衣装を包んだ「衣包み」を頭に載せて運ぶ

山田繊維株式会社、株式会社サンリオ、

女性が描かれている。中世の絵巻物になると、こうした包み布に上刺
しをして、破れないよう工夫した様子も見て取れる。「衣包み」「平包
み」が、「風呂敷」という名に転じるのは、江戸時代に入ってからだ。
室町時代（14〜16 世紀）には、寺院や上流の公家、武家らの屋敷に設
けられた、現代のサウナのような蒸し風呂を利用し、風呂の後で酒宴
となる社交・遊興としての入浴が盛んになった。こうした折に、自ら

株式会社フォルマ

RENOUVELER L'ESTHÉTIQUE DU "FUROSHIKI".

Les dessins originaux de "furoshiki" imaginés par des artistes français et japonais sur le thème
‘Cycle de la nature’ seront exposés. PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE

『風呂敷』の美を伝える。日仏のアーティストによる〈サイクル・オブ・ネイチャー〉をテーマにしたオリジナル『ふろしき』を展示。パリ市庁舎前広場

が脱いだ衣装をそれとわかるように包んでおいたり、その上で身仕舞
いをし、濡れたものを包んだりするために平包みを用いた。やがて町
風呂と呼ばれる公衆浴場が都市に普及し、庶民も風呂を利用するよう
になるにつれ、「風呂敷」という名称の方が一般的になっていく。16
世紀半ば頃、狩野永徳が京都市街の様子を細密に描いた《洛中洛外図
屏風》にも、風呂敷に包んだ衣服類を持った人物が、銭湯に出入りす
るところが描かれている。こうして荷物の持ち運びから商品の運搬、
旅行具、また蒲団などの収納具といった用途、そして頭に載せる、手・
首から提げる、背負う、腕で抱える、腰に巻く、天秤棒で担ぐなど運

PROGRAMMATION DE TANDEM
PARIS -TOKYO 2018

搬方法の違いによって、大小さまざまな風呂敷が作られるようになる。
風呂敷の寸法表記は、現在でも伝統的な着尺の生地幅を基本とする
「幅」が使われ、１幅は鯨尺９寸（34cm）小幅。２幅（64cm）であれ
ば弁当や菓子折、３幅（102cm）なら衣装を包むために、など最大７
幅
（238cm）
まで９種類あり、４幅（136cm）以上を大風呂敷と呼んでいる。

Takeshi Kitano, Sans titre, © Takeshi Kitano

Yayoi Kusama, Once the Abominable War is Over,
Happiness Fills our Hearts, © Yayoi Kusama

Jean Paul Gaultier, Fleurs du ciel, © Jean Paul Gaultier

Setsuko Klossowska de Rola, Sans titre,
© Setsuko Klossowska de Rola

Yuriko Koike 小池百合子
Anne Hidalgo アンヌ・イダルゴ

agnes.b アニエス・ベー
Jean-Michel Alberola ジャン＝ミッシェル・アルベロラ

Takeshi Kitano

北野武
Setsuko Klossowska de Rola クロソフスカ・ド・ローラ 節子
Yayoi Kusama 草間彌生

Mika Ninagawa

Hiroko Koshino コシノヒロコ
Suzanne Lafont スザンヌ・ラフォン
Hakuo Matsumoto 松本白鸚

Shishu 紫舟
Hiraku Suzuki

生地は木綿や麻、色柄は紺無地や縞柄が一般的で、そこに補強も兼ね
中にはインドやヨーロッパから輸入した更紗や、縮緬や繻子など絹地

Shinzo Abe 安倍晋三
Thomas Bach トーマス・バッハ
Yoshiro Mori 森喜朗

を用いた贅沢なものも。そして更紗の流行以後、吉祥柄としての唐草

Andrew Parsons アンドリュー・パーソンズ

た刺子をしたり，定紋や屋号をつけて宣伝に利用することもあった。

模様が、風呂敷の代表柄として定着していった。

Nicolas Buffe ニコラ・ビュフ
Constance Guisset コンスタンス・ギッセ
Jean Paul Gaultier ジャンポール・ゴルチエ
Morihiro Hosokawa 細川護煕
Jean Jullien ジャン・ジュリアン
Shingo Katori 香取慎吾
Kanako Kinutani 絹谷香菜子

Annette Méssager アネット・メサジェ
Kohei Nawa

名和晃平

Rune Naito

内藤ルネ

Kashiwa Sato

Asao Tokolo

Exposition Art brut japonais II à la Halle Saint Pierre
Du 8 septembre 2018 au 10 mars 2019

●

Exposition et démonstration de la marionnette Karakuri
à la Maison de la culture du Japon à Paris
Les 2 et 3 novembre 2018

●

蜷川実花
Jean-Michel Othoniel ジャン＝ミシェル・オトニエル
佐藤可士和
鈴木ヒラク

野老 朝雄
Philippe Weisbecker フィリップ・ワイズベッカー

Exposition de Photographies Shibuya – Curiosité de Tokyo
à la Mairie du 4 e arrondissement de Paris
Du 18 octobre au 17 novembre 2018
●

Exposition du concours d’affiches Paris-Tokyo avec
l’EPSAA et la Tokyo Metropolitan University
sur les grilles de la Tour Saint-Jacques
Novembre 2018

●

日本の風呂敷
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風呂敷の包み方

ま結び
a

b

a

a
b
b

左手bをaに重ねる。

bを図のようにaに巻き結ぶ。

b

b

bの先を左に向ける。

a

a
bの上にaをかける。

上からかけたaをbの下に通して結ぶ。

左右を整え仕上げる。

すいか包み
a

c

b

d

ふろしきの隣り合った

左右に結び目が

どちらか一方の

端a、bと端c、dを

できたら、

結び目を

ま結びします。

ものを入れます。

結び目の空間に

このとき、結び目の下に

包んだ状態です。

通します。

空間をつくります。

バスケット包み
a

b

c

d
隣り合った端a、bと

結びきった各々の

ねじった各々の端を

端c、dを各々1回

端が手提げの

空間を作って

結びきります。

持ち手となるよう、

ま結びします。

包んだ状態です。

各々を少しねじります。

ビン包み
輪ゴムをかけておく

a
d
c
c

d

b
対角線の中央に瓶を置いて、

手前b、向こうaの順で

交差させた端を瓶の前へ

輪ゴムを慎重にはずして、

上下a、b各々の端を瓶の

各々タックをとって

持ってきてタックをとめた

タックの部分をフリル風に

口の高さに合わせて

掛けておいた

輪ゴムのあたりで

広げて美しく整えます。

中折りします。

輪ゴムでとめます。

ま結びします。

左右c 、dの端を持ち上げて
瓶の後ろで交差させます。
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［ パリ制作チーム ］

［ 広報・施工等 ］

アーティスティックディレクション ｜ 田根剛

グラフィックデザイン ｜ 高岡一弥，後藤寿方

会場デザイン ｜ 野澤美咲, ロマン・アリエス，塚本洋介

広

制作管理 ｜ 株式会社JTBコミュニケーションデザイン
Euro Japan Crossing，飯田真実，大場千穂
メセナ・企業協力ディレクション ｜ 日仏経済交流委員会

報 ｜ パリ市，Claudine Colin Communication

技術コーディネーター ｜ Playìime Production
パヴィリオン施工 ｜ ART EVENT
照

明 ｜ LightLab，EN ATTENDANT

設営（作品）｜ ArtComposit
［東京制作チーム ］

設営（AV機器）｜ LUFTZUG EUROPE，VIDEMUS

東京都生活文化局文化振興部

設営（石像インスタレーション）｜ APlOMB
映像制作 ｜ PARTY New York, Simon François

［編集・発行 ］
平成31年（2019年）3月発行

風呂敷プロジェクト実行委員会 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

Tel.03（5388）3197（東京都生活文化局文化振興部内）
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