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FORUM
Person
私と東京国際フォーラム

今岡 寛和氏
『東京ミレナリオ』作品プロデューサー
（株）アイ・アンド・エフ代表取締役
パラトゥーラ／ルミナリエ日本総代理人

『東京ミレナリオ』のフィナーレは、
東京国際フォーラムで、
大切な人と感動を語り合ってほしい。
今岡寛和
『東京ミレナリオ』作品プロデューサー
（株）アイ・アンド・エフ代表取締役
パラトゥーラ／ルミナリエ日本総代理人

いまおか ひろかず
1961年兵庫県神戸市生まれ。
様々なイベントの企画、プロデュー
スをするとともにヨーロッパのルネ
サンスから今日に至る 光を駆使し
た祝祭芸術 の起源と成熟の過程を
研究している。「神戸ルミナリエ」
は震災犠牲者の鎮魂と希望を象徴す
る作品として自ら企画・プロデュー
ス。来年開幕するイタリア年では
「グランド・オープニング前夜祭」
などのプロデュースを務める。

昨年末に第1回目が開催され、9日間で186万7千人もの人々が
訪れた『東京ミレナリオ』が、今年も12月24日から1月1日ま
で開催されます。ミレナリオとは千年紀の意。丸の内を舞台
に、光の彫刻「パラトゥーラ」によって千年紀の喜びを光の輝
きとともに迎えようとする東京の新しい祝祭です。今年は、東
京国際フォーラムのプラザ（中庭）に「スパッリエーラ」と呼
ばれる壮麗な光の壁掛け作品が誕生します。そこで、『東京ミ
レナリオ』の作品プロデューサー今岡寛和氏に、開催に至る経
緯や制作意図などを伺いました。

一枚の写真が「パラトゥーラ」との出会い
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「パラトゥーラ」との出会いは、今から10年程前になります。私は、神戸出
身で行政や皇室関連のセレモニー、イベントなどの演出を手がけていました。
また、当時は、ルネサンスの祝祭や寓意画などに興味を持ち、ちょうどプロ
ジェクトにも反映させていた頃です。あるアメリカの新聞に1枚の写真を見つ
けたのです。絵画なのか構造物なのか分からないアーチ状のフォルムにひか
れ、それがイタリアの世界的なアートディレクター、ヴァレリオ・フェスティ
氏の作品「パラトゥーラ」であると分かるには一年以上が経っていました。
はじめて作品を見た私は、ただただ驚き、類稀な美しさに魅了され、1時間以
上も見上げていたように思います。それは、現在の作品展開から比べるととて
も小さな作品でしたが、その可能性を見つめて東京での展開を夢見るように
なっていました。

震災後『神戸ルミナリエ』を開催

東京での開催メドが立った95年、神戸で未曾有のあの震災が起きたのです。
多くの人々の命が奪われ、水も電気もない中で、人々は精神的にも物理的にも
「闇」に包まれていました。そんな中で、私は、ずっと大切に温めてきた「パ
ラトゥーラ」の企画が東京で進むことと、自らの事業の社会的意義を考えない
わけにはいかなくなっていました。家族や友人を奪われた人、家を失った人、
仕事をなくした人、そんな多くの人々が「闇」と闘っている中で、祈りや希望
を象徴する「光」の魅力を駆使した作品が、街と人々を輝かせることができる
ならと、その可能性を見いだすことができたのです。商業的なイベントと一線
を画した真の意味での祝祭という可能性は、私にフェスティ氏を説得するとい
う力を与え『神戸ルミナリエ』を開催することになりました。震災の年の12
月、1年を振り返ろうとする時期に、はじめて光が灯された瞬間、そこには、
光を浴びて輝き涙する人々の笑顔がありました。

『東京ミレナリオ』は21世紀に踏み出す祝祭

ミレニアムから21世紀へと壮大な時のセレモニーが訪れます。この瞬間を出
来る限り多くの人々と共有したいとの思いが、『東京ミレナリオ』を誕生させ
ました。来年は、イタリア年（日本におけるイタリア2001）。イタリア各界
の要請も大きな後押しでした。
『東京ミレナリオ』は、新しく始まる千年紀を美しい「光の輝き」の中でお祝
いし、未来への第一歩を踏み出そうとする祝祭です。千年に一度しかないこの
瞬間に、私たちは出会うことが出来ました。次の千年紀は、誰一人存在しな
い。そのことを共通の認識として新しい祝祭の構想が生まれました。「時の祝
祭」です。祝祭というものは、私たちに時間の概念を与えてくれます。人は驚
いた瞬間、一瞬時間が止まる。祝祭の中に身を投じることで、過去を振り返
り、今を確かめる。そして、一歩先を見つめる機会が生まれる。それは、自分
自身を見つめ直し、街や社会を考え直すことにつながります。
丸の内周辺を舞台に選んだ理由は、都市としての魅力、即ち、歴史的な社会背
景を持つとともに、闇の神秘性が残っているということです。日本の都心は光
の洪水です。丸の内は、東京の中心でありながら、ネオンやけばけばしい装飾
が自粛されていて、闇と光の対比が感じられる数少ない場所なのです。しか
も、街並みが、秩序だってシンメトリーになっており、美しさと品格を併せ
持っています。もちろん、交通アクセスも良く、「東京駅丸の内口」と言え
ば、誰にでもわかりやすいのです。イタリアなど地中海都市には、ピアッツァ
（広場）が、都市の中心に位置し、ルネサンス時代には、都市を祝祭の舞台装
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置に見立てるという概念まで生まれました。東京国際フォーラムをピアッツァ
に見立てると、丸の内には、私たちが望むすべてが揃っていたわけです。

東京国際フォーラムという祝祭空間

今年の『東京ミレナリオ』は、東京国際フォーラムのピアッツァが祝祭の完
結性を演出してくれます。光の回廊を歩いた後、友人や家族で感動を語り合っ
たり、恋人たちが光の中で見つめ合ったりする心の触れ合いの場所になるで
しょう。東京国際フォーラムには、幅30m、高さ17mの壮大な作品が配置さ
れ、都市を祝祭の場面に変容させます。
祝祭は、人が集うことで成立します。多くの人が集まれば、その数だけ感動が
誕生するのです。情報化が驚くほどの速さで進んでいく今日、私たちは、様々
な情報を机の上で見ることができます。しかし、自分自身で動き、手と手を
とって感動を肌で確かめ合うことの大切さを
もう一度大切にしたいと考えます。21世紀の
やさしい街づくり、やさしい人間関係は、心
の触れ合うコミュニケーションの中から生ま
れるのです。祝祭というコミュニケーション
のあり方を実験する壮大な舞台装置が、東京
国際フォーラムであり、そこには、無限の可
能性が感じられるのです。

新世紀を迎える光の祝祭『東京ミレナリオ』
来る12月24日（日）〜1月1日（祝）、丸の内を舞台に『東京ミレナリ
オ』が開催されます。今年は、大反響を呼んだ昨年末の開催をさらに
スケールアップ。まずJR東京駅丸の内口で、光の彫刻が来場者を出迎
え、丸の内仲通りの光の回廊「ガレリア」を経由し、巨大な光の壁掛
けが待ち受ける東京国際フォーラムのプラザで大団円を迎えるという
構成です。また、ガラスホール棟内の展示ホールをこの期間お客様の
レストスペースとして開放することになりました。（「フォーラム・
ミレナリオクラブ」）
世紀を架ける感動を、あなたもぜひ会場で味わってみませんか。
●会期：12月24日（月）〜1月1日（月・祝）
●点灯時間：12月24日（日）・29日（金）〜31日（日）/17：30〜
21 ：00
12月25日（月）〜28日（木）/18：00〜21：00
1月1日（月）/0：00〜3：00
●お問い合わせ／東京ミレナリオ実行委員会事務局 TEL.03-54402590
『東京ミレナリオ』ホームページhttp://www.millenario.com
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FORUM
Information
インフォメーション
【EVENT REVIEW】
21世紀におけるエネルギーと環境

世界エネルギー会議 アジア太平洋地域フォーラム開催

安全で安定したエネルギー供給の問題は、人
類の未来に関わる重要なテーマのひとつ。そ
のカギとも言える「世界エネルギー会議 アジ
ア太平洋地域フォーラム」が、10月18、19
日、東京国際フォーラムのホールB及びホール
Cで開催されました。今回のテーマは「21世
紀におけるエネルギーと環境―アジア太平洋
地域の課題と協力―」。エネルギー業界の第
一人者や世界各国の代表的機関のリーダー、
企業のトップをはじめ、20ヶ国から総勢約
600名の参加があり、有益な議論が展開されました。今後エネルギー関連で
は、2003年に「世界ガス会議東京大会」が予定されており、東京国際フォー
ラムでは、ホールAで、開会式が開催されることになっています。

世にも贅沢な、一夜限りのコンサート。
BSデジタル開局記念

「松任谷由実ワンナイトコンサート Brothers & Sisters」

2000年12月1日は、BSデジタル放送開始の日とし
て、放送の歴史に刻まれることでしょう。そんな歴
史的な日に、民放系BS5局が同時に放送する記念番
組の収録のために、このコンサートは開催されまし
た。11月1日の夜、ホールCの1階席には、イブニ
ング・ドレスやタキシードで着飾った各界の著名人
が約200名。それを15台(!)のカメラが取り巻き、
されにそれを2階・3階で一般 招待の約1000人のお
客様が取り囲んでいるという趣向。通常数千人、数
万人の前でコンサートを繰り広げるユーミンが、こ
の夜ばかりは、ご本人がお招きした200名のお客様
と文字通 り双方向の会話を交わしながらコンサー
トが進行し意表を突くゲストも次々に登場。まさに
ユーミン曰く「世にも贅沢な一夜限りのコンサー
ト」でした。
このコンサートの10日前には同じ会場で、スーパーブランド「エルメス」が、
フランス大使ご夫妻をはじめ日本のVIP約500名をお招きして、プライベー
ト・コンサートを開催しました。このようにホールCは、ヨーロッパのサロン
のような空間を演出できる場としても注目を集めています。

【館内トピックス】
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東京国際フォーラムで迎える新世紀！

世紀越えイベントのご案内

年末から年明けにかけて、東京国際フォーラムでは
新しい世紀を迎える記念イベントが目白押しです。
まずクリスマスにはフォーラム恒例、 世界最高の
コール・ド・バレエ と称賛されるレニングラード
国立バレエの「くるみ割り人形」が上演されます。
そして20世紀最後の日には、東京都がカウントダウ
ンイベントとして「千年絵巻ライブ・世界劇『源氏
物語』」を開催。この作品はなかにし礼氏の総合プ
ロデュースによるもので、歌舞伎、映画、演劇、オ
ペラ、舞踏など各芸能分野から、豪華な顔ぶれが結
集。華やかな一大幻想絵巻を展開します。さらにこ
のクリスマスから世紀越えにかけての期間は、
『FORUM Person』のコーナーでもご紹介した光の祝
祭『東京ミレナリオ』も開催中です。いつまでも心に残る素敵な世紀越えを、
東京国際フォーラムで体験してください。
◆レニングラード国立バレエ「くるみ割り人形」
●12月23日・24日●ホールA●開演12：15／15：30（12/23）、13：00
（12/24） ●お問い合わせ／（株）光藍社 TEL.03-3943-9999
http://www/koransya.com
◆千年絵巻ライブ・世界劇「源氏物語」
●12月31日●ホールA●開演14：00／20：00
●お問い合わせ／千年絵巻ライブ運営事務局 TEL.03-3263-4331

【コミュニティ情報】
フレキシブルな憩いのスペースとして。

「交流ロビー」がリニューアル・オープン！

東京国際フォーラム1F・交流ロビーが、
11月から明るくオープンなイメージにリ
ニューアルしました。大小のテーブルが並
ぶラウンジは、ご来館の皆様にご自由にお
使いいただけるよう常時開放。プラザの欅
木立を眺めることのできるハイカウンター
には、インターネットを無料で楽しめるパ
ソコンを5台設置しました。持ち込みでの
飲食もできますから、ランチタイムをここ
で…という方もOK。各ホールで開催される
イベントの待ち合わせ場所としても最適です。多彩 な情報とアクセスできるフ
レキシブルな憩いのスペースとして、新しくスタートした交流ロビー。ぜひお
気軽にご利用ください。

【施設情報】
プラザ/チケットセンター

フォーラム チケットセンター
ぴあの運営による独自のチケットサービスを展開
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多彩な情報サービスを展開するぴあ（株）の運営。メインのチケット販売業
務もお客様のニーズにキメ細かくお応えできるよう商品情報の充実に努めるこ
とはもちろん、ほかにも、時代の先端を行く情報ステーションとして、インタ
ーネット上で不要になったチケットの売買が行える『マッチン！ぴあ』の受付
や都内の劇場の当日チケットが割安料金にて購入できるサービスなどを、今後
積極的に実施していく予定です。また、東京国際フォーラムで開催するイベン
ト情報も幅広く扱っていきます。
10:00〜20:00
電話予約 03-5237-9999（チケットぴあ）
http://www.pia.co.jp

東京国際フォーラム ショップ＆レストラン
しゃぶしゃぶ・日本料理
11：30 〜 22：30
TEL. 03-3215-1811
http://www.kissho.co.jp
ガラスホール棟7F
吉祥では、日本料理の逸品の
数々をご賞味いただけます。

東天紅
中国料理
11：30 〜 22：00
TEL. 03-3211-1015
http://www.totenko.co.jp
ガラスホール棟7F
忘年会・新年会・クリスマス
ディナーご予約承り中！

パームガーデン
トリコロール
カフェ・洋食
10：00 〜 22：00
TEL. 03-3287-2533
プラザ2F
クリスマス限定ケーキありま
す。ケーキと珈琲のセットをど
うぞ。

ワンポイント・ニュース

フォーラムブックショップ
八重洲ブックセンター
10：00 〜 20：00
TEL. 03-3282-0780
プラザ1F

1月

近畿日本ツーリスト
旅行代理店
11：00 〜 19：00
（日・祝休）
TEL. 03-5252-4388
地下1Fコンコース

2001年版、手帳、カレンダー、
年賀状図案集、好評販売中。
さあ！ 21世紀のスタートです。
新しい時代に旅立ちませんか！

フォーラムアートショップ
グラフィックステーション
10：00 〜 20：00
TEL. 03-3286-6716
プラザ1F

UCC エル・パティオ
喫茶・食事
8：00 〜 23：00
TEL. 03-5252-5045
地下1Fコンコース

ウィンターシーズンのギフトに
最適な品揃えでお待ちしてま
す。

自家製ケーキと温かいワッフル
をクリスマスのお供に！

フォーラム チケットセンター
ぴあステーション
10：00 〜 20：00
TEL. 03-5237-9999
（チケットぴあ）
http://www.pia.co.jp
プラザ1F
国際フォーラムの公演はもちろ
ん、各種チケットご相談下さ
い。
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若菜ゑ
日本料理・膳処
11：00 〜 22：00
（土・日・祝11:00〜21:00）
TEL. 03-3218-1131
コンコース地下1F
21世紀の幕開けを親しい方と吟
味された料理でお過し下さい。
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カフェ ウイーン
カフェ
10：00 〜 22：00
TEL. 03-3211-3111
http://www.rniko.co.jp
プラザ1F

ガーデニア
フラワーショップ
10：00 〜 20：00
TEL. 03-3215-4187
プラザ1F

トラットリア パパ ミラノ
イタリア料理
11：00 〜 23：00
TEL. 03-3211-0606
コンコース地下1F

モミの木、門松、パーティー会
場コーディネイト等承ります。

本格イタリアンをカジュアル
に。冬の新メニューがおすすめ
です。

カフェ・ド・モア
カフェ＆バー
8：00 〜 21：00
TEL. 03-5223-2332
ホールC1F

JTBトラベランド
旅行代理店
10：00 〜 19：00
（日・祝休）
TEL. 03-3283-1320
プラザ1F

讃兵衛
讃岐うどん
11：00 〜 22：00
TEL. 03-3214-2260
コンコース地下1F

かわいいＸ'masケーキご用意し
ています!

日頃のご愛顧に感謝をこめて割
記念すべき2000年に想い出に残 引券10％引きを実施していま
す。
るご旅行をお届けします。

エスプレッソ アメリカーノ
カフェ
8：00 〜 18：30
TEL. 03-3218-1117
ホールA1F

ロイヤル キャフェテリア
レストラン・カフェ
8：00 〜 22：00
TEL. 03-3211-2205
コンコース地下1F

パニーニランチ¥550、4種のメ
ニューで好評発売中!!

21世紀をフォーラムで迎えま
しょう。31日深夜営業です。

ウィーン本場のザッハトルテが
人気のお店です。
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エーエム・ピーエム
コンビニエンスストア
8：00 〜 23：00
TEL. 03-5252-5100
http://www.ampm.co.jp
コンコース地下1F
魅力ある商品があたるドリーム
スクラッチキャンペーン実施
中。
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FORUM
Voice

2000東京インターナショナルオーディオショウ
10月13日（金）から15日（日）の3日間、国内外の世界的に優れたコンポー
ネントが一堂に会する「2000東京インターナショナルオーディオショウ」が
開催されました。国際的にも評価の高いこのオーディオショウは、東京国際
フォーラムで開催されるようになってから今年で4年目。最新のオーディオ機
器、一流メーカーの憧れの名機を実際に見、その素晴らしい音色を実際に試
聴できるとあって、会場となったD棟3室・ガラスホール棟4・5・6階の24室
の会議室は連日オーディオファンで大盛況。D棟とG棟を結ぶ空中ブリッジを
大勢の人々が行き交っていました。

★ 「毎年このイベントを楽しみにしています。欧米のオーディオ機器は日本
と違って大変ユニークなものが多いですね。今回も数千万円もするようなシ
ステムが紹介されていたりして、驚きの連続でした。」（東京・日野市から
来た男性）
★ 「学生時代から、毎年来ています。私は音よりもむしろデザインに興味が
あるのですが、その点ここに集まった機器はどれも個性的で面白いです
ね。」（静岡市から来た男性。奥様と一緒に）
★「日本のダンス界を取り巻く環境を整備することを目的に、ショーケース
に出演する人やビデオで参加する人を紹介しています」（JCDN（ジャパン・
コンテンポラリーダンス・ネットワーク設立準備室）共同ブース）
★ 「オーディオ雑誌の広告を見て、今回はじめて来ました。世界の代表的な
オーディオメーカーの製品を実際に聴くことができるなんて、こんなチャン
スは他にないですね。来年もぜひ来たいと思います！」（都内の大学に通う
学生3人組）
★ 「このイベントへの来場者は都内だけでなく、全国各地から。開催初日か
ら３日間続けて来られる方も珍しくないんですよ。」（会場受付スタッフ）
★ 「完全防音の部屋（会議室）がズラリと並ぶ、こんなに音響的に恵まれた
施設は欧米にも見当たりません。製品の真価を披露できる、最高のステージ
です。」（海外オーディオメーカーの担当者）
★ 「遮音性の高さ、交通の便のよさ、建築物の美しさなど、どれをとっても
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満足のいく環境ですね。これからも当イベントの定番会場として、末永く利
用させていただきたいと思っています。」（事務局スタッフ）
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FORUM
Highlight
イベント・ハイライト［1月・2月］

音楽監督・指揮：チョン・ミョンフン
アジア・フィルハーモニー管弦楽団
21世紀、アジア時代の幕開けを告げるコンサート
●1月23日（火）・27日（土）●ホールA ●23日19：00〜、27日18：30〜●料金／
［23日］S・11,000円、A・9,500円、B・8,000円、C・6,500円、学生3,000円［27
日］S・13,000円、A・11,000円、B・9,000円、C・7,000円、学生3,000円（入場料
金税込）

アジア・フィルハーモニー管弦楽団は、1997年、
東京国際フォーラムの開館を機に結成されました。
世界の第一線で活躍するマエストロ、チョン・ミョ
ンフンを音楽監督・指揮に迎え、＜音楽によってア
ジア各国が国境を越えてひとつになる＞という目的
に向かって、アジアの精鋭プレイヤーたちが集結し
た多国籍オーケストラです。日本では3度目となる
今回のコンサートでは、藤原歌劇団ほか合唱も加わ
り、21世紀の幕開けにふさわしい豪華なプログラ
ムをお贈りします。
《予定曲目》●1月23日／ヴェルディ：歌劇「ナブッコ」より ゆけ わが思いよ、金
色の翼に乗って 、ベートーヴェン：交響曲第9番ニ短調「合唱付」作品125●1月27
日／ヴェルディ：レクイエム（ヴェルディ没後100周年命日）
●お問い合わせ／MIN-ONチケツトセンター TEL.03-3226-9999

http://www.min-on.or.jp

国際交流週間 IN 東京国際フォーラム
東京と世界を結ぶユニークなイベントが続々
●1月27日（土）〜2月4日（日）

趣向をこらした個性溢れるイベントの連続で人気を博している
（財）東京国際交流財団主催「国際交流週間 IN 東京国際フォー
ラム」。今回も多くの都民・NGO等の参加を得て、東京と世界を
結ぶ国際交流・文化発信イベントを数々用意しています。
◆アジア・フィルハーモニー管弦楽団2001公開リハーサル
●1月27日（土）●ホールA●午後（時間未定）●世界的な指揮
者チョン・ミョンフン率いるアジア・フィルハーモニー管弦楽団
の公演直前のリハーサルを公開。次代を担う健全な若者を育てる
ための東京都の取組みである「心の東京革命」と連携し、アジア
の留学生や音楽家の卵（学生）の他に親子一般の方をご招待しま
す。是非ご応募下さい。
◆映像プレゼンテーション
●1月下旬●映像ホール●時間未定●アジアの映画の紹介等、映像プレゼンテーション
を行います。
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◆未来を探検しに行こう！
「毛利衛サイエンスセミナー」
●2月1日（木）●ホールC●18：00●都が進める「心の東京革命」の一環として開催
するセミナーです。講演いただくのは、日本科学未来館館長、宇宙飛行士 毛利衛さん。
参加対象は中学生以上（中学生は保護者同伴）。応募方法はお問い合わせ先まで。ふ
るってご参加下さい。
◆TOKYO地球市民フェスタ2001
●2月3日（土）・4日（日）●ホールD・D501・G棟会議室等●国際交流・協力、外国
人支援の多くが市民団体などのボランティアにより支えられていることを広く紹介。参
加者の一人ひとりに行動を起こすことを呼びかける「地球市民啓発キャンペーン」で
す。
●お問い合わせ・応募方法／（財）東京国際交流財団 TEL.03-5221-9023

ベンチャーフェアJAPAN2001
日本最大級のベンチャー企業イベント
●1月30日（火）・31日（水）●展示ホール●10：00〜17：00●入場無料

21世紀のわが国経済発展の担い手として、革新的な新事業に果敢に取り組むベンチャ
ー企業の果たす役割はますます大きくなっています。「ベンチャーフェア
JAPAN2001」は、そうした未来の旗手たるベンチャー企業にスポットを当てた国内最
大級のイベントです。会場では、ベンチャー企業の開発した製品や提供するサービス
内容、ベンチャー企業の経営者や経営活動の実態などを紹介。ベンチャー企業に対す
る一般の方々の理解・認知度を高めることにより、ベンチャー企業の活性化や創業予
備軍の増加、人材支援を図る機会となることをめざしています。新しい時代の息吹き
をぜひ会場で感じてください。
●主催／中小企業総合事業団、通商産業省中小企業庁
●お問い合わせ／ベンチャーフェアJAPAN2001事務局 TEL.03-3524-0777
http://www.jasmec.go.jp

CONVENTION & EXHIBITION
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平成13年全国書初大会
●2月11日（祝）●展示ホール●10：00〜15：00●入場無料●全日本書芸文化院が主
催する全国書初大会は、今回で52回目を迎える伝統の行事。会場では、文化院賞、準
文化院賞、特選等の優秀作品の展示、入賞者の表彰式、各地区の代表による選抜席書
会などが行われます。新しい世紀と新年を祝う気持ちを託して、全国から寄せられた
秀作力作をたっぷりとご堪能ください。

●お問い合わせ／（有）全日本書芸文化院 TEL.03-3294-3551

第9回全国救急隊員シンポジウム
●2月15日（木）・16日（金）●ホールA、ホール
B、ホールC、レセプションホール、展示ホール
●9：00〜●関係者のみ●わが国の救急体制、消防
機関の行う救急業務の一層の充実と発展をめざして
開催されるシンポジウム。21世紀の救急業務のあ
り方を考えるテーブルディスカッションをはじめ、
各専門分野の権威を招いての講演会、パネルディス
カッションなど、救急スタッフのレベルアップを目
的とした多彩 なプログラムが用意されています。
●お問い合わせ／（財）救急振興財団 TEL.042675-9931

三菱国際フラーレンワークショップ2001
●2月20日（火）・21日（水）●ホールB●20日10：00〜、
21日9：30〜●募集中●情報技術（IT）やバイオに並ぶ21世
紀期待の「ナノテクノロジー」。その最先端材料技術として
三菱商事（株）が現在商品化、事業化に取り組んでいる フ
ラーレン／ナノチューブ を取り巻く製造・用途・商品研究
開発の現状と今後の展望について紹介。1996年度ノーベル化
学賞受賞者スモーリー博士・クロトー博士による基調講演
他、国内外の著名研究者による講演、研究・商品開発の発
表、パネルディスカッション等を予定しています。
●お問い合わせ／三菱商事（株）事業開発部 TEL.03-32107352（担当者：野田、矢野）
www.mcfullerene.com
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デューダ転職フェア「転職図鑑」
●2月23日（金）●展示ホール●13：00〜●入場
無料●キャリアアップの転職をめざす方のための就
職イベント。多数の優良企業が参画する企業ブース
をはじめ、カウンセリング、講演会、キャリアナビ
ゲーションなど、転職を成功させるための機能が充
実。21世紀に飛躍をめざす方にぜひご参加いただ
きたいイベントです。※2002年向け合同企業説明
会も同時開催されます。●入場無料・入退場自由・
履歴書不要●男女・エンジニア・転職希望者・第二
新卒・新卒者歓迎
●お問い合わせ／（株）学生援護会 転職フェア事
務局 TEL.03-5261-0914
http://www.engokai.co.jp/denran/

ARTS & ENTERTAINMENT

ニューイヤーイベント
東京国際フォーラムでは、21世紀の幕開けを飾るにふさわしい、豪華な企画・出
演者による数々のニューイヤーイベントが開催されます。

ニューイヤー
華麗なるバレエ・ワルツの祭典
●1月2日（火）●ホールA●15：30〜●料金／S・
11,000円、A・9,000円、B・7,000円、C・5,000円●ク
リスマスから1月にかけての10日間、連日オペラやコン
サート、バレエなどで喜びに満ちたひとときをすごすヨ
ーロッパの人々。そんな華やかな香りをつたえる、「祭
典」と呼ぶにふさわしい豪華絢爛のステージです。●指
揮：アンドレイ・アニハーノフ、管弦楽：レニングラー
ド国立歌劇場管弦楽団、バレエ：レニングラード国立バ
レエ、ソリスト、バレエ演出：ニコライ・ボヤルチコ
フ、特別出演：草刈民代
●お問い合わせ／（株）光藍社 TEL.03-3943-9999
http://www.koransha.com

ニューイヤーコンサート2001
●1月5日（金）●ホールC●19：00〜●料金／S・
12,000円、A・9,000円、B・6,000円、C・3,000円●特
別 ゲストに大賀典雄氏（指揮）を迎え、国内外のトップ
音楽家たちが勢揃い。第1部はヴェルディ没後100年を
記念したヴェルディ特集、第2部はワーグナー、プッチ
ーニ等の名曲選。21世紀のスタートを祝して開催される
スペシャル企画です。●指揮：大賀典雄（特別 出演）、
ニコラ・ルイゾッティ、管弦楽：東京フィルハーモニー
交響楽団、ソプラノ：パオレッタ・マッローク 他
●お問い合わせ／（株）スペースデザインミュージック
TEL.03-3159-5881
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レニングラード国立バレエ「眠りの森の美女」「白鳥の湖」
「眠りの森の美女」-●1月3日（水）／14：30 「白鳥の湖」-●1月6日（土）／
14：00・18：00、7日（日）／13：00 ●ホールA●料金／S・13,000円、A・
11,000円、B・9,000円、C・7,000円、D・5,000円●白夜と芸術の都サンクトペ
テルブルグで育まれ、160余年の歴史と伝統を誇る名門レニングラード国立バレ
エが、東京国際フォーラムのニューイヤーを華麗に彩る恒例のステージ。高貴な
ロマンティシズムあふれる本場そのままの舞台にどうぞご期待ください。

●お問い合わせ／（株）光藍社 TEL.03-3943-9999
http://www.koransha.com

大地真央グランド・ショウ「MAny moons agO

―昔々の物語―」

●1月7日（日）〜13日（土）●ホールC●開演時間
／下記●料金／A・9,000円、B・6,000円●第一部は
大地真央が王子、王女2役に扮する、早替わり、ダン
ス、マジックありの楽しいレビュー。第二部は20世
紀に大ヒットした世界の名曲を大地真央が歌で綴る
グランドショウ。松任谷由実が大地真央のために書
き下ろした新曲2曲も披露されます。ファッショナブ
ルで華麗なステージを心ゆくまでお楽しみくださ
い。
公演日・開演時間
7
8
9
10
12
13
11
(日) (月) (火) (水) (木) (金) (土)
昼 ― 13:00 14:00 14:00 14:00 14:00 13:00
夜 17:00 17:00 ― 18:30 ― 18:30 17:00
●お問い合わせ／コマ・プロダクション TEL:03-3202-8118
http://www.komapro.co.jp
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東京国際フォーラム・PFFシアター/1月
●1月26日（金）〜28日（日）●映像ホール●10：00〜（未定）●
料金／未定●大好評の「映画講座」や国内外の優れた短編を紹介し
ているPFFシアター。1月は、映画「EUREKA（ユリイカ）」で第53
回カンヌ映画祭の国際批評家連盟賞とエキュメニック賞を受賞した
青山真治監督を講師に迎えて「映画講座」を開講。レギュラープロ
グラム「世界傑作短編集」ほか充実のプログラムです。どうぞご期
待下さい。
●お問い合わせ／ぴあ（株）PFF事務局 TEL.03-3265-1425
http://www.pia.co.jp/hot_cinema/pff

ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ プレゼンツ
イブライム・フェレール、ルーベン・ゴンサレス＆オマーラ・ポルトゥオンド

●2月8日（木）〜10日（土）●ホールA●8日・9
日19：00、10日18：30（開場は各1時間前）●料
金／S・8,000円、A・7,000円、B・6,000円、C・
5,000円（全席指定・税込）●昨年9月の初来日公
演で70歳を超えるとは思えない力強いステージを
披露し、超満員の観客を熱狂の渦に巻き込んだ3人
のアンコール公演がついに実現。あの感動が再びよ
みがえります。
●お問い合わせ／（株）カンバセーションアンドカ
ムパニー TEL.03-5280-9996
http://www.conversation.co.jp
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