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折り紙は「子供の遊び」
「日本の伝統文化」とい

う既製概念をこえて、ますます
発展しています。
そんな折り紙の世界をもっと
追求したい、最先端の折り紙を
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たくさんの人に知ってもらいたい、
そんな思いから「折紙探偵団コ
ンベンション」は始まりました。
今回、第10回目を迎え、いっ
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そう国際的になった折り紙コン
ベンションをお楽しみください。

会場

東洋大学
井上記念館
ガブリエル／北條高史

東京都文京区白山
東洋大学白山キャンパス内

主催：日本折紙学会 Tel & Fax 03-5684-6080

東京都文京区白山 1-33-8-216

東洋大学

妖怪折り紙コンテスト
入賞作品展
第10回折紙探偵団コンベンションを記念しておこ
なわれた妖怪折り紙コンテストの入賞作品を一挙展
示します。すべての作品は、世界初公開となります。
世界中の折り紙愛好家からよせられた最新の折り紙
が、従来の折り紙のイメージを吹き飛ばします。

◆8月20日（金）〜22日（日）
10:00〜18:00
◆会場：井上円了ホール
1Fロビー
◆入場無料

◆同時開催：吉野一生基金招待作家作品展
夭折した折り紙作家・吉野一生氏を記念して設立さ
れた吉野一生基金では、毎年海外の折り紙作家を折
紙探偵団コンベンションに招待しています。今年は4
名の作家を迎え、バラエティに富んだ作品が展示さ
れます。

折り紙パフォーマンス

エリック・ジョワゼル氏
エリック・ジョワゼル氏は、
フランスを中心に世界中
で活躍している折り紙アーティスト。プロフェッショ
ナルならではのパフォーマンスは、折り紙を知らな
い人でも楽しめるものになるでしょう（通訳付き）。

エリック・ジョワゼル・作

吉野一生基金招待者

◆8月20日（金）
13:50〜14:30
◆会場：井上円了ホール
◆参加費無料
エリック・ジョワゼル氏

特別講演会
◆8月20日（金）
トム・ハル氏（吉野一生基金招待作家） 14:40〜

吉野一生基金招待者

アメリカのメリマック・カレッジで数学教
授を勤める氏は、大学の授業で折り紙を ◆会場：井上円了ホール
どう使っているか紹介します（通訳付き）。 ◆参加費無料

羽鳥公士郎氏（日本折紙学会評議員）
ヨーロッパの古典折り紙について、最新
の研究成果をふまえて報告します。

トム・ハル氏

三浦節夫氏（井上円了センター教授）
東洋大学と妖怪学の関係について解説し
ます。

パネルディスカッション

日本の折り紙事情
世界の折り紙事情
各分野の専門家が集まり、折り紙という文化につい
て意見を交わします。
：エリック・ジョワゼル（フランス）、
デビ
◆パネリスト（敬称略）
岡村昌夫（折り紙歴史研究家）、
デボラ・
ッド・ブリル（イギリス）、
フォアマン・タカノ（同志社大学助教授）、比嘉佑典（東洋大
西川誠司（日本折紙学会代表）
学教授）、
◆ 通訳：立石浩一（神戸女学院大学教授）、羽鳥公士郎（日本
折紙学会評議員）／司会：前川淳（日本折紙学会評議員）

羽鳥公士郎氏

◆8月20日（金）
16:00〜17:30
◆会場：井上円了ホール
◆参加費無料

吉野一生基金招待者

デビット・ブリル氏

比嘉佑典氏

折り紙教室

◆8月21日（土）13:10〜17:00
22日（日）10:40〜16:20
◆会場： 東洋大学白山キャンパス内
◆参加費（折り紙用紙、名札等含む）：
一般=5,000円 学生=4,000円
親子割引=子供１人2,500 円

折り紙よろず相談室
一般参加者折り紙作品展
折り鶴が折れない人でも楽しめる初心者向けの講習
から、マニアをうならせる超難解作品の講習まで、さ
まざまなレベルの教室から、お好きな教室を選んで

小学生までの子供と保護者が一緒に参加する場合、子供に対して
適用されます。保護者1人に子供2人まで。おりがみ用紙は大人1
人分となります。教室は通常通り受講できます。

受けることができます。著名な折り紙作家から直接
折り方を学べる、またとない機会です。また、折り紙
に関連する研究を発表する教室なども開かれます。

折り紙の好きな方ならどなたでも参加できます。
※小学生以下のお子様は、保護者の同伴が必要です。
土曜日・日曜日の2日間は、他では体験できない折り
紙教室大会となります。
日本全国のみならず、アメリカ、カナダ、イギリス、
フ
ランス、オーストラリア、ニュージーランド、オランダ
など、世界中から集まった折り紙作家・折り紙愛好家
が講師となって、いちどに20教室。2日間通して
100以上の折り紙教室が開かれます。もちろん、外
国人の講習には通訳がつきます。

なんといっても人気は
折り紙教室
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折り紙教室、
レセプションへの参加には、事前
の参加登録が必要です（参加費用は当日支払
いとなります）。詳しくは日本折紙学会事務局
までお問い合せ又は公式サイトをご覧下さい。

折り紙レセプション（懇親会）
司会：ジョナサン・バクスター氏
地上16階のスカイホールで、
おいしい料理に舌つづ
みをうちながら、楽しいひとときをお過ごし頂けます。
国内外の折り紙作家を交えて歓談したり、折り紙を使
ったゲームをしたり、各種パフォーマンスを楽しんだ
り。食べて、飲んで、笑って、折って、忘れられない夜
になること間違いありません。

◆8月21日（土）18:00〜20:30
◆会場： 東洋大学2号館スカイホール
◆参加費：一般=5,000円 学生=4,000円

豪華な料理で楽しい懇親会

レア物アイテムが勢揃い

折り紙グッズオークション

折り紙で言葉を超えて広がる輪

◆8月22日（日）16:30〜

コンベンションの締めくくりには、参加者から寄付さ
れた折り紙グッズのオークションが行われます。マニ
ア垂涎のレアアイテムが登場するかも？ 収益金は吉
野一生基金に寄付され、来年度以降の海外作家招待
に使われます。
オークションでお宝捜し

オークションでお宝をゲット

悪魔封印／前川

淳

Scheduled Events
Aug. 20 (Fri.)-22 (Sun.)
Exhibitions: Awardees of the
Ghosts and Goblins Origami Contest (along with the Yoshino Fund
Awardees' Exhibitions) 10:00-18:00
The Lobby (1st Floor),
The Inoue Enryo Hall
Free of Charge
Aug. 20 Free of Charge
Origami Performance by Eric
Joisel (with a translator)
13:50-14:30 The Inoue Enryo Hall

龍神／神谷哲史
馬／吉野一生（物故）

吉野一生基金招待者
ネイサン・ゲラー氏
（17才）

Special Lecture Series
Tom Hull on Origami in a University
Class (with a translator)
Hatori Koshiro on European Origami
Traditions
Miura Setsuo on Toyo University and
Studies on Yokai (Ghosts and Goblins)
14:40- The Inoue Enryo Hall
Symposium "Origami in Japan and
Worldwide"
Panels: Eric Joisel, David Brill, Okamura Masao, Deborah Foreman-Takano, Higa Yuten, Nishikawa Seiji
Translators: Tateishi Koichi, Hatori
Koshiro
Chair: Maekawa Jun
16:00-17:30 The Inoue Enryo Hall

水仙／田中具子
コーカサスオオカブト／川畑文昭

※写真の作品が
講習作品とは
限りません。

ねこ−15°
／西川誠司

20面体6枚組／布施知子

トートバッグ／山口

Aug. 21-22 (Preregistration Needed)
Origami Classes, the Main Event
with more than 100 classes!
Aug. 21 13:00-17:00
死神／宮島 登
Aug. 22 10:40-16:20
協賛（敬称略、順不同）
Toyo University
Charge 5,000 yen Students 4,000 yen （株）朝日出版社
Child 2,500 yen (up to 2 per one adult, （株）いかだ社
only one convention pack per family)
Aug. 21
Reception (Preregistration Needed)
Host: Jonathan Baxter
18:00-20:30 The Sky Hall, Building
2, Toyo University
Charge 5,000 yen Child 4,000 yen
Aug. 22 16:30Origami Goods Auction

（株）ヴォーグ社
（株）クラサワ
（株）主婦と生活社
（株）小学館
ショウワグリム（株）
（株）
トーヨー
ナツメ出版企画（株）

日本折紙学会公式ウェブサイト http://www.origami.gr.jp/

真

菊玉／川崎敏和

ツル星人／笹出晋司

ライオン／小松英夫

