
 
 

額縁専⾨店「優美堂」（東京・神⽥)が 
新たなコミュニティアート施設として2021年7⽉10⽇(⼟)オープン 

 
神⽥・神保町の看板建築で⼀際⽬を引く富⼠⼭の絵が⽬印の⽼舗額縁店「優美堂」が、アーティス
ト・中村政⼈が⼿がける東京ビエンナーレ2020/2021の参加プロジェクトとして再⽣し、新たなコ
ミュニティアートの場として2021年7⽉10⽇（⼟）としてオープンします。 
 

 
◯優美堂の⾒守っていた神⽥神保町 
 今から80年前に、額職⼈のアトリエ兼店舗として、海外からタブロー（額）をいち早く取り⼊
れ、⽇本に象徴⽂化を広く紹介したのが「優美堂」です。 
 戦後、都市化が進んだ東京の真ん中・千代⽥区神保町に額縁専⾨店として開業し、メディアとと
もにアートや⽣活様式を広く世に紹介しながら、⼈々の⽣活を豊かにする役割を担っていました。 
 しかしながら時代とともに優美堂の周りも経済性のみを優先した街への変貌の波に飲まれること
となったのです。 
  



◯優美堂プロジェクトとは〜再びアートとコミュニティの場へ 
 経済・⼈間中⼼主義的価値から脱却し、ポスト資本主義、脱成⻑を問い、市⺠の創造性が都市の
創造性とシンクロし共感を⽣み出す「創造的な場」を構築したいとの思いから、優美堂プロジェク
トは始まりました。 
 東京都⼼部は、⼤型の再開発が続き⾼層、⾼密度、⾼地価化を続けています。これはパンデミッ
ク化しやすい都市構造とも⾔えます。優美堂のある神⽥地域も、⼤⼿町から⼤波が押し寄せるよう
に再開発が進んできているエリアです。 
 学⽣から社会⼈まで、幅広い市⺠ボランティアが優美堂再⽣プロセスに携わっています。優美堂
の建築に宿る歴史や記憶など、有形無形の価値を⼤切にしながら、優美堂が⾒守ってきた神⽥・神
保町と世界をアートでつなぐ場所へ、多くの⼈の⼿を介して再び作り上げられました 
 
 
◯優美堂のロゴ 
 創業時の旧字体をそのままフォントとして流⽤し、看板を新たにデザインしたOJUNさんの描く
富⼠⼭をモチーフに古くからある優美堂と、これから作りあげる新しい優美堂を融合させて、再⽣
を象徴したロゴです。 
 

 
 

  



◯「ニクイホドヤサシイ/ 千の窓」展 
 優美堂プロジェクトは、市⺠ボランティアとともに優美堂の⼤量の額を運び出すことから始ま
り、建築改修、運営計画と進んできました。 
 記念すべき優美堂での第1回⽬の展⽰は「ニクイホドヤサシイ/ 千の窓」展です。 
 千の窓とはまさに⾔葉通り1000点の優美堂の額に⼊った作品の展覧会であり、優美堂再⽣プロジ
ェクトに関わってくれた⼈々とアーティストが⼀体となったアートプロジェクトです。額縁は建築
的に「窓」と置き換えられる、⽇常性と精神性を⾏き来するメタファーです。 
 額は世界を視るフレームであり、近代を象徴する概念でもあります。 
 その「窓」から⾒える景⾊を「⾒慣れぬ景⾊へ」（東京ビエンナーレの総合テーマ）と 重ね合
わせ千の景⾊を五百⼈のアーティストの表現と協同し可視化し、体験化していきます。 
 「ニクイホドヤサシイ」は優美堂の電話番号291-8341からきており、「やさしく美しい 優美
堂」がキーコンセプトとなっています。出展アーティストは『やさしさ』と優美堂の象徴である
『富⼠⼭』をテーマに各1点、制作しています。 
 
◯アート・アーティストと地元をつなぐ、新たなコミュニティの場としての優美堂 
 廃棄される予定であった額を優美堂再⽣の原資として活⽤した本展覧会。貨幣経済と贈与経済の
在り⽅について、改めて考察がなされる現代において、地域とアート・アーティストを繋ぐ今の時
代のコミュニティの場として、神保町の街のゲニウス・ロキを想起させ、現代社会に⼀⽯を投じる
ことができると考えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



「ニクイホドヤサシイ/ 千の窓」展 情報 
会期 2021年7⽉3⽇（⼟）〜2022年5⽉31⽇（⽕）（展覧会は4回の企画展で構成） 
時間 11:00~18:00 
会場 優美堂（東京都千代⽥区神⽥⼩川町2-4） 
料⾦ 無料 
後援 千代⽥区（申請予定） 
助成 公益財団法⼈ 窓研究所 
企画協⼒ アーツ千代⽥3331、（株）優美堂 
出典アーティ
スト 

中村政⼈、アーツ千代⽥3331、実⾏委員においてキュレーションし300~500⼈
のアーティストを選考する。 
あおいうに、朝倉 弘平、⼤久保 あり、⽚岡 純也＋岩⽵ 理恵、菅間圭⼦、栗
原良彰、SEMBL、桜井貴、武⽥海、⼾⽥ 祥⼦、富永剛総、トラビスクロー
ゼ、藤林 悠、星葡萄、堀内 悠希、村⼭悟郎、村⼭ 修⼆郎、森下泰輔、他(※
五⼗⾳順) 

 
 
◯優美堂ご来場案内 
開店⽇：2021 年 7 ⽉ 10 ⽇(⼟) 
場所：〒101-0052 東京都千代⽥区神⽥⼩川町 2-4 
・東京メトロ千代⽥線 新御茶ノ⽔駅より徒歩 2分 
・都営新宿線 ⼩川町駅より徒歩 3分 
・東京メトロ丸の内線 淡路町駅より徒歩 4分 
・東京メトロ半蔵⾨線 神保町駅より徒歩 8分 
・JR御茶ノ⽔駅より徒歩 9分 
・JR神⽥駅より徒歩 9分 
営業時間：11:00~18:00 定休⽇：不定休 
 
 
○お問合せ先  
優美堂再⽣プロジェクト ：yubido.project@gmail.com 
 
 
 
  



 
別添 
◯優美堂イベント情報 
 
①「秋⽥⽝ののが誘う神⽥まち散歩１」 

 
 

⽇程 2021年７⽉18⽇（⽇） 
時間 16:00~18:00 
会場 優美堂（東京都千代⽥区神⽥⼩川町2-4） 
料⾦ \1,700(ワンドリンク付き) ※定員12名 
備考 中村政⼈ディレクターが秋⽥⽝ののと⼀緒に街歩きします。⾬天中⽌。 
主催 優美堂再⽣プロジェクト実⾏委員会 共催：⼀般社団法⼈東京ビエンナーレ 
お問い合わせ・
お申し込み 

優美堂再⽣プロジェクト実⾏委員会 yubido.project@gmail.com 

詳細 東京ビエンナーレディレクター中村政⼈と⼀緒に暮らしている、秋⽥県⼤館
市⽣まれの秋⽥⽝のの。 
このイベントは、ののの⾏きたい所に連れられて⾏ってみるというのの⽬線
の街散歩です。 
ののと散歩をしているとリードを引いて⾃分の⾏きたいコースに誘導しなが
ら散歩をするのですが、今回は、逆にののがリードを引いて私達を誘うよう
に神⽥の街を散歩するというかなり⽝愛溢れる企画です。 
 
優美堂に集合してののと⼀緒に１時間くらい街歩き、その後、優美堂にかえ
ってきて、冷たいドリンクを飲みながらののの⽣まれた時からのスライドや
ビデオを⾒ながらまったりとののと触れあう１時間という流れです。 
いったいののは、私達をどこに連れて⾏ってくれるのか？ 
「⾒なれぬ景⾊へ」ののと⼀緒に散歩しましょう！ 
 
お⼦さんと⼀緒に参加していただいてもののは、優しいので⼤丈夫です。 
但し、ペット同伴は、ののが遊びたがるので今回はご遠慮願います。 
 



②「優美堂の屋上ヨガ」 
 

 
 

⽇程 8⽉22⽇（⽇） 
時間 9:30~11:00 (11:00~優美堂でお茶) 
会場 優美堂屋上（東京都千代⽥区神⽥⼩川町2-4） 
料⾦ \2,500（お茶付き） 
備考 ⾬天決⾏（⾬の場合は優美堂２階で開催予定） 
主催 優美堂再⽣プロジェクト実⾏委員会 共催：⼀般社団法⼈東京ビエンナーレ 
お問い合わせ・
お申し込み 

優美堂再⽣プロジェクト実⾏委員会 yubido.project@gmail.com 

詳細 「優美堂の富⼠塚で屋上ヨガを開催します。」 
 
靖国通り沿いのビルに囲まれた中、富⼠⼭の看板建築の⽊造２階建ての「優
美堂」があります。戦前からその場所に佇み、戦後は額屋さんとして⻑い間
多くの⼈に親しまれてきました。そして2021年、優美堂再⽣プロジェクトに
より、優美堂が新しく⽣まれ変わりその屋上にオープンなデッキが⽣まれま
した。ビルの間の特別な空間を体験しながら、野外ヨガを⾏います。 
ヨガマットは持参でお願いいたします。 
 
ヨガ講師：稲村若菜 ヨガ歴26年、気功歴8年。⼦供からご⾼齢の⽅、プラ
イベートから企業に出向いたクラスまで、幅広くヨガ.瞑想クラスを開催して
います。 

 



③「優美堂でいっしょに富⼠⼭を描いてみよう！」 
 

 
 

⽇程 2021年７⽉31⽇（⽇） 
時間 13:00~15:00 (12:30開場) 
会場 優美堂（東京都千代⽥区神⽥⼩川町2-4） 
料⾦ \1,500 ※定員6名 
対象 ⼩学校低学年〜⼩学校⾼学年(保護者⾒学可) 
主催 優美堂再⽣プロジェクト実⾏委員会 共催：⼀般社団法⼈東京ビエンナーレ 
お問い合わせ・
お申し込み 

優美堂再⽣プロジェクト実⾏委員会 yubido.project@gmail.com 

詳細 優美堂で⾏う⼦ども向けアートワークショップです。 
今回のワークショップでは、夏休み企画として、優美堂の看板にも描かれて
いる「富⼠⼭」をテーマに作品を創ります。 
創作品と額縁は持ち帰ることができるので、夏休みの⾃由研究にもお使いい
ただけます。 
いっしょに優美堂の歴史をめぐるスタンプラリーや優美堂の地下にある防空
壕に⼊る体験なども企画しています。 
絵の具や粘⼟などさまざまな材料をつかって、オリジナルの富⼠⼭をいっし
ょに描いてみませんか? 
 
(準備するもの) 
・汚れても良い服装 
・作品を持ち帰る袋  
・ご家庭から使いたい画材や素材を持ち込んでもOKです。 



④「家事が街にダイブする！みんなで家事プロジェクト#1 ⼦ども家事塾＠優美堂」 
 

 
 

⽇程 2021年8⽉1⽇（⽇） 
時間 ① 10：00〜12：00 ②13：30〜15：30 
会場 優美堂（東京都千代⽥区神⽥⼩川町2-4） 
料⾦ 親⼦2⼈で\2,000 お⼦さんがひとり増えると+\500 ※定員各回6名 
対象 ⼩学⽣の親⼦   
お申し込み 申し込み先リンク https://kodomokajijuku0801.peatix.com 
主催 ⼀般社団法⼈ 家事塾 

共催：優美堂再⽣プロジェクト実⾏委員会、⼀般社団法⼈東京ビエンナーレ 
お問い合わせ 家事塾 info@kajijuku.com 
詳細 「家のコトは⽣きるコト」を合⾔葉に活動する家事塾による親⼦ワークショッ

プです。 
家事塾は「家事を通して⽣まれるコミュニケーションを取り戻そう！」をテー
マに、優美堂を舞台として、家族や隣⼈とのつながり、街とのつながりをつく
る「みんなで家事プロジェクト」を進めていきます。 
第⼀弾は、親⼦でお⼿伝いを実践するための「⼦ども家事塾」。 
「⼦ども家事塾」では、ワークと実習を通してお⼿伝いの基礎的なスキルを体
験し、⼦どもが⾃立できるきっかけ作りをしています。 
 
【内容】 
①ワーク 「お⼿伝いってなんだろう 〜⼦どものホンネ！⼤解剖〜」 
②実習「⾝体を使っておそうじしよう 〜ハタキ・ほうき・ぞうきん〜」 
③ ワーク「計画表をつくろう〜明⽇から家族で実践！〜」  ※⾃由研究⽤ワ
ークシートがあります。 
主催者プロフィール ⼀般社団法⼈家事塾 
⾠⺒渚が設⽴した「家事塾」では、2008年より全国の会場で「親⼦お⼿伝い
塾」を開催。また、「家事セラピスト」を養成し、すべての⼈が家事を通して
⾃分らしく⽣きることを応援しています。 



⑤「冷蔵庫で寝かせてつくるフランス式⼿ごね酵⺟パン」 

 
 

⽇程 2021年8⽉8⽇（⽇） 
時間 14:00~17:00 
会場 優美堂（東京都千代⽥区神⽥⼩川町2-4） 
料⾦ \3,000(パン、1ドリンク付き) ※定員6名（中学⽣以上） 
主催 共催：優美堂再⽣プロジェクト実⾏委員会、⼀般社団法⼈東京ビエンナーレ 
お問い合わせ・
お申し込み 

優美堂再⽣プロジェクト実⾏委員会 yubido.project@gmail.com 

詳細 「パンはアート？酵⺟と⼩⻨のカンパーニュづくり」 
⼩⻨の歴史は⾷⽂化の変遷ともいえます。”発酵”は⽇本にも古くからある⽅
法です。 
優美堂が額縁の窓から⻄洋⽂化を取り⼊れてながら営まれた約80年の歴史を
感じながら、古今東⻄の住まいと⾷を愉しむワークショップです。 
レーズン酵⺟を使って、「家」にいる時間を有効に、⾃らの「⼿」で簡単で
も本格的な⼿ごねパンづくりを実践します。寝ている間に発酵させてつくる
パン⽣地は、塩と⽔、⼩⻨粉があれば出来てしまうシンプルなもの。冷蔵庫
とオーブンがあれば誰でも作れます。 
ハードブレッドに興味がある⽅、⾃家製パンづくりを始めてみたい⽅に、⽬
からウロコの初級編。天然酵⺟は⽬に⾒えないものの空気中に浮遊していま
す、捨ててしまう果物の⽪を使って起こしています。酵⺟の⾹りを感じなが
ら⾝近な材料を使って、美味しいパンに挑戦しましょう。 
※参加費⽤の⼀部は優美堂のオーブン購⼊費⽤に充てられます。 
※当⽇はレーズンとガラス瓶（ジャムの空き瓶など）をお持ちください 
 
講師プロフィール：平野しのぶ (メゾンランドュメンヌ・2012年エコー
ル・ルヴァン・ダンタンセミプロフェッショナルコース修了。天然酵⺟パン
研究家、事業コンサルタント） 



⑥「優美堂ヤサシイ⼭登りツアー」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⽇程 8⽉8⽇(⽇) 、8⽉9⽇(⽉・祝) 、8⽉22⽇(⽇) 
時間 15:00〜17:00 （14:45開場） 
会場 優美堂（東京都千代⽥区神⽥⼩川町2-4） 
料⾦ \1,200（１ドリンク付き） ※各回定員８名 
主催 共催：優美堂再⽣プロジェクト実⾏委員会、⼀般社団法⼈東京ビエンナーレ 
お問い合わせ・
お申し込み 

優美堂再⽣プロジェクト実⾏委員会 yubido.project@gmail.com 

詳細 ⼭に登らない、⼭登りツアーです。 
富⼠⼭の看板が⽬印の、神⽥⼩川町にある元額縁屋さん「優美堂」。 
80年前に建てられたこの建物が、東京ビエンナーレの「優美堂再⽣プロジェ
クト」によって、この場所がカフェとアートギャラリーを併設するコミュニ
ティスペースとして⽣まれ変わりました。この優美堂の「富⼠⼭」を堪能し
つつ、神⽥周辺の「お⼭」を訪れるのが今回の⼭登りツアー。今回ガイドを
務めるのは、「アーバンアルピニスト」を名乗って、都内近郊で登らない⼭
登りにチャレンジしている前⽥とまき。座学と優美堂⾒学、街歩きも交えて
低⼭散歩や富⼠塚登⼭の魅⼒をお伝えします。 
■当⽇のスケジュール（予定） 
14:45 開場 
15:00 「登らない⼭登りの魅⼒」座学スタート 
15:40 優美堂の富⼠⼭⾒学 
16:00 神⽥周辺の街歩きへ 
17:00 神⽥神社（神⽥明神）にて解散 
■ガイドプロフィール 
⽇曜アーティスト 前⽥とまき（TOMAKI）。⾃称アーバンアルピニストと
して、週末に都内近郊の低⼭や、富⼠塚などに登っている。富⼠⼭の看板に
魅かれて、昨年の8⽉から優美堂再⽣プロジェクトに参加。ネバダ州⽴⼤学リ
ノ校陶芸彫刻学科卒。フォトグラファー、ウェブデザイナーを経て、現職は
デジタルマーケティングのプロジェクトマネージャー。 
※ １時間程、休憩を挟みながら歩きます。体調が悪い⽅は無理せずに。途中
離脱する場合はガイドに声をかけてください。 



⑦「ニクイホドヤサシイ版画ワークショップ(仮) 」 
 

 
 

⽇程 未定 
時間 13:00〜15:00 
会場 優美堂（東京都千代⽥区神⽥⼩川町2-4） 
料⾦ \2,300 ※定員6名 
備考 ⾬天決⾏ 
主催 共催：優美堂再⽣プロジェクト実⾏委員会、⼀般社団法⼈東京ビエンナーレ 
お問い合わせ・
お申し込み 

優美堂再⽣プロジェクト実⾏委員会 yubido.project@gmail.com 

詳細 「版画の街あおもり。」そんな遠く離れた街で数多くの版画ワークショップ
を開催してきた創作家のHAジメさん。建築と芸術が好きなHAジメさんは優
美堂再⽣プロジェクトで⼤⼯さんみたいなこともしてました。そんな彼が優
美堂でワークショップをします。９cm×９cmの版⽊を使って布に転写した
り和紙に転写して額装もできます。 
※額装費は別途です。10歳以下のお⼦さんは中学⽣以上の⽅と同伴でお願い
します。版画の彫り⽅やモチーフの決め⽅などニクイホドヤサシク教えま
す。夏の思い出づくりにぜひー      
 
講師プロフィール：HAジメ＜ここに写真が⼊ります（tanabe.jpg）＞国際芸
術センター⻘森でアーティストの作品制作や展⽰設営を⾏う技術員を務め、
退職後「HAジメ」名義でアーティスト活動を⾏う。市⺠対象のワークショッ
プやグループ展、空き店舗を利⽤した個展、アートイベントの開催などを⾏
なってきた。あおもりアーツカウンシルが運営するA-Parediseの企画運営に
携わり「版画喫茶2019」のプロジェクトリーダーを務める。 
https://aomori-artscouncil.jp/2020/02/25/7763 

 
 


