常端寺

ーイング会場！
パブリックビュ

13

かつて長者町では、区画毎の真ん中にできた空
間に神社仏閣があり、人が寄り合う
「会所」
として
親しまれていたそうです。
『ほうほう堂＠おつか
い』
では、常端寺が「会所」
として復活！?食べ物や
飲み物、オリジナルグッズもご用意しています。
街を巡るほうほう堂を見守りつつ、
ワイワイ楽し
みましょう！

DANCE

2

手ぬぐい

エ リ ア

升半茶店 本店

和菓子
うちわ

6

河野商店

CM

4

長者町ハニカム計画
長者町ではハチミ
ツ関連のものをよ
く目にします。なん
と、ビル の 屋 上で
養蜂しているのだ
そうです！

8

10

丹羽幸株式会社 本店

純喫茶クラウン
長者町名物？の純喫茶。
カップが素敵。
マダムも素敵。

SHOP

CM

12

あ

い ちトリ エ

18

CM

オアシス21

劇場や美術館が入っている名古
屋の文化発信地！あいちトリエ
ンナーレの拠点のひとつでもあ
ります。ほうほう堂を探せ！？

にぎわう街に突如あらわれる空中
庭園！実はショッピングモールの巨
大な屋根。

名古屋市短歌会館
長者町生まれの女流歌人青木穣子
さん（1884-1971）が、名古屋市に
寄付した日本で唯一の「短歌会館」
。
現在は、一般に貸し出す文化施設
として親しまれています。

フォー ミング

三越 〜 ラシック
ほうほう堂がデパートでもお買い
物。街からこの通路が見える場所
に集合！？

DANCE

愛知芸術文化センター

SHOP
（

1

常端寺

）

DANCE

CM

▲ ほうほう堂 が 実 際
に踊りにくるよ！
要チェック！

▲ 生中継中のCMに
登場するお店！

20

DANCE
川口屋

21

▲ パブリックビュー
イング会場

ンナーレ 2 0 13パ

19

和菓子屋さん。季節にちなんだ
和菓子は、こぶりで上品。見て
いるだけでもきゅんとします。

24

愛知県庁

両口屋是清 本町店

喫茶さくら

名古屋市庁と共に、鉄筋コンクリート造りの現
代的な建築に、
日本風の屋根が乗っている帝冠
様式。何かと何かを合わせる不思議な名古屋セ
ンスの街にぴったりな気もします。

寛永十一（一六三四）から続く、老舗和
菓子屋さん。
『ほうほう堂＠おつかい』
にとっても重要な“おつかいエピソー
ド”のうまれた場所でもある！？

愛知県護国神社と名古屋地裁（家裁）
の間に建つ、桜華会館の中にある喫
茶店。店内の雰囲気はのどかで、時間
の流れがゆったりします。

『ほうほう堂＠おつかい』を見ながら地図を辿って、実際に踊るほうほう堂に会いにきたり、途中でよりみち

ほうほう堂 Ho Ho - Do

新鋪美佳と福留麻里による身長155cmダンスデ
表。2009年からは劇場を飛び出しその日の天候
や道行く人々を含め、その場所にしかない魅力や
特徴を巻き込み巻き込まれながら、そのとき限り
のスペシャルダンスを披露する
「ほうほう堂＠」
シリ
ーズを展開している。
月に1度、YouTube上で発表
してきたこのシリーズは大きく反響を呼び、DVD
としてリリースされたり、新しい土地、場所での作
品制作につながっている。また、同一の振付に複
数のミュージシャンが異なる音楽をあわせる「ほ
うほう堂×DJs!!」シリーズを行うなど、
ダンスの拡
張を多種多様な方法で試みている。

(C) Ririko Arai

28

色々な方法で、お楽しみください！

ほうほう堂＠おつかい
ダンス：ほうほう堂 ( 新鋪 美佳 ＋ 福留 麻里 ) 映像：須藤 崇規
2013年9月21日(土)・22日(日) 15:30〜17:30（予定）※雨天順延予備日 23日(月・祝)
■ ダンスする場所：名古屋市内のあちこち
■ パブリックビューイング会場：常瑞寺
■ インターネット中継： http://www.ustream.tv/channel/hohodo-otsukai
■ 料金： 投げ銭 ※ パブリックビューイング会場、CAMP FIREでの投げ銭大歓迎!
CAMP FIRE http://camp-ﬁre.jp/projects/view/734
“HoHo-Do@Landladyʼs Requests”
Dance: Ho Ho-Do(Mika Arashiki + Mari Fukutome) Video: Takaki Sudo
21st(Sat)&22nd(Sun) Sep. 2013 (in case of rain 23rd(Mon))
Venue: Various locations around Nagoya-city Public Viewing: Jozui-ji Temple
Live Streaming: http://www.ustream.tv/channel/hohodo-otsukai

http://hoho-do.net

@hohodo155cm

http://www.facebook.com/hohodo

秀松堂光楽
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31

澤田商店

CM

SHOP

名古屋ことばにちなんだ「なもせんべい」や
「ウみゃあニャア」が売ってます！

島正
味噌おでん屋さん。名古屋といえば味
噌関連、その2。味噌味噌味噌を濃厚
に味わって名古屋を満喫しましょう！

茶会ともつながりの深い和菓
子屋さん。お店構えも格式高
いです。

25

老舗の氷屋さん。毎朝お店でたてて
いる抹茶シロップは、抹茶文化の盛
んな名古屋ならでは！

27

美濃忠 本店

エ リ ア

23

ュオ。これまでに国内外20都市以上で作品を発

大黒屋本店
くずきりが美味しいお店。
かつてないつるっと感！

30
コンパル 大須本店
老舗喫茶店コンパル。お店の雰囲
気もメニューもかわいいです。大
須は、長者町とも栄とも個性の違う
街。
ごちゃごちゃと賑やかです。

そ の 他

26

CM

したり、後日ゆっくりお散歩したり...

名古屋といえば味噌関連、
その1。シンプルに味噌カ
ツ丼で勝負のお店。

CM

アーツ委嘱作品

本編には登場しないけれど、ほうほう堂が名古屋のリサーチでみつけたおすすめスポットをエリア毎にご紹介！

22

味処 叶

SHOP

で商品を販売す
るお店！

『ほうほう堂＠おつかい』でほうほう堂が踊ったり、CMで紹介する、おつかいスポットやよりみちスポット、

16

名古屋の中心地・栄に佇む由緒あるお寺。同じ
建物内にある「長円寺会館」も地元の文化拠点
として親しまれています。

CM

むらさきや

伏見駅改札から、長者町通りへのび
る地下街。昭和で時間が止まってしま
ったような異次元ゾーン。

長者町を歩いていると、繊維問屋
街ならではの「荷捌き場」を目に
します。
こちらの荷捌き場は、奥行
きがあり長い！

CM

17

伏見地下街

大人な飲食店ひしめく錦の街なか
に、
さりげなく佇むピアノ教室。

長円寺

名古屋の和菓子文化を
支える名店のひとつ。

11

サンピアノ

14

DANCE

7

9

15

3

あいちトリエンナーレを中
心とした、アート関連の記
録や最新情報などを知る
事ができる、長者町のアッ
トホームな文化発信地。

毛糸屋さん。毛糸も店主の棚
橋さんも、お洒落でチャーミン
グ！CMでは、驚きの開店準備風
景もご紹介しています！

CM

名古屋の真ん中にある老舗花
屋さん。胡 蝶 蘭を中 心とした
品揃えで店内は華やか。季節
毎のイベントやセールも見逃
せない！

アートラボあいち

5

丸善商事

渋い趣きの傘屋さん。昔の傘
の販売方法にちなんだお店の
つくりが残っています。店主の
河野さんはとってもシャイ！

SHOP

明治時代から続く由緒正しいお茶の老舗。
店主の方はなんと襲名制！

ビール

DVD

CM

長者町を歩いていると、店先に
さりげなくウッドデッキを見か
けます。
これは都市の人たちが
森林を育む、都市の木質化プ
ロジェクト。腰掛けてひと休み
に最適!?

坪井花苑

名古屋といえばうなぎ食べていか
ないと！？リサーチ中に出前をご馳
走になりました。東京のうなぎとは
焼き方が違うのですね。

エ リ ア

都市の木質化プロジェクト

お茶

いば昇

栄 ー 錦

長 者 町

1

櫛留
気が遠くなるような年月をかけてじ
っくりと作られるホンモノのつげ櫛。
名古屋が誇る職人の技！

