
毎秋、上野の山で数々の芸術・文化イベントが展開される「上野の山文化ゾーンフェスティバル」。
　　　　　1992年に始まり30周年を迎える今年は、恒例の企画に加え特別なイベントが目白押しです。

2022年の秋は、上野の山で特別な“芸術の秋”をお楽しみください！

上野の山文化ゾーンフェスティバル30周年記念

～ 3 0 周 年 記 念 イベ ント ～
澤ファミリーによる
｢こころ｣と｢いのり｣の音楽会
歴史ある旧東京音楽学校奏楽堂で、フェスティバル
のオープニングを飾ります。
日 時
会 場
出 演 者
曲 目

入 場 料
チケット

お問合せ

日 時

定 員
参 加 費
申込方法
申込締切

お問合せ

※各回、時間内での自由見学となります。
※文化財保護の観点から、歩行の際、杖の使用や手押し車等が必要な方はご参加いただけません。
　予めご了承ください。

9月4日（日）開場 13：30 ／開演 14：00
旧東京音楽学校奏楽堂
澤和樹、蓼沼恵美子、澤亜樹

【モーツァルト】ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲 ト長調 K.423
【滝廉太郎】｢荒城の月｣「花」　【岡野貞一】「故郷（ふるさと）」ほか
一般 3,000円／学生 2,000円　全席自由
8月3日（水）発売
◇ヴォートル・チケットセンター　http://ticket.votre.co.jp

03-5355-1280 ／平日 10：00 ～18：00
◇チケットぴあ　https://t.pia.jp
◇イープラス (e+)　https://eplus.jp
台東区文化振興課　 03-5246-1153（平日 9：00 ～17：00）　

10月  2日（日）①13：00 ～13：40　②14：30 ～15：10
10月30日（日）③13：00 ～13：40　④14：30 ～15：10
11月13日（日）⑤13：00 ～13：40　⑥14：30 ～15：10
各回 25 名（事前申込・抽選制）
500 円（拝観料）

①②：9月4日（日）③④：10月2日（日）⑤⑥：10月16日（日）
※いずれも締切日必着　※同伴者1名まで申込可
〒110-8615  台東区東上野 4-5-6
台東区文化振興課　 03-5246-1153（平日 9：00 ～ 17：00）

上野東照宮社殿 特別公開
通常非公開の、国指定重要文化財 上野東照宮社殿
内部を特別に公開します。

　　　　　1992年に始まり30周年を迎える今年は、恒例の企画に加え特別なイベントが目白押しです。　　　　　1992年に始まり30周年を迎える今年は、恒例の企画に加え特別なイベントが目白押しです。　　　　　1992年に始まり30周年を迎える今年は、恒例の企画に加え特別なイベントが目白押しです。
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WEB 往復はがき



No.5：渋沢栄一ルート No.6：西郷隆盛ルート

9月24日（土）10：00～
＜締切：8月21日（日） 締切日必着＞

11月20日（日）10：00～
＜締切：10月16日（日） 締切日必着＞

上野駅、護国院、大雄寺、
渋沢家墓所、徳川慶喜墓所　ほか

西郷隆盛像、彰義隊の墓、
清水観音堂、全生庵　ほか

No.3：Aルート No.4：Bルート

9月21日（水）10：00～
＜締切：8月21日（日） 締切日必着＞

11月16日（水）10：00～
＜締切：10月16日（日） 締切日必着＞

国立西洋美術館、東京文化会館、国立科学博物館　ほか
▼

東京国立博物館
[ 表慶館、本館（大階段）、庭園 ]

▼
旧博物館動物園駅舎内

▼

旧博物館動物園駅舎内
▼

旧東京音楽学校奏楽堂
[ パイプオルガン ･ チェンバロ解説 ]

▼

東京都美術館  （外観のみ）

各回約120分
各回15名（事前申込・抽選制）
無料

　　　　　　　　　　　   
〒110-8615  台東区東上野4-5-6
台東区文化振興課　 03-5246-1153（平日9:00～17:00）

「近現代建築物を巡る」
世界文化遺産 国立西洋美術館をはじめ、上野の山の歴史的建造物を巡り
ます。注目は、京成電鉄「旧博物館動物園駅」舎内の特別公開！
東京国立博物館または旧東京音楽学校奏楽堂を加えた２ルートです。

「上野ゆかりの人物を巡る」
NHK大河ドラマでも話題となった渋沢栄一・西郷隆盛のゆかりの地を
巡ります。

台東区観光ボランティアの会 台東区観光ボランティアの会

所要時間
定　　員
参 加 費
申込方法
お問合せ

見学場所

日　　時

定　　員
参 加 費
申込方法
申込締切
お問合せ

無縁坂、横山大観記念館、
不忍池・辯天堂　ほか
10月28日（金）　
10：00～（約120分）
20名（事前申込・抽選制）
800円（保険料込）

ueno30@taikan.tokyo
10月14日（金）　締切日必着
横山大観記念館　 03-3821-1017

横山大観記念館
「近代日本画と近代文学の交差点」

森鷗外小説「雁」。その口絵には横山大観作「雁」が採用されていますが、
まだ所蔵は明らかになっていません。小説の舞台となったゆかりの地を巡
りながら、当人たちの芸術感を解き明かしていきます。

上野の山 散策ガイドツアー
様々なテーマごとに建物や史跡を巡るガイドツアー。上野の新たな魅力を発見しよう！
※いずれも同伴者1名まで申込可　※事前の予告なくルートが変更となる場合があります。

寛永寺僧侶と歩く上野公園めぐり
江戸時代に東叡山寛永寺の境内だった上野公園一
帯。寛永寺僧侶とともに、清水観音堂、藤堂家墓所な
ど、上野公園の寛永寺ゆかりの諸堂を巡ります。
日　　程

定 員
参 加 費
申込方法
申込締切
お問合せ

日　　程
定 員
参 加 費
申込方法
申込締切
お問合せ

第1回：10月14日（金）13：30～（約120分）
第2回：10月16日（日）13：30～（約120分）
各回20名（事前申込・抽選制）
無料

9月11日（日）締切日必着　※同伴者1名まで申込可
〒110-8615  台東区東上野4-5-6
台東区文化振興課 03-5246-1153（平日9：00～17：00）

10月15日（土）14：00～（約90分）
45名（事前申込・抽選制）
無料

9月11日（日）締切日必着　※同伴者1名まで申込可
〒110-8615  台東区東上野4-5-6
台東区文化振興課 03-5246-1153（平日9：00～17：00）

寛永寺根本中堂と
德川歴代将軍霊廟 特別公開
寛永寺の本堂である根本中堂、德川慶喜が謹慎した「葵
の間」、さらに、德川歴代将軍の霊廟を特別公開します。

※文化財保護の観点から、歩行の際、杖の使用や手押し車等が必要な方はご参加いただけません。予めご了承ください。
※雨天の場合は、屋内中心のコースになることがあります。また、事前の予告なくルートが変更となる場合があります。

※雨天の場合は、11月4日（金）に順延（10月27日16時までにメールにてお知らせ）

※いずれも外観のみ

※詳細が決まり次第、当センターHP（https://www.nier.go.jp/jissen/index.htm）にてお知らせします。

No.1

No.3 No.5
No.4 No.6

No.2

WEB
WEB

WEB

往復はがき
往復はがき

往復はがき
No.3

No.3

No.3
No.3

No.3

No.6

No.6

No.6
No.6

No.6

社会教育実践研究センター
「BuRaLi(ぶら～り)e上野 ～ちょっと気になるこの上野～」

上野公園の意外と知られていないスポットを、歴史的・文化的・自然科学的
観点から、ボランティアガイドと一緒に学びます。
実施内容

日　　時
定　　員
参 加 費
申込方法
申込締切
お問合せ

当センターにてオリエンテーション
の後、上野公園周辺において
フィールドワークを実施
11月頃実施予定　
20名（事前申込・抽選制）
50円（保険料）

10月中旬～下旬予定
〒110-0007  台東区上野公園12-43
社会教育実践研究センター　 03-3823-0241

往復はがき
メール

メール



日本学士院第74回公開講演会
❶音と時間
❷人工知能は人を超えるか

　   同院  総会議場

講演会シリーズ　
例年、幅広い分野の講師陣を迎え、上野の山の多彩な
魅力を知る機会として好評の講演会シリーズ。今年も
上野の歴史や秋の展覧会に関する講演、普段は一般
公開していない学術施設での講演など、全9講演を開
催します。

会場 日時 入館料 定員

オンライン講演あり申込締切

事前申込制(抽選)・締切日必着　※一部除く

美しい楷書 ―中国と日本―
書道博物館 主任研究員　中村 信宏
　   同館

『法華経』のこころ
 寛永寺執事　宮部 亮侑
　   寛永寺  根本中堂

古楽器との対話
上野学園大学 准教授　櫻井 茂
　   同大学  楽器展示室

東博150年の歴史と模写・模造
東京国立博物館 絵画·彫刻室長　土屋 貴裕 ほか
　   同館  平成館 大講堂

楷書が完成するまでの過程をたどりながら、頂点を極める唐時代の楷書、
敦煌やトルファンから出土した肉筆の楷書、日本における楷書など、中村
不折コレクションの美しい楷書を紹介します。

❶9月4日（日）11：00～、 14：00～［各回約60分］開場9:30～（開館）

❷10月6日（木）11：00～、 14：00～［各回約60分］開場9:30～（開館）

要入館料　　　各回10名　　　❶8月26日（金）　❷9月26日（月）

〒110-0003  台東区根岸2-10-4
書道博物館 ギャラリートーク係　 03-3872-2645

申込方法

No.1

No.2

草創期の東京国立博物館では多くの模写・模造が作られました。東博150
年の歴史と密にかかわるこれらの作品を、6人の講師がリレー形式で熱く
語り尽くします。

9月10日（土）13：30～ ［約90分］開場13：00～

要入館料　　　　160名　　　　７月頃受付開始（後日詳細公開）

www.tnm.jp （TOP≫催し物≫講演会·講座）
東京国立博物館 教育講座室　 03-3822-1111(代)

申込方法

つたえる、つなぐ ―博物館広報のあゆみ
東京国立博物館 広報室長　鬼頭 智美
　   同館  平成館 大講堂

10月1日（土）13：30～ ［約90分］開場13：00～

要入館料　　　　160名　　　　８月頃受付開始（後日詳細公開）

10月1日（土）14：00～ ［約60分］開場13：30～

無料　　　　110名　　　　９月7日（水）

www.tnm.jp （TOP≫催し物≫講演会·講座）
東京国立博物館 教育講座室　 03-3822-1111(代)

申込方法

No.3

10月13日（木）14：00～ ［約60分］開場13：30～

無料　　　会場40名／オンライン80名　　　 9月11日（日）

〒110-8615  台東区東上野4-5-6　台東区役所文化振興課
「寛永寺講演会」係　 03-5246-1153

www.japan-acad.go.jp
〒110-0007  台東区上野公園7-32　
公開講演会係　 03-3822-2101

申込方法

申込方法

No.5

法隆寺・染織品修理50年の軌跡
東京国立博物館 特任研究員　沢田 むつ代
　   同館  平成館 大講堂

11月12日（土）13：30～ ［約90分］開場13：00～

要入館料　　　　160名　　　　９月頃受付開始（後日詳細公開）

www.tnm.jp （TOP≫催し物≫講演会·講座）
東京国立博物館 教育講座室　 03-3822-1111(代)

申込方法

No.8

とびらプロジェクト  オープン・レクチャー vol.13
　   東京都美術館 または 東京藝術大学

「とびらプロジェクト」では 、広く一般から集まったアート・コミュニケータ
（愛称・とびラー）とともに、社会の中でのこれからの美術館のあり方を
考え、人と美術館、人と作品、人と人とをつなぐ活動をしています。その中で
生まれた関心や、私たちが目指す社会の姿について、より広く多くの方々
と考える機会を設けるため、オープン・レクチャーを開催します。

本格的な修理の始まりは今から50年前で、毎年継続して行なわれてきま
した。 これまでに作品に即して開発された修理方法の数々をご紹介し
ます。

創立150年を迎えた東京国立博物館。戦後から現代までを中心に、これ
まで国内外に向けて行ってきた博物館によるコミュニケーションの歴史を
お話しします。

世界文化遺産である「国立西洋美術館」は、２０２０年１０月から約１年半に
わたりリニューアル工事をおこない、前庭が開館当初に近い姿へ復原され
ました。フランスの建築家ル・コルビュジエが設計した「国立西洋美術館」
の本来の設計意図や魅力について紹介します。

❶時間の定義は困難ですが、時間
の測定は可能です。心の中の世界は
時間に沿って多彩に変貌しますが、
対応する心の中の時間軸もまた
多様に変化します。音の世界における
変化を心理学的手法を用いて測定
した研究についてお話ししたいと
思います。

❷人工知能を語る時、常に話題に
上るのは「人工知能は人を超えるか」
という質問です。様々な意見があり
ますが、講演者は「明確に Yes」と
言う派に属しています。これについて、

「知能」は計算機科学で言うところの
「計算」（情報処理）であるという観点
から議論してみたいと思います。

楽器はそれぞれの時代の音楽的要求に応えその姿を変えてきました。逆
に言えば、時代により異なる楽器の姿を考えることでその時代の音楽表現
の在り方を知ることができるのです。美しい装飾だけではない古楽器の
面白さを紹介します。

昨年に引き続き、「お経」に何が説かれているのかを僧侶目線でお話ししま
す。私たち天台宗で大切にする『法華経』の世界観をお楽しみください。

日本学士院会員　難波 精一郎
日本学士院会員　金出 武雄

11月23日（水・祝）
無料　　  会場／オンライン（予定）　　  先着申込順（後日詳細公開）

tobira-project.info
東京都美術館　 03-3823-6921(代)

申込方法

No.9

10月29日（土）14：00～ ［約150分］開場13：30～

無料　　 会場75名(抽選)／オンライン500名(先着)　　 10月3日（月） 

No.6

ONLINE

ONLINE

ONLINE

11月10日（木）19：00～ ［約60分］開場18：30～

無料　　　　20名　　　　10月27日（木）

〒110-8642  台東区東上野4-24-12
上野学園大学 講演会係　 03-3842-1021

申込方法

No.7

ル・コルビュジエの広場空間 ―国立西洋美術館本館と前庭
国立西洋美術館 専門員　福田 京 
　   同館  講堂

〒110-8615  台東区東上野4-5-6　台東区役所都市交流課
「世界遺産区民講座」係　 03-5246-1193

申込方法

No.4

WEB WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

往復はがき 往復はがき

往復はがき

往復はがき

往復はがき

※　　　　　 は、同伴者1名まで申込可。No.5 No.6

申込先・申込方法は講演会により異なります。ご注意ください。
※講演内容については各施設に直接お問合せください。



周年施設

東京国立博物館 上野動物園 上野の森美術館

創立150年 開園140周年・パンダ来園50周年 開館50周年

QRコード
設置場所

本館インフォメーション
平成館インフォメーション 総合案内所 館内・警備カウンター

◆創立150年記念 特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」
10月18日（火）～12月11日（日）／東京国立博物館

◆特別展「化石ハンター展 ～ゴビ砂漠の恐竜とヒマラヤの超大型獣～」
7月16日（土）～10月10日（月・祝）／国立科学博物館

◆企画展「ベルクグリューン・コレクション展」(仮称)
10月8日（土）～2023年1月22日（日）／国立西洋美術館

◆特別展「日本美術をひも解く―皇室、美の玉手箱」
8月6日（土）～9月25日（日）／東京藝術大学大学美術館

◆企画展「フィン・ユールとデンマークの椅子」
7月23日（土）～10月9日（日）／東京都美術館

◆特別展「展覧会 岡本太郎」
10月18日（火）～10月28日（水）／東京都美術館

◆企画展「長坂真護展 Still A “BLACK” STAR」
9月10日（土）～11月6日（日）／上野の森美術館

◆企画展「美しい楷書－中国と日本－」
6月28日（火）～10月23日（日）／書道博物館

◆公募展「再興第107回院展」
9月1日（木）～9月17日（土）／日本美術院

◆企画展「秋の夜」
10月6日（木）～12月25日（日）／横山大観記念館

◆まちなかコンサート ～芸術の秋、音楽さんぽ～
9月下旬～11月上旬 ／東京文化会館 キャノピー ほか

……他多数　※最新情報は各施設HPをご確認ください。

2022年は、文化ゾーンフェスティバルととも
に周年を迎える施設があります。それぞれの
周年を記念したコラボ企画として、プレゼン
トキャンペーンを開催いたします。
右記いずれかの施設に入館し、専用ＱＲコー
ドよりご応募いただいた方の中から抽選で、
施設オリジナルグッズが当たるチャンス！
さらに、その他加盟施設・団体からも展覧会
チケットやオリジナルグッズを特別提供いた
だきました。何が当たるかはお楽しみに♪

展覧会・コンサート等

各施設HPまたは台東区
文化芸術総合サイト『た
いとう文化マルシェ』内
の特設コンテンツをご確
認ください。

メール件名を「上野の山散策ガイ
ドツアー No.●申込」として、
氏名(フリガナ)、年齢、電話番号、
メールアドレス、郵便番号、住所
を明記の上、指定のメールアドレ
ス宛に送信。
※同伴者も申込む場合は、同様　
　に上記事項明記。

応募
コース

【Ａ】東京国立博物館 創立150年記念コース　＜20名様＞
【Ｂ】上野動物園 開園140周年・パンダ来園50周年記念コース　＜20名様＞
【Ｃ】上野の森美術館 開館50周年記念コース　＜20名様＞
【Ｄ】加盟施設によるお楽しみコース　＜50名様＞

30周年記念イベント申込方法  ＜各イベント共通事項＞

往信用裏面
❶ご希望の「イベント名」「開催日(参加希望日)」
❷ ⓐ郵便番号、ⓑ住所、ⓒ氏名(フリガナ)、
　 ⓓ電話番号、ⓔ年齢
❸同伴者の申込可能な場合は、同伴者の❷ⓒ～ⓔも明記
返信用表面：郵便番号・住所・氏名

※ひとつの講演会、イベントに対して、同一者による複数口のお申込みはご遠慮ください。
※天災および社会状況により、内容が変更または中止となる可能性があります。　※ご提供いただいた個人情報は、当該の目的にのみ使用いたします。

上野の山文化ゾーン
連絡協議会事務局

（台東区役所文化振興課内）

03-5246-1153
（平日 9:00 ～17:00）

【上野の山文化ゾーン連絡協議会】
東京国立博物館 ／ 国立科学博物館 ／ 国立西洋美術館 ／ 国立国会図書館 国際子ども図書館  
／ 東京藝術大学／ 東京文化財研究所 ／ 国立教育政策研究所 社会教育実践研究センター ／ 
日本学士院 ／ 日本芸術院 ／ 東京都美術館 ／ 東京都恩賜上野動物園 ／ 東京文化会館 ／ 
東京都東部公園緑地事務所 ／ （公財）文化財保護・芸術研究助成財団 ／ 上野の森美術館 ／ 
寛永寺 ／ （一社）上野観光連盟 ／ （株）大丸松坂屋百貨店 松坂屋上野店／ 東日本旅客鉄道（株） 
／ 京成電鉄（株）  ／ 東京地下鉄（株） ／ （公財）東京都公園協会 ／ 学校法人上野学園 ／ 
首都圏新都市鉄道（株） ／ （公財）横山大観記念館 ／ （公財）日本美術院 ／ （公財）台東区芸術文化財団 
／ 台東区

台東区と上野の山の文化施設などで組織する「上野の山文化ゾーン連絡協議会」は、上野の山
にある文化施設などが相互に交流・連携を深めることによって、上野の山を芸術・文化の拠点
として発展させることを目的としています。

応募期間
引換期間
引 換 所

9月1日（木）～10月16日（日）
11月1日（火）～11月30日（水）
上野エリア所定の場所　※別途ご連絡します。

展示場所：台 東 区 役 所 ／ 8月29日（月）～ 9 月 9 日（金）
東京国立博物館 ／ 9月10日（土）～ 9 月21日（水）
書 道 博 物 館 ／ 9月22日（木）～10月10日（月・祝）
寛永寺 根本中堂 ／ 10月13日（木）～10月16日（日）
朝 倉 彫 塑 館 ／ 10月18日（火）～10月28日（金）

パネル巡回展示
上野の山文化ゾーン連絡協議会、フェスティバ
ル30周年に関する紹介パネル展示を行います。
お近くにお越しの際はぜひご覧ください！
※展示時間は施設の開館時間に準じます。各施設HPをご確認ください。

WEB 往復はがき
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申込先・申込方法はイベントにより異なります。ご注意ください。

メール


