
東京藝術大学奏楽堂 TEL  050 （5525） 2300 （演奏藝術センター）

モーニング・コンサート11 日時 9月5日㈭午前11時　 入場料 1,000円　和楽の美 大江戸歌舞絵巻 
日時 9月12日㈭午後6時30分　 入場料 5,000円ほか　藝大オペラ定期第65回モーツァルト：オペラ

「コシ・ファン・トゥッテ」 日時 10月5日㈯ ・6日㈰午後2時　 入場料 5,000円ほか　藝大プロジェク
ト2019「クラーラ・シューマン生誕200年に寄せて」第1回 日時 10月10日㈭午後7時※6時30分か
らプレトークあり　 入場料 2,000円　弦楽シリーズ2019　フランス近代室内楽の名曲を探して 
日時 10月14日㈷午後3時　 入場料 2,000円　藝大プロジェクト2019「クラーラ・シューマン生誕
200年に寄せて」第3回 日時 10月20日㈰午後3時※2時30分からプレトークあり　 入場料 2,000円　
ピアノシリーズ2019ロシア室内楽の夕べ 日時 11月1日㈮午後7時　 入場料 3,000円　管打楽器シ
リーズ2019 日時 11月2日㈯午後3時※2時30分からプレトークあり　 入場料 未定　藝大フィルハー
モニア・合唱定期 日時 11月8日㈮午後7時　 入場料 3,000円　うたシリーズ2019 日時 11月10日㈰
午後3時　 入場料 2,000円　藝大フィルハーモニア管弦楽団定期演奏会 日時 11月14日㈭午後7時　
入場料 3,000円　東京藝大ウィンドオーケストラ定期演奏会 日時 11月16日㈯午後2時　 入場料 一
般1,500円、高校生以下500円　邦楽定期演奏会 日時 11月20日㈬午後6時　 入場料 2,000円　東京
藝大シンフォニーオーケストラ定期演奏会 日時 11月21日㈭午後7時　 入場料 1,500円

東京文化会館 TEL   （3828） 2111

創遊・楽落らいぶVol.48三遊亭遊吉（落語）ほか 日時 9月5日㈭午前11時　 入場料 540円　東
京文化会館ミュージック・ワークショップ 日時 9月8日㈰午前10時30分・正午・午後2時30分、
10月12日㈯午前11時・午後2時、11月2日㈯午前10時30分・正午・午後2時30分　 入場料 各540
円　東京文化会館オペラBOX「泣いた赤おに」 日時 9月22日㈰・23日㈷午後3時　 入場料 3,240
円ほか　プラチナ･シリーズ ①第1回パスカル・ロジェ（ピアノ）　②第2回アンサンブル・ウィー
ン＝ベルリン（木管五重奏）　③第3回秋吉敏子（ピアノ） 日程 ①9月26日㈭　②10月4日㈮　③
11月8日㈮　 時間 午後7時　 入場料 5,400円ほか　3歳からの楽しいクラシック 日時 10月26日
㈯午後2時　 入場料 540円　シャイニング・シリーズ Vol.5　ボローニャ歌劇場弦楽五重奏～東
京音楽コンクール入賞者とともに～ 日時 10月30日㈬午後7時　 入場料 3,240円ほか　創遊・楽
落“夜”らいぶVol.49桂 米福（落語）ほか 日時 11月27日㈬午後7時　 入場料 1,080円
●上野deクラシック　 期間 9月13日㈮～11月23日㈷
●まちなかコンサート～芸術の秋、音楽さんぽ～　上野公園内および近隣の文化施設等と連携し
て開催します。　 期間 9月20日㈮～11月2日㈯※施設への入場料が別途必要な場合があります。
詳しくは、東京文化会館ホームページをご覧になるか、下記へお問合せください。
問合せ・チケット取扱所 東京文化会館チケットサービス TEL （5685）0650

上野学園 石橋メモリアルホール TEL  （3843） 3043 

上野学園大学・同短期大学部ウィンド・アンサンブル発表会秋のコンサート（*1） 日時 9月7
日㈯午後3時30分　ランチタイム･コンサート「二胡とピアノのアンサンブル」（*2） 日時 9月
11日㈬午後0時10分　上野学園中学校・高等学校桜鏡祭演奏会（*3） 日時 9月21日㈯・22日
㈰時間未定　航空自衛隊航空中央音楽隊上野学園大学・同短期大学部ウィンド・アンサンブル
ジョイントコンサート（*1） 日時 10月6日㈰時間未定　ランチタイム･コンサート「2台ピアノ
の醍醐味」（*2） 日時 10月9日㈬午後0時10分　上野の山文化ゾーンフェスティバル講演会シ
リーズ 前田りり子 8本の時代別フルートで綴るクラシックの源流（*2） 日時 10月15日㈫午後
7時　上野学園大学 演奏家コースオータム･コンサート（*4） 日時 10月19日㈯午後1時　上野
学園古楽21世紀シリーズⅤ「ミューズの力―恋する女性たち」[古楽月間2019]（*5） 日時 10
月20日㈰午後2時　 入場料 4,500円ほか　短期大学部　第32回定期演奏会（*4） 日時 10月26
日㈯午後3時30分　上野学園大学・同短期大学部　桜樹祭演奏会（*4） 日時 11月2日㈯～3日
㈷時間未定　 入場料 未定　ランチタイム･コンサート「古楽への誘いⅩⅡ」[古楽月間2019]

（*2） 日時 11月6日㈬午後0時10分　オーケストラ・リベラ・クラシカ第44回定期演奏会[古楽
月間2019]（*6） 日時 11月9日㈯午後3時　 入場料 6,000円ほか　上野学園大学「第8回 合唱
定期演奏会」（*4） 日時 11月15日㈮午後7時　 入場料 1,000円　上野学園大学「第68回オーケ
ストラ定期演奏会」（*4） 日時 11月22日㈮午後7時　 入場料 1,500円　上野学園中学校・高等
学校総合演奏会（*3） 日時 11月30日㈯時間未定

問合せ ･ チケット取扱所 （*1） 上野学園大学入試広報部 TEL （3842）1024
（*2） 上野学園 石橋メモリアルホール TEL （3843）3043
（*3） 上野学園中学校・高等学校 TEL （3847）2201
（*4） 上野学園大学事務部 TEL （3842）1020
（*5） ムジカ・リリカ TEL 044（411）3890（イープラス）
（*6） ヴォートル・チケットセンター TEL （5355）1280

区立旧東京音楽学校奏楽堂 TEL  （3824）1988

日曜コンサート 日時 第1～4日曜日午後2時、3時（各30分）　 入場料 300円（小中高校生100円）　
奏楽堂日本歌曲コンクール30周年記念コンサート 日時 11月30日㈯午後3時
入場料 3,000円※詳しくは、区立旧東京音楽学校奏楽堂ホームページをご覧になるか、上記へ
お問合せください。

※入館料・休館日・イベントの詳細等は、各施設に直接お問合せください。※諸事情により内容が変更になる場合があります。お出かけの際は、各施設にご確認ください。※講演会シリーズや上
野公園めぐり等の情報は8月20日号に掲載しています。

2019秋 上野の山文化ゾーンフェスティバル〈企画展・イベント等〉

東京国立博物館 TEL  （5777） 8600 （ハローダイヤル）

9月16日㈷、11月3日㈷は総合文化展無料　①特別企画「奈良大和四寺のみ
ほとけ」9月23日㈷まで　②特別展「三国志」9月16日㈷まで　③博物館で
アジアの旅9月10日㈫～10月14日㈷　④特別企画「文化財よ、永遠に」10月
1日㈫～12月1日㈰　⑤特別展「正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」
10月14日㈷～11月24日㈰　⑥秋の庭園開放10月29日㈫～12月8日㈰

国立科学博物館 TEL  （5777） 8600 （ハローダイヤル）

11月3日㈷は常設展示・企画展無料　①特別展「恐竜博2019」10月14日㈷
まで　②企画展「風景の科学展　芸術と科学の融合」9月10日㈫～12月1日㈰　
③特別展「ミイラ　～『永遠の命』を求めて」11月2日㈯～令和2年2月24日㉁　
④企画展「えほんが引き出す博物館の魅力」（仮称）12月17日㈫～令和2年3
月1日㈰

国立西洋美術館 TEL  （5777） 8600 （ハローダイヤル）

毎月第2･第4土曜日、11月3日㈷は常設展無料　①企画展 ｢国立西洋美術館開館60周年記念松
方コレクション展｣ 9月23日㈷まで　②新館「日本・フィンランド外交関係樹立100周年記念　
モダン・ウーマン―フィンランド美術を彩った女性芸術家たち」9月23日㈷まで　③企画展　｢日
本・オーストリア友好150周年記念　ハプスブルク展600年にわたる帝国コレクションの歴史｣ 10
月19日㈯～令和2年1月26日㈰　④常設展 ｢中世末期から20世紀初頭にかけての西洋絵画とフ
ランス近代彫刻｣

東京藝術大学大学美術館 TEL  （5777） 8600 (ハローダイヤル) 

①円山応挙から近代京都画壇へ 後期 9月29日
㈰まで　②退任記念 手塚雄二展 10月10日㈭
～24日㈭　③「呼吸する彫刻」退任記念 北郷 
悟 展11月7日㈭～17日㈰　④「内包された温
度」展 11月7日㈭～17日㈰　⑤コミテコルベー
ル アワード 2019 11月9日㈯～20日㈬

国立国会図書館 国際子ども図書館 TEL  （3827） 2053

①まちなかコンサート～芸術の秋、音楽さんぽ～子どものための音楽会 10月27日㈰
午後1時、3時　②展示会「絵本に見るアートの100年―ダダからニュー・ペインティ
ングまで」10月1日㈫～令和2年1月19日㈰

国立教育政策研究所 社会教育実践研究センター TEL  （3823） 0241

BuRaLi（ぶら～り）e上野 ～こんなとこあったの？！～ 11月15日㈮開催予定　上野公園地
区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、運営ボランティ
アによる説明のもとぶら～りと巡り、上野公園地区について参加される皆さんと一緒に学びま
す。※詳しくは、社会教育実践研究センターホームページをご覧になるか、上記へお問合せく
ださい。

日本学士院 TEL  （3822） 2101

第12回 若者向け講演会　学びのススメ「脳のメモ帳の不思議―ワーキングメモリの探求―」 
日時 12月21日㈯午後2時30分(約1時間程度)　 対象 中高生と保護者･教員　 定員 150人(先着
順) 　 講師 苧阪直行(日本学士院会員、京都大学名誉教授)※申込みは10月以降を予定。詳しく
は、上記へお問合せください。

日本芸術院 TEL  （3821） 7191

「近代日本芸術の100年―日本芸術院創設百周年記念展」日本芸術院は令和元年9月に創設百周
年を迎えるにあたり、日本芸術院創設百周年記念事業の一環として、「近代日本芸術の100年
―日本芸術院創設百周年記念展」を開催します。本展は計6回にわたる展覧会シリーズとし、
日本芸術院が所蔵する、日本芸術院会員や恩賜賞・日本芸術院賞受賞者の作品等を公開します。　
期間 第3回 9月20日㈮～10月6日㈰　第4回 令和2年1月10日㈮～23日㈭

東京都美術館 TEL  （3823） 6921

①企画展「伊庭靖子展　まなざしのあわい」10月9日㈬まで　②特別展「コートー
ルド美術館展　魅惑の印象派」9月10日㈫～12月15日㈰　③上野アーティストプロ
ジェクト2019 ｢子どもへのまなざし｣ 11月16日㈯～令和2年1月5日㈰　④松本力
展―東京都写真美術館コレクションを中心に（仮称）11月16日㈯～令和2年1月5日㈰　
⑤特別展「ハマスホイとデンマーク絵画」令和2年1月21日㈫～3月26日㈭

東京都恩賜上野動物園 TEL  （3828） 5171

10月1日㈫都民の日は入園無料　芸大×動物園～アートで見る動物たち～　
日程 11月6日㈬～17日㈰

上野の森美術館 TEL  （3833） 4191

①企画展「画業50年“突破”記念 永井GO展」9月14日㈯～29日㈰　②特別展「ゴッ
ホ展」10月11日㈮～令和2年1月13日㈷

都立旧岩崎邸庭園 TEL  （3823） 8340

9月15日㈰～21日㈯は60歳以上入園料無料、10月1日㈫都民の日は入園無料　①上野学園コン
サート 9月28日㈯午後3時30分～4時10分　②まちなかコンサート 10月19日㈯・20日㈰両日と
も午後1時・3時30分開始　③旧岩崎邸庭園オータムフェスティバル 10月12日㈯～11月4日㉁　
④金唐紙ワークショップ11月4日㉁事前申込制※詳しくは、旧岩崎邸庭園ホームページをご覧に
なるか、上記へお問合せください。

横山大観記念館 TEL  （3821） 1017

①企画展「鮮美透涼（せんびとうりょう）」9月29日㈰まで　②企画展「令和元年記念展」
10月3日㈭～12月20日㈮

日本美術院 TEL  （3821） 4510

①公募展「再興第104回院展」9月16日㈷まで　②展示会　同人新作品展 11月11日㈪～17日㈰

区立下町風俗資料館 TEL  （3823）7451

①秋季伝統工芸実演会 9月15日㈰～23日㈷※17日㈫は除く　②特別展 ｢『江戸風俗人形』の世界
｣（仮称）12月7日㈯～令和2年2月24日㉁

区立朝倉彫塑館 TEL  （3821）4549

①特別展「朝倉彫塑館の白と黒CONTRAST:Color,Material and Texture」 期間 9月7日㈯～12
月15日㈰※入館時は靴を脱ぎ、靴下を着用　②講演会「朝倉彫塑館のかたちと色と素材感」　
日時 9月14日㈯午後1時　 場所 谷中区民館 多目的ホール　 講師 小沢朝江氏　 参加費 1,000円（往
復はがきによる事前申込制）※詳しくは区立朝倉彫塑館ホームページをご確認ください。

区立書道博物館 TEL   （3872） 2645

企画展 ｢漢字のなりたち－古代文字の世界－｣ 期間 9月23日㈷まで（子供向け）、
9月25日㈬～12月15日㈰（大人向け）

上野中央通り地下歩道内展示ブース TEL  （5246）1153

上野と御徒町を結ぶ上野中央通り地下歩道C4出口そばに、台東区長奨励賞受賞作品6点（彫刻・
工芸・デザインの造形作品）を展示しています。地下歩道が利用可能な時間（午前6時～午後11
時）に無料でご覧になれます。

台東アートギャラリー TEL   （5246） 1153

区役所１階にあるアートギャラリーです。東京藝術大学の学生により
制作された台東区長賞受賞作品をはじめ、区が所蔵する絵画や彫塑作
品を展示しています。

美術館・博物館など

音楽ホール

主催：上野の山文化ゾーン連絡協議会

今年度展示予定の作品

「シンガポール所見」横山大観作

宮田亮平 《日輪》

甲骨文字　殷時代・前13世紀

円山応挙《松に孔雀図》（全16面のうち4面）重要文化財1795年（寛政7年）兵庫・大乗寺（通期展示）

広報
（5）　令和元（2019）年　9月5日 第1236号

【引続き熱中症に注意しましょう】　▷予防方法　①エアコンや扇風機を上手に使い、室温調整を行う。　②のどが渇かなくても、こまめに水分と適度な塩分を補給
する。　③外出時には日傘や帽子を使い、こまめに休憩をとる。※特に高齢者はご注意ください。〈介護予防・地域支援課 TEL  5246－1225〉


