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問
合
せ

〒110−8615　台東区役所文
化振興課内　江戸まちたいと
う芸楽祭実行委員会事務局
TEL（5246）1328

下記のほか未定のものは決まり次第、江戸まちたいとう芸楽祭ＨＰ等でお知らせします。内容、出演者等については、変更にな
る場合があります。③・④の会場の一部は、エレベーター、エスカレーターがありませんのであらかじめご了承ください。詳しく
は、江戸まちたいとう芸楽祭ＨＰをご覧ください。

第四回 江戸まち たいとう 芸楽祭！

◆まちかど映画会

上野の山文化ゾーンフェスティバル
〈展覧会・コンサート等〉

※入館料・休館日・内容の詳細等は、各施設に直接お問合せいただくか、各施設HP等でご確認ください。
※内容が変更されることがありますので、お出かけ前に最新情報をご確認ください。
※講演会シリーズや上野公園めぐり等の情報は広報「たいとう」8月20日号に掲載しています。

問合せ 文化振興課 TEL （5246）1153

博物館・美術館など
東京国立博物館 TEL  050（5541） 8600 （ハローダイヤル）9月20日㈷、11月3日㈷は総合文化展無料

特別展「国宝 聖林寺十一面観音―三輪山信仰のみほとけ」　9月12日㈰まで
マレーシア・イスラーム美術館精選 特別企画「イスラーム王朝とムスリムの世界」
4年2月20日㈰まで
東京2020オリンピック・パラリンピック開催記念 特別企画「スポーツ NIPPON」
9月20日㈷まで
伝教大師1200年大遠忌記念 特別展「最澄と天台宗のすべて」
10月12日㈫～11月21日㈰
黒田記念館特別室開室　10月26日㈫～11月7日㈰

国立科学博物館 TEL  050（5541） 8600 （ハローダイヤル）11月3日㈷は常設展示・企画展無料

特別展「植物　地球を支える仲間たち」　9月20日㈷まで
企画展

「加速器 －とてつもなく大きな実験施設で宇宙と物質と生命の謎に挑んでみた－」
10月3日㈰まで
国立科学博物館・竹中大工道具館共同企画展「木組 分解してみました」
10月13日㈬～11月24日㈬
特別展「大英博物館ミイラ展　古代エジプト６つの物語」
10月14日㈭～4年1月12日㈬

東京藝術大学 大学美術館 TEL  050（5541） 8600 (ハローダイヤル) 
藝大コレクション展2021Ⅱ期 東京美術学校の図案―大戦前の卒業制作を中心に　9月26日㈰まで
再演―指示（インストラクション）とその手順（プロトコル）　9月26日㈰まで
みろく－終わりの彼方 弥勒の世界－　9月11日㈯～10月10日㈰
上原利丸退任展－本友禅染の多様性と独自性－　10月28日㈭～11月7日㈰

「新しい成長」の提起 ポストコロナ社会を創造するアーツプロジェクト
11月13日㈯～28日㈰

東京都美術館 TEL  （3823） 6921
企画展「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」　10月9日㈯まで
特別展「ゴッホ展―響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」　9月18日㈯～12月12日㈰
上野アーティストプロジェクト2021「Everyday Life：わたしは生まれなおしている」
11月17日㈬～4年1月6日㈭
東京都コレクションでたどる〈上野〉の記録と記憶　11月17日㈬～4年1月6日㈭

上野の森美術館 TEL  050（5541） 8600 （ハローダイヤル）
蜷川実花展－虚構と現実の間に－　9月16日㈭～11月14日㈰ 

日本美術院 TEL  （3821）4510
公募展「再興第106回院展」　9月17日㈮まで※会場は東京都美術館（9月6日㈪休館）
展示会「同人新作品展」　11月8日㈪～14日㈰

区立朝倉彫塑館 TEL  （3821）4549
特別展「歴史に学ぶ～朝倉先生いのちの講義～」　9月11日㈯～12月12日㈰

区立下町風俗資料館 TEL  （3823）7451
企画展「スポーツを楽しむ！昭和30年代の出来事とともに」　9月12日㈰まで

区立書道博物館 TEL  （3872）2645
企画展 中村不折コレクション 書でみる日本の歴史と文化　12月12日㈰まで

台東アートギャラリー＆上野中央通り地下歩道内展示ブース TEL  （5246） 1153
台東アートギャラリーは区役所1階にあるギャラリーです。東京藝大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造形作品を展示しています。上野中央通り地下歩道
内展示ブースは上野と御徒町を結ぶ地下歩道C4出口付近にあるショーウインドウで、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）をご覧になれます。

松坂屋上野店 TEL  （3832）1111
日本の職人 伝統と革新の技展　9月8日㈬～13日㈪

音楽ホール
東京藝術大学奏楽堂 TEL  050（5525）2300

9月9日㈭午前11時 モーニング・コンサート
東京文化会館 TEL  （3828） 2111

9月9日㈭午前11時 創遊・楽落らいぶ Vol.58 三遊亭とん馬（落語）
9月18日㈯、19日㈰午後3時 東京文化会館オペラBOX スペシャルハイライトVol.1 / Vol.2
9月22日㈬午前11時 上野deクラシックVol.59 若林毅（テューバ）
9月24日㈮午後7時 プラチナ・シリーズ 第1回 ライナー・キュッヒル（ヴァイオリン）
9月29日㈬午前11時 上野deクラシックVol.55 佐々木つくし（ヴァイオリン）【振替公演】
10月5日㈫・30日㈯、
11月6日㈯・20日㈯ 東京文化会館ミュージック・ワークショップ

10月20日㈬午前11時 上野deクラシックVol.60 北村陽（チェロ）
10月30日㈯午後2時 3歳からの楽しいクラシック
11月3日㈷午後2時 東京文化会館リラックス・パフォーマンス
11月5日㈮午前11時 創遊・楽落らいぶ Vol.59 桂伸治（落語）
11月13日㈯午後2時 上野deクラシックVol.61 ピアノ五重奏
11月20日㈯午後3時 プラチナ・シリーズ 第2回 野平一郎・堀正文・堤剛 ピアノ・トリオ
11月26日㈮午後7時 シャイニング・シリーズ Vol.9 東京文化会館チェンバーオーケストラ
まちなかコンサート～芸術の秋、音楽さんぽ～　近隣施設と連携して開催するコンサートシリーズ
です。※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HPをご覧になる
か、東京文化会館へお問合せください。　 日程 9月下旬～11月上旬　 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 
9月15日 ㈬、10月27日 ㈬、
11月10日㈬午前11時30分 ランチタイム･コンサート

区立旧東京音楽学校奏楽堂 TEL  （3824）1988
第1・3日曜日（チェンバロ）、
第2・4日曜日（パイプオルガ
ン）午後2時

日曜コンサート
定員 155人（先着順）　 入館料 300円（小・中学・高校生100円）
※開演後の入場はできません。未就学児の入場はご遠慮ください。

東京会場チラシ▶︎
ビジュアル　

番号 プログラム名 日時・場所 内容 申込締切日 申込方法

●
まちかど映画会&
ミニコンサート
要申込み  無料  全席指定

日時 11月7日㈰午後1時30分（午後1時開場）
場所 上野小学校体育館

弦楽四重奏（バイオリン2人、ビオラ、チェロ）による
ミニコンサートと映画上映会を開催します。
上映作品 映画 すみっコぐらし　とびだす絵本とひみ

つのコ
定員 90人（抽選）

10月25日㈪（必着）

WEBでの申込み

はがきでの申込み
はがきに希望日時・場所・人数（4人
まで）・住所・代表者氏名・電話番号を
書いて上記問合せ先へ

●
まちかど映画会
@谷中区民館
要申込み  無料  全席指定

日時 11月23日㈷午前の部10時（9時30分
開場）、午後の部1時30分（1時開場）
場所 谷中区民館多目的ホール

家族で楽しめる映画上映会を開催します。
上映作品 ピーターラビット（日本語吹替え対応版）
定員 各30人（抽選）

11月9日㈫（必着）

区内在住・在勤(学)の方を
抽選でご招待！（上記❸・❹）

申込方法 ●WEBでの申込み　右記二次元コードより　●はがきでの申込み　はがき（１人１枚、記入不備・2枚以上は無効）に上表のプログ
ラム番号、区民招待日程（第３希望まで記載可）、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号・車いす席利用の場合はその旨を書いて上記芸
楽祭実行委員会事務局問合せ先へ　 申込締切日（必着）9月３０日㈭※当選の発表は発送をもってかえます。

❶

❷

◆演劇連携公演（江戸まちたいとう芸楽祭に参加いただく演劇公演です）

番号 劇団名（主催）・公演名 公演内容・日時・場所 料金・販売開始日時
区民招待日時
（招待数）

※申込方法は下記参照
問合せ・チケット購入先

●

劇団櫂人
劇団櫂人Presents えんちょうまつり
落語『芝浜』『文七元結』+
演劇

『怪談牡丹燈籠』
チケット販売  
区民招待

落語と芝居の二部構成で人情噺と怪談の傑作を
ぜひご覧ください。　 日時 10月27日㈬午後
5時(演劇「怪談牡丹燈籠」のみのプレビュー公
演)、28日㈭午後1時（落語「芝浜」+演劇「怪
談牡丹燈籠」）、29日㈮午後1時（落語「文七元
結」+演劇「怪談牡丹燈籠」）、30日㈯午後1時（落
語「芝浜」+演劇「怪談牡丹燈籠」）、31日㈰午
後1時（落語「文七元結」+演劇「怪談牡丹燈籠」）
※10月30日㈯のみオンライン配信あり
場所 上野ストアハウス

料金
5,000円（一般）
2,500円（学生）
4,000円（プレビュー公演）　
販売開始日時

9月1日㈬午前10時

10月28日㈭・29日㈮・
30日㈯・31日㈰

（各2組4人）

問合せ 劇団櫂人
TEL 090（5432）4764
Eメール akky.highrock-sunmoongo

od@docomo.ne.jp
チケット購入先

●

劇団ドガドガプラス
『春琴SHOW!!』

チケット販売  
区民招待

文豪谷崎潤一郎珠玉の名作『春琴抄』を発想の
原点としたお芝居ですが谷崎潤一郎への限りな
いリスペクトで満ちた喜劇をぜひご覧ください。
日時 4年1月21日㈮～24日㈪、27日㈭～30

日㈰午後7時　 場所 東洋館

料金
4,500円（一般前売り）
5,000円（一般当日）
3,500円（学生前売り）
4,000円（学生当日）
販売開始日時

12月12日㈰正午

1月21日㈮・22日㈯・
23日㈰・28日㈮

（各2組4人）

問合せ 劇団ドガドガプラス
TEL 090（6309）0585
Eメール info.doga2plus@gmail.com

チケット購入先

CoRichi舞台芸術!▶︎

CoRichi舞台芸術!▶︎

❸

❹

❶ ❷


