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2017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
※入場料・休業日・イベントの詳細等は、各施設へ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。
※美術館・博物館・音楽ホールなどの情報については、9月5日号でお知らせします。

「上野の山」の美術館・博物館・音楽ホールなどで開催される展覧会・コンサートが、
一堂に会するアートフェスティバルです。
「上野の山」の多彩な魅力をお楽しみください。
主催：上野の山文化ゾーン連絡協議会（台東区と上野の山の文化施設などによって組織される協
議会。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に、平成2年に設立。）

その他の文化施設など

講演会シリーズ
費用 無料（②③④⑪は要入館料） 申込方法 往復はがきに希望の講演番号と演題（1枚1講演）
・参

加人数（1枚2人まで）
・参加者全員の氏名（ふりがな）
・代表者の住所・電話番号を書いて下記問
合せ先へ（抽選）※区ホームページからも申込可※①④⑪は申込不要（当日先着順）※⑥⑧⑨は開
催施設への申込も可。詳しくは各施設へ。 申込締切日（必着）②9月4日㈪、③9月27日㈬、⑤10月
6日㈮、⑥⑦10月12日㈭、⑧⑨⑩10月18日㈬、⑫10月23日㈪、⑬⑭⑮10月26日㈭、⑯11月1日
㈬ 問合せ 〒110−8615 台東区役所文化振興課「上野の山文化ゾーン」担当☎（5246）1153
講演番号・演題・講演者名

日時

①再興第102回院展
田渕俊夫、清水由朗、小田野尚之、宮北千織

場所（定員）

9月10日㈰午後2時 東京都美術館講堂
～3時30分
（230人）

②あの人、こんな字！―歴史上の人物たち―《日本 9月13日㈬午後1時 書道博物館2階会議室
編》中村信宏
30分～3時
（12人）
③講演会・近代建築史シリーズ文化財建造物の保存 10月13日㈮ 午 後3 旧岩崎邸庭園洋館1階
と修復～近代建築を中心に～ 小林裕幸
時～4時30分
（80人）
④月例講演会「甲冑入門」
10月21日 ㈯ 午 後1 東京国立博物館平成館
池田宏
時30分～3時
大講堂（380人）
⑤明治維新の実像
10月25日㈬ 午後2 寛永寺大書院
浦井正明
時～3時30分
（150人）
⑥日本学士院第67回公開講演会
「シェイクスピアのロンドン―過ぎゆくもの、変わら
10月28日㈯午後2 日本学士院会館
ざるもの―」
時～5時10分
（150人）
「幼若ホルモンとフェロモンの話―化学で解き明かさ
れる昆虫のくらし―」 玉泉八州男、森謙治
⑦横山大観の真実
10月28日㈯午前10 上野区民館
横山浩一
時30分～11時30分 （80人）
⑧第51回オープンレクチャー「かたちからの道、か
たちへの道」
東京文化財研究所
海を渡った日本絵画―ライプツィヒ民族学博物館 11月2日㈭午後1時
地下1階 セミナー室
30分～4時30分
所蔵「四条河原遊楽図屏風」の紹介をかねて
(60人)
穢土としての身体―日本中世絵画に描かれた病と
死体 江村知子、山本聡美
⑨第51回オープンレクチャー「かたちからの道、か
東京文化財研究所
たちへの道」
11月3日㈷午後1時
地下1階 セミナー室
写された枇杷図―狩野探幽と江戸の再生
30分～4時30分
(60人)
田楽を作る歌仙―伊藤若冲の歌仙図について
小野真由美、馬渕美帆
⑩企画展「フローラ ヤポニカ」特別講演「キューガー 11月3日㈷午後1時 国立科学博物館日本館
デンと植物画」クリスタベル・キング、山中麻須美 30分～3時
2階講堂（100人）
⑪月例講演会「室町時代のやまと絵」
11月4日㈯午後1時 東京国立博物館平成館大
土屋貴裕
30分～3時
講堂（380人）
国際子ども図書館アー
⑫講演会「江戸の絵本〈草双紙〉の世界」
11月5日㈰午後2時 チ棟1階研修室1
（100人）
木村八重子
～4時
対象 中学生以上の方
⑬レクチャーコンサート「音楽と創造性」
11月11日 ㈯ 午 後1
日本芸術院会館（120人）
堤剛
時30分～3時
⑭世界の動物園事情
11月12日 ㈰ 午 後2 東京都美術館講堂
福田豊
時～3時30分
（230人）
⑮レクチャー・コンサート(仮)「ピアノ音楽のたのしみ」11月13日 ㈪ 午 後7 上野学園 石橋メモリアル
山崎紫乃
時～8時30分
ホール（430人）
⑯横山大観の真実
11月18日㈯午前10 上野区民館
横山浩一
時30分～11時30分（80人）

子供から高齢者まで学べる

曜日 回数

講座名

曜日 回数

アンデスの縦笛ケーナ入門

水

やさしい油絵入門

日

簡単！楽しいマジック入門

月

シニアライフセミナーいきがい

〜これからの自分プランづくり〜

金

松坂屋上野店

☎（3832）1111（代表）

今、モダンキルトの時代展《併設》ハッピーキルトマーケット
この秋、新しくてスタイリッシュなアメリカンキルトがやって
くる！ 日時 9月20日㈬～25日㈪午前10時～午後7時30分（8
時閉場） 会場 松坂屋上野店本館6階催事場※要入場料。詳しく
は松坂屋上野店のホームページをご覧になるか、上記へお問合
せください。

上野観光連盟

☎（3832）0084

第18回 上野不忍華舞台
日時 9月30日㈯昼の部は午後0時30分 、夜の部は午後5時開演
場所 水上音楽堂（上野不忍池畔） 出演 浅野祥、平野啓子、ノ
ブ＆フッキー、花園直道、彩 入場料 3,000円（全席指定）
チケット取扱所 水上音楽堂（8月26日㈯〜）上野観光連盟（8月
29日㈫〜9月22日㈮）※詳しくは上記へお問合せください。

▲和太鼓グループ 彩

熊本地震被災文化財等の修復のための募金について
財団では、熊本地震により被災した文化財の修復や、国内の文化財保護のための募金活動を行っ
ています。詳しくは、文化財保護･芸術研究助成財団ホームページをご覧ください。
問合せ （公財）文化財保護･芸術研究助成財団☎（5685）2311

☎（3874）5450

曜日 回数

☎（3861）5063

日時
対象
10月6日～12月8日
はじめての民謡～腹式呼吸と
金 8 （11月3日、24日は休講） 16歳以上
こぶし～
午後2時～4時
9月27日～11月15日
心をいやすハワイアン・フラ
16歳以上
水 8
午後6時30分～8時30分
～美しく体幹を鍛える～
4～7歳の
親子で体験！五感アート～ビッ
10月15日～11月19日
クリ！わくわく工作～
日 5 （11月5日は休講）
子供と保
（託児あり）
午前10時～正午
護者

●根岸社会教育館
〒110－0003 台東区根岸5－18－13

☎（3842）5352

日時
9月27日～11月15日
8
午後6時30分～8時30分
10月8日～12月3日
8 （11月26日は休講）
午後2時～4時
10月30日～12月4日
6
午後2時～4時
10月6日～11月17日
6 （11月3日は休講）
午前10時～正午

德川歴代将軍霊廟特別参拝（要申込）
寛永寺では月に2～3回、
德川歴代将軍の霊廟の特別参拝を実施しています。実施日や申込方法等、
詳しくは寛永寺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 寛永寺☎（3821）4440（土・日曜日・祝日を除く午前10時～午後4時）

講座名

日時
対象
定員 教材費
10月14日～11月18日
身近な食材で始める薬膳料理
土 5 （11月4日は休講）
16歳以上 16人 4,000円
～秋を楽しむ～
午前11時～午後1時
9月26日～12月12日
16歳以上 20人 2,000円
やさしい中国語会話入門
火 12
午後6時30分～8時30分
10月20日～12月22日
はじめての空手ストレッチ～コ
金 8 (11月3日、24日は休講） 16歳以上 20人 無料
コロとカラダを整える～
午後6時30分～8時30分

●千束社会教育館
〒111－0032 台東区浅草4－24－13

寛永寺僧侶と歩く上野公園めぐり
江戸時代、上野公園一帯は東叡山寛永寺の境内でした。寛永寺
僧侶とともに、上野動物園内の旧寛永寺五重塔など、上野公園
の寛永寺ゆかりの諸堂を巡ります。 日程 第1回10月23日㈪、
第2回11月11日㈯ 時間 午後1時30分～3時30分 定員 各20
人（抽選）※解説を交えながら約2時間歩くイベントです。雨
▲寛永寺根本中堂
天の場合は、屋内中心のコースになる場合があります。
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と、德川歴代将軍の霊廟を、フェスティバルに合わせて公開します。
また、天璋院篤姫の墓所も特別に公開します。 日時 10月29日㈰午後2時～3時30分 定員 80
人（抽選）
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆以降、上記記事の共通項目◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
※未就学児の参加は事前に要相談。※足元が悪い場所があり、車イスやベビーカーは利用不可。
※当落に関わらず返信します。※当選者には締切日後に参加券を送付します。開催日の7日前に
なっても返信が届かない場合は、下記へご連絡ください。 申込方法 往復はがきの往信裏面に郵
便番号・住所・氏名（ふりがな）･年齢・電話番号・参加人数（1枚2人まで、2人の場合は同伴者
の氏名･年齢も記入）
・参加希望日（各1人〔組〕1枚のみ申込可）を、返信表面に郵便番号･住所･
氏名を書いて下記問合せ先へ※電話･ファックス･電子メールでの申込不可 申込締切日 9月29日
㈮（必着） 問合せ 〒110−8615 台東区役所文化振興課 ｢公園めぐり｣ または ｢特別公開｣ 担
当☎（5246）1153

●小島社会教育館
〒111－0056 台東区小島1－5－2

に該 当する方 申込方法 往 復はがき（1枚1講
座）に講座名・住所・氏名（ふりがな）・年齢・
性別・電話番号、在勤（学）の方は勤務先（学
校）名・所在地・電話番号を書いて各会場へ（抽
選）※親子対象の講座は、保護者と子供の氏
名（ふりがな）
・年齢・性別を書いてください（原
則、1組は保護 者・子 供 各1人）
。親子対象講
座で、ひとり遊びのできる子供の託児を希望
する方は、
「託児希望」
・保護者と子供の氏名（ふ
りがな）・年齢・性別を書いてください。
申込締切日 9月14日㈭（必着） 問合せ 各会場へ

講座名

☎（3821）4440

生涯学習ラーニングスクエア（第2期）

対象 区内在住か在勤・在学で、下表の「対象」

●社会教育センター
〒110－0015 台東区東上野6－16－8

寛永寺

対象

定員

教材費

16歳以上 20人 2,500円
16歳以上 20人 1,000円
16歳以上 20人 800円
55歳以上 25人

無料

講座名
筆ペン基礎講座～手書きの年賀
状に挑戦しよう！～
やさしい詩吟～みんなで楽しく
詠おう～
来年のあなたの開運法～タロッ
ト中心に占ってみませんか！～

曜日 回数

日時
9月26日～11月14日
火 8
午前10時～正午
10月24日～12月12日
火 8
午後2時～4時
9月27日～11月15日
水 8
午後2時～4時

●今戸社会教育館
〒111－0024 台東区今戸2－26－12
講座名

☎（3876）2103

曜日 回数

☎（3873）4140

日時
10月6日～12月1日
着付けと和のマナー
金 8 （11月3日は休講）
午後2時～4時
9月30日～11月18日
ボイストレーニング～気持ちよ
土 8
く歌うためのいろは～
午前10時～正午
10月3日～10月31日
江戸刺しゅう体験講座～桜の刺
火 5
しゅう入り袱紗づくり～
午後1時30分～3時30分
シニアライフセミナーからだ
9月30日～11月18日
〜地域をフル活用！健康ライフ研 土 8
午後2時～4時
究会〜

対象

定員 教材費
26人 200円
30人 500円
15組 1,800円

定員 教材費

16歳以上 20人 1,000円
16歳以上 20人

無料

16歳以上 20人 500円

対象

定員 教材費

16歳以上 20人

無料

16歳以上 25人 500円
16歳以上 20人 4,000円
55歳以上 20人

無料

●谷中区民館

※こちらの申込み・問合せは〒111−8621 生涯学習センター生涯学習課☎ (5246) 5821

講座名
曜日 回数
日時
対象
定員 教材費
野菜まるごと使い切り～1つの野
10月21日～11月11日、12
土 5
16歳以上 16人 4,000円
菜からいろんな味を～
月2日午前11時～午後2時

【台東区総合戦略進捗検証委員会を開催します（託児あり）
】傍聴希望の方は、事前に電話でお申込みください。 ▷日時 9月7日㈭午後1時30分 ▷申込方法 電
話で右記問合せ先へ ▷託児の申込締切日 8月31日㈭〈台東区企画課☎5246−1013〉

