
ぐるーりめぐりん

台東病院

一葉記念館

http: //www.taitocity.net/zaidan/

台東区立文化施設マップ

◎掲載されている内容は、平成30年10月現在
　のものです。詳しくは、各施設にご確認くだ
　さい。

文化施設「５館共通入館券」好評発売中 「年間パスポート」好評発売中

半券割引サービスのご案内

台東区立の文化施設5館に入館できます。通常より9００円もお得です。

区立文化施設（朝倉彫塑館、下町風俗資料館、一葉記念館、旧東京音楽学校奏楽堂、書道
博物館）の入館券の半券を提示していただければ、半券以外の区立文化施設のいずれか
1館に限り、団体割引料金でご入館いただけます。　※ご利用は１回限り。

パスポート発行施設に購入から１年間、何度でもご入館いただけるお得なパスポートです。            

台
東
区
立
文
化
施
設
マ
ッ
プ

旧東京音楽学校奏楽堂

上野公園8-43　TEL.03-3824-1988
●JR上野駅（公園口） 徒歩10分
●東京メトロ 銀座線・日比谷線・京成上野駅　徒歩15分
●東西めぐりん　旧東京音楽学校奏楽堂下車　徒歩1分

名勝・登録有形文化財

公益財団法人 台東区芸術文化財団
〒110-0004  東京都台東区下谷 1-2-11　TEL 03-5828-7590（代表）

発行：平成30年10月

下町風俗資料館付設展示場「旧吉田屋酒店」

上野桜木2-10-6　TEL.03-3823-4408
●東京メトロ千代田線　根津駅　徒歩10分
●都バス（上26）谷中下車　徒歩1分
●東西めぐりん　旧吉田屋酒店下車　徒歩1分
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書道博物館

根岸2-10-4　TEL.03-3872-2645
●JR鶯谷駅（北口）徒歩5分
●北めぐりん（根岸回り）　入谷区民館根岸分館下車　徒歩3分
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●JR・京成・東京メトロ銀座線・日比谷線 上野駅　徒歩5分
●東西めぐりん　不忍池、  京成上野駅下車　徒歩2分
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朝倉彫塑館

谷中7-18-10
TEL.03-3821-4549
●JR、京成、日暮里・舎人ライナー 日暮里駅（北改札口を出て西口）徒歩5分

北めぐりん
入谷区民館根岸分館
（書道博物館）

重要文化財

旧東京音楽学校奏楽堂
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●東西めぐりん　谷中霊園入口下車　徒歩8分

●対象施設　朝倉彫塑館
　　　　　　下町風俗資料館
　　　　　　一葉記念館
　　　　　　旧東京音楽学校奏楽堂
　　　　　　書道博物館     
●料　　金　1,0００円（通常料金１，9００円）     

●販売施設　朝倉彫塑館、下町風俗資料館、一葉記念館、旧東京音楽学校奏楽堂、書道博物館
（販売のみ）　台東区役所９階文化振興課、台東区芸術文化財団事務局     
●料　　金　朝倉彫塑館
　　　　　　下町風俗資料館      　　　　　　
　　　　　　一葉記念館
　　　　　　旧東京音楽学校奏楽堂
　　　　　　書道博物館 　　　　　
●有効期限　購入日から1年間

竜泉3-18-4　
TEL.03-3873-0004
●東京メトロ日比谷線　
　三ノ輪駅　徒歩10分
●つくばエクスプレス
　浅草駅　徒歩15分
●都バス（都08）
　竜泉下車　徒歩3分
●北めぐりん（根岸回り）
　一葉記念館入口下車
　徒歩2分
●ぐるーりめぐりん
　一葉記念館下車　徒歩５分

1,000円
600円
600円
600円

1,000円

●販売場所　対象施設５館の各窓口
　　　　　　浅草文化観光センター
　　　　　　台東区役所1階Shopたいとう
　　　　　　台東区役所９階文化振興課
　　　　　　台東区芸術文化財団事務局
●有効期限　購入日から1年間

都指定史跡

京成上野駅



〈下町風俗資料館の催し〉
伝統工芸実演会　毎年４月・９月に８日間程度
下町の様ざまな伝統工芸の展示・実演を行います。
街頭紙芝居実演：
毎月第１日曜日／午後１時・２時・３時の３回
伝統工芸実演：
毎月第２日曜日／午後１～４時

１階には、古き良き江戸の風情をとどめる大正時代の東京・下町の街並みを
再現しています。通りに面した商家と狭い路地に囲まれた長屋、それぞれの
建物の中には様ざまな調度品や生活道具があります。これらはすべて実際に
使われていたもの、長い間、大切にされて今ここにあるものです。商家・長
屋にはどうぞ上がってご覧ください。四季
折々の下町の風情と暮らしが体感できるは
ずです。また２階には、各コーナーに分け
て台東区を中心とした下町地域にゆかりの
資料、生活道具や玩具、さらに季節やそれ
に応じた年中行事に関連するものなど、様
ざまな資料を展示しています。

長屋と路地（１階）

商いに使った樽や秤

●入 館 料： 無料
●開館時間： 午前9時30分～午後4時30分
●休 館 日： 月曜日（祝休日と重なる場合は翌平日）／年末年始
●所 在 地： 台東区上野桜木2-10-6　　（03）3823-4408
　　　　　 　〔東京メトロ千代田線根津駅徒歩10分、都バス（上26）谷中
 　　 下車徒歩1分、東西めぐりん旧吉田屋酒店下車徒歩1分〕

http://www.taitocity.net/zaidan/shitamachi/sitamachi_annex/

吉田屋酒店は、旧谷中茶屋町（現谷中６丁目）の一角にあった江戸時代以来の老舗で、
昭和61年（1986）まで営業していました。江戸商家の建築様式を今に伝える建物は、明
治43年（1910）に建築されたものです。正面は軒下に桁が張り出した「出桁造り」で、二重
にされた１階の出桁は商家特有の長い庇を支えています。また出入り口には、横長の板
戸と格子戸を上げ下げして開閉する「揚戸」が設けられています。入口の上に戸を納め
るため、間口が広く使え、商品の運搬・販売に都合のよい構造となっています。館内には、
秤、徳利、樽、宣伝用ポスターなど関連資料を展示
しています。

あげ と

だしげたづく

〈一葉記念館の催し〉
特別展、企画展の他、朗読サロン
やくずし字解読講座などを行います。
また、11月23日は一葉の命日にち
なみ、「一葉祭」として無料公開
し、催し物を行います。

一葉女史肖像
晩年の頃

なからいとうすい 

一葉記念館は、昭和36年（1961）に我が国初の女性作家の単独
文学館として開設されました。その後40年余りを経て老朽化が進
み、樋口一葉が「新五千円札の肖像」に採用されたことを機に、平
成18年（2006）11月１日にリニューアルオープンしました。
当館には、一葉直筆の「たけくらべ」未定稿、小説の師・半井桃水と
の書簡、下谷龍泉寺町に小店を開いた時の仕入帳など、一葉に
関する貴重な資料、文献を所蔵しています。
また、一葉が住んでいた頃の下谷龍泉寺町の家並み風景や一葉
旧宅の模型等も展示しています。

●入 館 料： 一般300円（200円）／小・中・高校生100円（50円）
　　　　　 　※（  ）内は、20人以上の団体料金
　　　　　 　※障害者手帳、特定疾患医療受給者証提示者及びその
　　　　　　　　 介護者は無料となります。
　　　　　 　※毎週土曜日は台東区在住・在学の小中学生とその引率者は
　　　　　　　　 無料となります。
●開館時間： 午前9時～午後4時30分（入館は4時まで）
●休 館 日： 月曜日（祝休日と重なる場合は翌平日）
　　　　　 　／年末年始／特別整理期間等
●所 在 地： 台東区竜泉3-18-4　☎（03）3873-0004
　　　　　 　〔東京メトロ日比谷線三ノ輪駅徒歩10分、つくばエクスプレス浅草駅徒歩15分、
　　　　　 　   都バス（都08）竜泉下車・徒歩3分、北めぐりん一葉記念館入口下車徒歩2分、
　　　　　　　　　　  ぐるーりめぐりん一葉記念館下車徒歩5分〕

http://www.taitocity.net/zaidan/ichiyo/

重要文化財

「ホール全景」
創建当時の姿を伝える音楽ホール。
随所に音楽ホールとしての工夫が見られます。

「パイプオルガン」
イギリスのアボット・スミス社製。
パイプの総数は1,379本。

●入 館 料： 一般500円（300円）／小・中・高校生250円（150円）
　　　　　 　※（  ）内は、20人以上の団体料金
　　　　　 　※障害者手帳、特定疾患医療受給者証提示者及びその
　　　　　　　　 介護者は無料となります。
　　　　　 　※毎週土曜日は台東区在住・在学の小中学生とその引率者は
　　　　　　　　 無料となります。
●開館時間： 午前9時30分～午後4時30分（入館は4時まで）
●休 館 日： 月曜日（祝休日と重なる場合は翌平日）
　　　　　 　／年末年始／特別整理期間等
●所 在 地： 台東区根岸2-10-4 　（03）3872-2645
　　　　　   〔JR鴬谷駅（北口）徒歩5分、北めぐりん入谷区民館
　　　　　 　根岸分館（書道博物館）下車徒歩3分〕

http://www.taitocity.net/zaidan/shodou/

中村不折胸像

書道博物館は洋画界と書道界の両分野において大きな足跡を
残した中村不折（慶応２年（1866）～昭和18年（1943））が、漢字
の歴史をたどる貴重なコレクションを収蔵した博物館として昭和
11年（1936）に開館いたしました。
博物館には、亀甲獣骨文、青銅器、石碑、鏡鑑、法帖、経巻文書
など、不折が書道研究のために収集した、中国及び日本の書道
に関する古美術品、考古出土品など、重要文化財12点、重要美

術品５点を含む約16,000点が収
蔵されています。
書道博物館は本館と中村不折記念館からなり、本館
は金石類の常設展示を、中村不折記念館には紙本墨
書類を展示しています。また、記念館には中村不折記
念室があります。

なかむら ふ せつ

きっこうじゅうこつぶん きょうかん ほうじょう きょうかんもんじょ
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●入 館 料： 一般300円（200円）／小･中･高校生100円（50円）
　　　　　 　※（  ）内は、20人以上の団体料金
　　　　　 　※障害者手帳、特定疾患医療受給者証提示者及びその
　　　　　　　　 介護者は無料となります。
　　　　　 　※毎週土曜日は台東区在住・在学の小中学生とその引率者は
　　　　　　　　 無料となります。
●開館時間：〔3月～10月〕午前9時30分～午後5時30分（入館は5時まで）
　　　　　　〔11月～2月〕午前9時30分～午後4時30分（入館は4時まで）
●休 館 日： 月曜日（祝休日と重なる場合は翌平日）
　　　　　 　／12月29日～1月1日／特別整理期間等
●所 在 地： 台東区上野公園2-1　　（03）3823-7451
　　　　　 　〔JR･京成･東京メトロ銀座線･日比谷線上野駅徒歩5分
 　　  東西めぐりん不忍池、京成上野駅下車徒歩2分〕

http://www.taitocity.net/zaidan/shitamachi/

「たけくらべ」未定稿  

清酒・ビールなどのポスター

〈書道博物館の催し〉
  特別展・企画展　年3～4回開催
書道博物館収蔵品を、テーマに基づき体系的に
展示しています。 中村不折｢海内無双美男子不折山人自惚之像｣

〈旧東京音楽学校奏楽堂の催し〉
・ 奏楽堂日本歌曲コンクール(歌唱部門・作曲部門)
　  毎年5月に開催。
・ 藝大生による木曜コンサート
　  原則として毎月第3木曜日(午後２時　入場料500円)
・ 日曜コンサート
　  毎週日曜日(午後２時と3時の2回　通常の入館料300円)
　  ※第5日曜日のみ午後2時　入場料500円

奏楽堂は東京音楽学校（現東京藝術大学音楽学部）
の校舎施設として明治23年（1890）に建てられた、日本
最古の洋式音楽ホールです。このホールで西洋音楽
の名曲が上演され、当時の人 に々衝撃と感動を与えま
した。
時を経て老朽化した奏楽堂は、昭和62年（1987）に台
東区によって東京藝術大学から現在の地に移築・復
原され、翌年には重要文化財の指定を受けました。
舞台中央にあるパイプオルガンも、コンサート用としては
日本最古のものです。昭和３年（1928）に徳川頼貞侯
が東京音楽学校に寄贈したもので、現在でもその演
奏を聴くことができます。

銭湯の番台（2階）

●入 館 料： 一般500円（300円）／小・中・高校生250円（150円）
　　　　　 　※（  ）内は、20人以上の団体料金
　　　　　 　※障害者手帳、特定疾患医療受給者証提示者及びその
　　　　　　　　 介護者は無料となります。
　　　　　 　※毎週土曜日は台東区在住・在学の小中学生とその引率者は
　　　　　　　　 無料となります。
●開館時間： 午前9時30分～午後4時30分（入館は4時まで）
●休 館 日： 月・木曜日（祝休日と重なる場合は翌平日）
　　　　　 　／年末年始／特別整理期間等
●所 在 地： 台東区谷中7-18-10　              （03）3821-4549
　　　　　 　〔JR、京成、日暮里・舎人ライナー日暮里駅（北改札口を出て西口）
　　　　　　　 徒歩5分、東西めぐりん谷中霊園入口下車徒歩8分〕

http://www.taitocity.net/zaidan/asakura/

名勝・登録有形文化財

朝倉文夫

《墓守》明治43年（1910）

朝倉彫塑館は、近代日本を代表する彫刻家　朝倉文夫
（明治16年（1883）～昭和39年（1964））のアトリエと住
居だった建物です。朝倉は明治40年（1907）にこの地にア
トリエと住居を構えました。当初は小さなものでしたが、
増改築を繰り返し、昭和10年（1935）、今のかたちになりま
した。建物は朝倉が自ら設計しており、細部にいたるまで
造形を追求し、工夫を凝らしている点が注目されます。
平成13年（2001）に主な建物は国有形文化財に登録さ
れ、平成20年（2008）には敷地全体が＜旧朝倉文夫氏
庭園＞として国名勝に指定されています。
代表作をはじめとする彫刻作品、建築、庭園を通して朝倉
文夫の世界をご堪能いただける施設です。

〈朝倉彫塑館の催し〉
常設展示
　朝倉彫塑館収蔵品を展示しています。
　常設展示の一部にテーマを設け、特集展示しています。
特別展（年1回）

※入館時には靴下の着用をお願いたします。

●所 在 地：台東区上野公園8-43☎（03）3824-1988
　　　　　         〔JR上野駅（公園口）徒歩10分・東京メトロ銀座線・日比谷線・京成線
　　　　　 　上野駅 徒歩15分・東西めぐりん旧東京音楽学校奏楽堂下車徒歩1分〕

http://www.taitocity.net/zaidan/sougakudou/

●公 開 日：日・火・水曜日のほか、ホール使用のない日
●入 館 料：一般300円(200円)／小・中・高校生100円(50円)
　　　　　　  ※(　)内は、20人以上の団体料金
　　　　　　  ※障害者手帳提示者、特定疾患医療受給者証提示者及びその介護者は無料となります
　　　　　　  ※毎週日曜日は台東区在住・在学の小・中学生とその引率者は無料となります
●開館時間：午前9時30分～午後4時30分(入館は4時まで)
●休 館 日：月曜日（祝休日と重なる場合は翌平日）／年末年始／特別整理期間

都指定史跡


