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Event Guide

イベントガイドイベントガイド 冬号2020.
1－3月

1月4日（土）～3月1日（日）
明時代の中期に活躍した文徴明（1470～1559）は、蘇州における芸苑の
領袖として君臨し、90歳の長寿を全うしました。古典をよく学んだ気品ある作
風は一世を風靡し、後世にも大きな影響を与えました。海を隔てた日本も例
外ではなく、江戸時代には文徴明の書画が人気を博しました。2020年は
文徴明の生誕550年にあたります。このたび17回目を迎える連携企画では、
国内に現存する文徴明や同時代に活躍した文人たちの書画に焦点をあ
て、文徴明の魅力に迫ります。

問合せ：台東区立書道博物館　台東区根岸2-10-4
電話：03-3872-2645　http://www.taitocity.net/zaidan/shodou/

【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（ただし1/13、２/24は開館）、１/14（火）、2/25（火）
　　　　　 展示替えと年末年始による休館日：12/16（月）～1/3（金）
【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

特別展「生誕550年記念 文徴明とその時代」

草書千字文冊　文徴明筆　
明時代・嘉慶14年（1535）　書道博物館蔵
千字文は文字を学ぶための教材で、漢字千文字を
覚えやすいように四字一句にしたもの。

菊花文禽図軸　沈周筆　
明時代・正徳4年（1509）
大阪市立美術館蔵
沈周は文徴明の絵画の師匠
で、花や鳥を得意とした当時
の人気画家だった。

停雲館帖　文徴明編　
明時代・16世紀　書道博物館蔵
文徴明が歴代の書の名品を集めて編集し
たもの。図は王羲之の名品「姨母帖」。

みん ぶんちょうめい そしゅう げいえん

りょうしゅう

書道博物館

2月24日（月・休）まで

特別展『「江戸風俗人形」の世界
～建物・人物・小物の三位一体の妙～』

「江戸風俗人形」は、建物、人形、小物を制作する三人の職人
技が合体し、一つの作品となったもので、優美な花街の廓を再現
したものです。精緻なミニチュアの世界をお楽しみください。

【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）、12/29～1/1、2/25～2/28
【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

問合せ：台東区立下町風俗資料館　台東区上野公園2-1
電話：03-3823-7451　http://www.taitocity.net/zaidan/shitamachi/

下町風俗資料館

会場・問合せ：台東区立旧東京音楽学校奏楽堂  台東区上野公園8-43
電話：03-3824-1988 http://www.taitocity.net/zaidan/sougakudou/

旧東京音楽学校奏楽堂
ニューイヤーコンサート2020
◆１月２日（木） 住谷美帆サクソフォンリサイタル
～きらめく春色の旋律～
【曲目】メンデルスゾーン/山口泰平編 : 春の歌 
　　　グラズノフ : サクソフォン協奏曲 
　　　サン=サーンス : 序奏とロンド・カプリチオーソ　他
【出演】サクソフォン：住谷 美帆　　ピアノ：AKI マツモト

◆１月３日（金） あらたまの 年の始めの 薩摩琵琶
～旧奏楽堂のオルガン100歳を寿ぎて～
【曲目】琵琶楽『羽衣』～琵琶三面と四拍子の競演～
　　　パイプオルガンと琵琶の競演『春の宴』
　　　薩摩琵琶独奏『那須与一』　他
【出演】薩摩琵琶：友吉 鶴心、吉永 鶴奏、水島 結子   　
　　　太鼓：望月 左太晃郎、大鼓：望月 左太助
　　　小鼓：望月 左太寿郎、笛：鳳声 和也
　　　パイプオルガン：千田 寧子
【開演】各回午後２時30分(午後２時開場)

チケット好評発売中！
販売場所 ○チケットぴあ（TEL：０５７０-０２-９９９９　Pコード１６９-４７８）
             ○台東区立旧東京音楽学校奏楽堂 (窓口販売のみ)

各回２,０００円（全席自由）※未就学児入場不可

【主な展示作品】

「江戸風俗人形」
の全景
（2014年撮影）

台東リバーサイドスポーツセンター　台東区今戸1-1-10　電話：03-3872-3181http://www.taitocity.net/zaidan/riverside/

スポーツ Sportsスポーツ Sports

幼児運動教室【第6期】

イベントスケジュール Event scheduleイベントスケジュール Event schedule

色々な運動を通じて子供たちに体を動かす楽しさを体感してもらう教室です。 

はがきでの申込先：〒111-0024　台東区今戸1-1-10　台東リバーサイドスポーツセンター管理事務所「幼児運動教室」担当まで

※掲載情報は、2019年12月現在のもので、今後都合により内容が変更になる場合があります。予めご了承ください。

弦楽アンサンブル≪TGS≫コンサート
14:00開演（会場　旧東京音楽学校奏楽堂）
重要無形文化財「雅楽」令和特別公演 「宮中雅楽の夕べ」
16:00開演（会場　浅草公会堂）

常設展示内  特集「《墓守》110年 朝倉文夫の苦悩」

特別展『「江戸風俗人形」の世界 ～建物・人物・小物の三位一体の妙～』

台東区上野公園２-１　電話：０３-３８２３-７４５１
http://www.taitocity.net/zaidan/shitamachi/台東区立下町風俗資料館

台東区谷中７-１８-１０　電話：０３-３８２１-４５４９
http://www.taitocity.net/zaidan/asakura/台東区立朝倉彫塑館

台東区竜泉３-１８-４　電話：０３-３８７３-０００４ 
http://www.taitocity.net/zaidan/ichiyo/台東区立一葉記念館

1/15、2/19、3/18

台東区下谷1-2-11　電話：03-5828-7591
http://www.taitocity.net/zaidan/台東区芸術文化財団 

1/18（土）

2/8（土）

2/15（土）

3/14（土）

重要文化財で聴く 心に寄り添う日本の歌Ⅱ
14:30開演（会場　旧東京音楽学校奏楽堂）
浅草芸能大賞 ※事前申込制
15:00開演（会場　浅草公会堂）

12/21（土）～3/4（水）

ギャラリートーク
14:00～（30分程度）　※要入館料
バックヤードツアー
9:25～（10分程度） ※事前申込制、要入館料

2/5、12、26、3/4、11

建築ツアー
14:00～（30分程度）　※要入館料

常設展示内 特集「ASAKURA ZOO」

2/5、12、26、3/4、11

3/6（金）～6/14（日）予定

12/7（土）～2/24（月休）

1/2（木）
獅子舞・大黒舞実演　上野囃子保存会  10:00～/15:00頃～ ※要入館料

1/3（金）

1/7（火）

南京玉すだれ実演　よしやるぞう氏
13:00～/15:00～　※要入館料
江戸凧（やっこ凧）製作実演　清水廣之氏
13:00～16:00　※要入館料
街頭紙芝居実演　スズキスズ氏（1,3月）　みはしとら氏（2月）
13:00～/14:00～/15:00～　※要入館料

1/5（日）、2/2（日）
3/1（日）
1/12（日）、2/9（日）、
2/23（日）、3/8（日）

1/25（土）

2/25（火）～28（金）

2/22（土）

3/28（土）

伝統工芸実演会　13:00～16:00　※要入館料 1/12:木版画彫刻／石井寅男氏、 
2/9:神仏具錺師／川島利之氏、2/23:江戸文字／永瀬博久氏、3/8:創型彫刻／日花和子氏
こども土曜塾　「ミシンの糸巻きを利用して力強いブルドーザーを作ろう！」
10:00～/14:00～　対象：小学生(小学生未満は不可)　※当日受付のみ
こども土曜塾　「桃の節句に備えて　花の器を作ろう！」
10:00～/14:00～　対象：小学生(小学生未満は不可)　※当日受付のみ

展示替え作業に伴う臨時休館

こども土曜塾　「紙カラクリを利用して　いろいろな手拍子人形を作ろう！」
10:00～/14:00～　対象：小学生(小学生未満は不可)　※当日受付のみ

台東区根岸2-10-4　電話：03-3872-2645  
http://www.taitocity.net/zaidan/shodo/台東区立書道博物館

1/4(土)～3/1(日) 特別展 『生誕５５０年記念　文徴明とその時代』

文化カレッジⅡ「一葉と向田邦子」 講師：鴨下信一氏（プロデューサー・演出家）
13:30～　※要申込、参加費1,000円(当日払い、別途要入館料)

2/8（土)・15(土) 文学講座「朗読の楽しみ」　講師：田中泰子氏（朗読家）
13:30～　※要申込、参加費2,000円(2回分、当選後事前払込、別途要入館料)

3/22(日)

台東区上野公園８-４３　電話：０３-3824-1988
http://www.taitocity.net/zaidan/sougakudou/旧東京音楽学校奏楽堂

朗読サロン　出演：津田千代子氏（朗読家）
13:30～　※要申込、参加費1,000円(当選後事前払込、別途要入館料)

毎月第１～第４日曜日

1/2（木）

1/3（金）

1/16（木）

2/20（木）

2/24(月・祝）

3/5（木）

3/26（木）

3/29（日）

日曜コンサート(第１・3日曜日「チェンバロ」、第2・4日曜日「パイプオルガン」）
14:00・15:00にそれぞれ各30分程度演奏します 　入館料 300円
ニューイヤーコンサート2020　住谷美帆サクソフォンリサイタル
～きらめく春色の旋律～ 14:30開演　入場料 2,000円
ニューイヤーコンサート2020　あらたまの 年の始めの 薩摩琵琶
～旧奏楽堂のオルガン100歳を寿ぎて～ 14:30開演　入場料 2,000円
藝大生による木曜コンサート「声楽」　
14:00開演　入場料500円
藝大生による木曜コンサート「指揮」　
14:00開演　入場料500円
体験教室「パイプオルガンとチェンバロを弾いてみよう」
2020年1月から参加者募集予定

上野学園大学による午後のコンサート
14:00開演　入場料500円
藝大生による木曜コンサート「室内楽」
14:00開演　入場料500円
日曜特別コンサート
14:00開演　入場料500円

1/19（日）、2/4（火）

3/29（日）

お宝絵刷り体験　淡路保孝氏 13:00～　※要入館料

1/25（土）

ギャラリートーク
1/19:10:00～、13:30～ 2/4:11:00～ ※要事前申込
ワークショップ
1/19、2/4の開館時間中随時（参加費 100円）※事前申込不要

みんなが見たい優品展　パート１６

サクラ＊ギャラリートーク
10:00～、13:30～　※要事前申込

※3/30（月）は各館とも開館します。

【土曜日クラス】
2月8日・15日・22日・29日・3月7日・
14日・21日　【全7回】
　午前9時30分～午前10時30分　
　３歳児コース
　午前11時～午後0時　４歳児コース

会場：リバーサイドスポーツセンター幼児室
定員：各コース　各10名
申込締切：1月15日(水)

※往復ハガキにて申込受付。詳しくはHPをご覧下さい。

【金曜日クラス】
2月７日・1４日・2１日・28日・3月6日・13日・27日　【全7回】
　午後2時30分～午後3時30分　４歳児コース
　午後4時～午後5時　５歳児コース

【バドミントン】、【バレーボール】、【バスケットボール】、【アーチェリー】、
【柔道】、【剣道】、【空手】、【相撲】、【バウンドテニス】、【太極拳】、【卓球】、
【弓道】、【ビーチボール】【音楽体操】、【トレーニング室】、【陸上競技】、
【少年野球】
※詳しくは、HPをご覧ください。
※一部を除き祝日は実施しません。
※用具の貸し出しはありません。

小・中学生のための一般開放
【弓道】、【柔道】、【バドミントン】、
【バスケットボール】、【陸上競技】

一般開放

※詳しくは、HPをご覧ください。
※祝日は実施しません。
※用具の貸し出しはありません。

個人で楽しむことが出来ます。お気軽にご参加ください。

まっと

（各水曜）

（各水曜）

（各水曜）

3/13（金）～6/14（日）

ワークショップ
開館時間中随時（参加費 100円）※事前申込不要


