
No 行 事 名
開催日

（開催期間）
開催時間等
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ホームページ 特記事項・注意事項

1
子供対象１日考古学教室「こども勾玉（まが
たま）教室」

10月5日（土）

①10:30～
12:00
②14:00～
15:30

台東区生涯学習センター1階アトリウム
（台東区西浅草3-25-16）

台東区教育委員会生涯学習課
(03-5246-5852)

http://www.city.taito.lg.jp/
定員各回30人（先着順）、事前申込不要、
参加費無料

2 文化財講座「『武蔵国豊島郡之記』を読む」 10月19日（土） 14:00～16:00
台東区生涯学習センター5階504教育研
修室（台東区西浅草3-25-16）

台東区教育委員会生涯学習課
(03-5246-5852)

http://www.city.taito.lg.jp/
定員40人（先着順）、要事前申込、参加費
無料

3
文化財講座「子どもたちと日本の近代教育
―運動会をめぐって―」（仮）

10月20日（日） 14:00～16:00
台東区生涯学習センター3階301研修室
（台東区西浅草3-25-16）

台東区教育委員会生涯学習課
(03-5246-5852)

http://www.city.taito.lg.jp/
定員30人（抽選）※応募多数の場合は区内
在住の方優先、要事前申込、参加費無料

4
文化財講座「台東区内の遺跡について」
（仮）

11月2日（土） 未定
台東区生涯学習センター3階303会議室
（台東区西浅草3-25-16）及び現地（未
定）

台東区教育委員会生涯学習課
(03-5246-5852)

http://www.city.taito.lg.jp/
定員20人（抽選）※応募多数の場合は区内
在住の方優先、要事前申込、参加費無料

5 文化財講座「浅草寺の考古学」（仮） 11月10日（日） 14:00～16:00
台東区生涯学習センター3階301研修室
（台東区西浅草3-25-16）

台東区教育委員会生涯学習課
(03-5246-5852)

http://www.city.taito.lg.jp/
定員30人（抽選）※応募多数の場合は区内
在住の方優先、要事前申込、参加費無料

6
文化財講座「台東区映像アーカイブ上映会
ｐａｒｔ.８」（仮）

11月16日（土） 14:00～15:30
台東区生涯学習センター5階501コン
ピューター研修室（台東区西浅草3-25-
16）

台東区教育委員会生涯学習課
(03-5246-5852)

http://www.city.taito.lg.jp/
定員20人（抽選）※応募多数の場合は区内
在住の方優先、要事前申込、参加費無料

7 重要文化財「不動明王」公開
10月3日（木）～12
月24日(祝）

10時～16時/
月～水休み
12/24は15時
まで

横山大観記念館（台東区池之端1丁目4
番24号）

横山大観記念館（03-3821-
1017）

http://taikan.tokyo/ 入館料：大人800円他

8
講演会「横山大観と近代日本画の材料」
講師：荒井経氏(東京藝術大学教授）

10月26日（土） 13：30～15：00
上野区民館 401集会室（台東区池之端
1丁目1番12号）

横山大観記念館（03-3821-
1017）

http://taikan.tokyo/
参加無料：先着順(80名）整理券は12時半
より配布開始

9 令和元年記念展「大観のやまとごごろ」
10月３日（木）
～12月20日(金）

10時～16時/
月～水休み
12/20は15時
まで

横山大観記念館（台東区池之端1丁目4
番24号）

横山大観記念館（03-3821-
1017）

http://taikan.tokyo/ 入館料：大人800円他

10
講演会「大観と贋作」
講師：横山浩一氏（大観の曾孫）

11月24日(日） 13：30～15：00
上野区民館 401集会室（台東区池之端
1丁目1番12号）

横山大観記念館（03-3821-
1017）

http://taikan.tokyo/
参加無料：先着順(80名）整理券は12時半
より配布開始

11
企画展
「浅草仲見世」

9月20日（金）～12
月15日（日）

図書館の開館
日・開館時間
に同じ

台東区立中央図書館
（台東区西浅草3-25-16）

台東区立中央図書館
(03-5246-5911)

http://www.city.taito.lg.jp/in
dex/library/kyodo/kikakute
n/asakusanakamise.html

入館無料・予約なし

12
企画展「浅草仲見世」関連イベント
第１回トーク・イベント
「近世～近代の浅草の転換期」

10月6日（日）
14時～15時30
分

台東区生涯学習センター 504教育研究
室
（台東区西浅草3-25-16）

台東区立中央図書館
(03-5246-5911)

http://www.city.taito.lg.jp/in
dex/library/kyodo/kikakute
n/asakusanakamise.html

参加費無料
定員90名（要申込）

13
企画展「浅草仲見世」関連イベント
図書館職員によるギャラリー・トーク

11月10日（日）
16時15分～16
時45分

台東区生涯学習センター 504教育研究
室
（台東区西浅草3-25-16）

台東区立中央図書館
(03-5246-5911)

http://www.city.taito.lg.jp/in
dex/library/kyodo/kikakute
n/asakusanakamise.html

参加費無料
定員20名（要申込）

14
企画展「浅草仲見世」関連イベント
第２回トーク・イベント
「日本最古の商店街 仲見世」

12月8日（日）
14時～15時30
分

台東区生涯学習センター 504教育研究
室
（台東区西浅草3-25-16）

台東区立中央図書館
(03-5246-5911)

http://www.city.taito.lg.jp/in
dex/library/kyodo/kikakute
n/asakusanakamise.html

参加費無料
定員90名（要申込）

<13 東京都>

第６６ 回（令和元年度）「文化財保護強調週間」関連行事一覧表



15
池波正太郎記念文庫 文学散歩と講座
「池波正太郎が描いた江戸 護国寺～雑
司ヶ谷～早稲田篇」

【講座】
11月2日（土）
【散歩】
11月9日（土）
11月16日（土）
講座と散歩（どち
らか1回）はセット

【講座】
14時～16時
【散歩】
13時～（予定）

【講座】
台東区生涯学習センター 301研修室
（台東区西浅草3-25-16）
【散歩】
護国寺駅～早稲田駅（予定）

池波正太郎記念文庫
（03-5246-5915）

https://www.taitocity.net/ta
i-lib/ikenami/index.html

100円（保険料）
定員40名（事前申込制）

16
企画展
「池波作品の舞台は今！『剣客商売』」

10月18日（金）
～12月18日（水）

中央図書館の
開館日・開館
時間に同じ

池波正太郎記念文庫
（台東区立中央図書館内）
（台東区西浅草3-25-16）

池波正太郎記念文庫
（03-5246-5915）

https://www.taitocity.net/ta
i-lib/ikenami/index.html

入館無料・予約なし

17
特別展「朝倉彫塑館の白と黒 CONTRAST
：Color, Material and Texture」

9月7日（土）～
12月15日（日）

9:30～16:30
（入館は
16:00まで）

台東区立朝倉彫塑館
（台東区谷中7-18-10）

台東区立朝倉彫塑館
（03-3821-4549）

http://www.taitocity.net/zai
dan/asakura/

入館料：大人・大学生500円、
小・中・高学生250円
入館には靴下の着用をお願いいたします

18
特別展関連イベント
講演会「朝倉彫塑館のかたちと色と素材感」

9月14日（土）
13：00～
（90分程度）

台東区谷中区民館
（台東区谷中谷中5-6-5）

台東区立朝倉彫塑館
（03-3821-4549）

http://www.taitocity.net/zai
dan/asakura/

参加費：ひとり1000円
往復はがきによる事前申込み制（9月1日必
着）

19
特別展関連イベント
スペシャリスト★トーク

11月4日（月・
休）

14：00～
（30分程度）

台東区立朝倉彫塑館
（台東区谷中7-18-10）

台東区立朝倉彫塑館
（03-3821-4549）

http://www.taitocity.net/zai
dan/asakura/

参加費：無料(入館料別)
入館料：大人・大学生500円、
小・中・高学生250円
入館には靴下の着用をお願いいたします

20 樋口一葉と明治の文芸雑誌
11月2日（土）～1
月26日（日）

9:00～16:30
台東区立一葉記念館
(台東区竜泉3-18-4）

台東区立一葉記念館
（03-3873-0004）

http://www.taitocity.net/zai
dan/ichiyo

大人300円、小中高生100円

21 上野学園大学による午後のコンサート  10月3日（木） 午後2時開演
台東区立旧東京音楽学校奏楽堂
（台東区上野公園８－４３）

台東区立旧東京音楽学校奏楽堂
（０３－３８２４－１９８８）

http://www.taitocity.net/zai
dan/sougakudou

 入場料：500円（全席自由）

22 日曜コンサート
 10月6日、20日

13日、2７日
午後2時開演
午後3時開演

台東区立旧東京音楽学校奏楽堂
（台東区上野公園８－４３）

台東区立旧東京音楽学校奏楽堂
（０３－３８２４－１９８８）

http://www.taitocity.net/zai
dan/sougakudou

 入館料：300円（全席自由）

23 藝大生による木曜コンサート「古楽」 10月24日（木） 午後2時開演
台東区立旧東京音楽学校奏楽堂
（台東区上野公園８－４３）

台東区立旧東京音楽学校奏楽堂
（０３－３８２４－１９８８）

http://www.taitocity.net/zai
dan/sougakudou

 入場料：500円（全席自由）

24 日曜コンサート
11月3日、10日

17日、24日
午後2時開演
午後3時開演

台東区立旧東京音楽学校奏楽堂
（台東区上野公園８－４３）

台東区立旧東京音楽学校奏楽堂
（０３－３８２４－１９８８）

http://www.taitocity.net/zai
dan/sougakudou

 入館料：300円（全席自由）

25 藝大生による木曜コンサート「作曲」 11月7日（木） 午後2時開演
台東区立旧東京音楽学校奏楽堂
（台東区上野公園８－４３）

台東区立旧東京音楽学校奏楽堂
（０３－３８２４－１９８８）

http://www.taitocity.net/zai
dan/sougakudou

 入場料：500円（全席自由）

26
奏楽堂日本歌曲コンクール30周年
記念コンサート

11月30日（土） 午後3時開演
台東区立旧東京音楽学校奏楽堂
（台東区上野公園８－４３）

台東区立旧東京音楽学校奏楽堂
（０３－３８２４－１９８８）

http://www.taitocity.net/zai
dan/sougakudou

 入場料：3000円（全席自由）

27 日曜コンサート
12月1日、15日

22日
午後2時開演
午後3時開演

台東区立旧東京音楽学校奏楽堂
（台東区上野公園８－４３）

台東区立旧東京音楽学校奏楽堂
（０３－３８２４－１９８８）

http://www.taitocity.net/zai
dan/sougakudou

 入館料：300円（全席自由）

28
N響シリーズ「ブランデンブルク協奏曲」
全曲演奏会

12月8日（日） 午後2時開演
台東区立旧東京音楽学校奏楽堂
（台東区上野公園８－４３）

台東区立旧東京音楽学校奏楽堂
（０３－３８２４－１９８８）

http://www.taitocity.net/zai
dan/sougakudou

 入場料：5000円（全席指定）

29 藝大生による木曜コンサート「打楽器」 12月19日（木） 午後2時開演
台東区立旧東京音楽学校奏楽堂
（台東区上野公園８－４３）

台東区立旧東京音楽学校奏楽堂
（０３－３８２４－１９８８）

http://www.taitocity.net/zai
dan/sougakudou

 入場料：500円（全席自由）

30 漢字のなりたち-古代文字の世界-
6月25日（火）～12
月15日（日）

9：30～16：30
台東区立書道博物館
東京都台東区根岸2-10-4

03-3872-2645
http://www.taitocity.net/zai
dan/shodou/

入館料：一般・大学生500円、高・中・小学
生250円
会期中展示替がありますので詳しくはホー
ムページをご確認下さい。

31 書道博物館バースデー 11・3 11月3日（日・祝） 9：30～16：30
台東区立書道博物館
東京都台東区根岸2-10-4

03-3872-2645
http://www.taitocity.net/zai
dan/shodou/

ご来館された方全員に開館記念プレゼント
進呈！

32
地域の歴史を知る講座
「柳原土手を読む」

11月9日(土) 14:00～15:30
和泉橋区民館洋室ＢＣ
（千代田区神田佐久間町1-11-7）

千代田区地域振興部文化振興課
文化財係（03-3502-3348)

参加費：500円
定員30名（事前申込）

33
東京都文化財ウィーク関連講座
「皇室の御養蚕と明治の養蚕業」

11月16日(土) 14:00～15:30
日比谷図書文化館4階スタジオプラス
（千代田区日比谷公園1-4）

千代田区地域振興部文化振興課
文化財係（03-3502-3348)

参加費：500円
定員60名（事前申込）

34
地域の歴史を知る講座
「「小川町」の成り立ちと近代化」

11月30日(土) 14:00～15:30
神田公園区民館洋室Ｂ
（千代田区神田司町2-2）

千代田区地域振興部文化振興課
文化財係（03-3502-3348)

参加費：500円
定員30名（事前申込）



35 特別展「嶺の御嶽山と一山行者」
10月5日（土）～
12月1日（日）

9：00～17：00
大田区立郷土博物館
（大田区南馬込5-11-13）

同左
（03-3777-1070）

入場無料

36
特別展関連基調講演「日本の山岳信仰に
おける木曽御嶽山の位置付け」

11月3日（日・祝） 13：30～16：00
大田区立郷土博物館
（大田区南馬込5-11-13）

同左
（03-3777-1070）

申込不要。
直接会場にお越しください。

37 企画展「大森ふるさとの浜辺の生き物たち」
7月17日（水）～
11月17日（日）

9：00～17：00
大森 海苔のふるさと館
（大田区平和の森公園2-2）

同左
（03-5471-0333）

入場無料

38 「文化財写真パネル展」
10月26日（土）
～
10月30日（水）

9：00～17：00
大田区役所1階ロビー
（大田区蒲田5-13-14）

大田区教育委員会文化財担当
（03-3777-1281）

入場無料

39 赤ちゃんと一緒に博物館へ 11月7日（木） 10：00～11：30
大田区立郷土博物館
（大田区南馬込5-11-13）

同左
（03-3777-1070）

参加無料
電話による申込
（2019年10月22日（火）8:30より）

40 特別展関連地域探訪「嶺を歩く」 10月26日（土） 13：30～16：30
集合場所
東京急行電鉄「御嶽山」駅

大田区立郷土博物館
（03-3777-1070）

参加無料
電話による申込
（2019年9月21日（土）8:30より）

41 浅草海苔のふるさと大森を歩く 10月26日（土） 13：00～16：00
大森 海苔のふるさと館
（大田区平和の森公園2-2）

同左
（03-5471-0333）

参加有料（100円）
電話による申込
（2019年9月21日（土）9:00より）

42
洗足池都名勝指定化記念行事
「洗足池公園の魅力、再発見」

10月26日（土） 14：00～16：00
洗足池公園ほか
（大田区南千束2-33ほか）

大田区教育委員会文化財担当
（03-3777-1281）

参加無料
(別途、大田区立郷土博物館の入館料がか
かります）
往復はがき（1人1枚）による申込
（「洗足池見学会申込」・住所・氏名・年齢・
電話番号・返信用宛先を記入のこと）
（2019年10月11日（金）までの受付）

43
品川歴史館特別展
「中世寺院と品川－妙国寺の歴史と寺宝
－」

10月6日(日)～
12月1日(日)

09：00～17：00
(入館は16：

30まで)

品川区立品川歴史館
(品川区大井6－11－1)

品川区立品川歴史館
ＴＥＬ 03-3777-4060

http://www.city.shinagawa.t
okyo.jp/jigyo/06/historyhp/
hsindex.html

一般300円、小中学生100円
休館日は毎週月曜日（10月14日、11月4日
をのぞく）、10月15日（火）、11月5日（火）

44 品川区 文化財一般公開
11月2日（土）～
4日（月・休）

10:00～16:00 品川区内神社・寺院など
品川区教育委員会事務局
庶務課 文化財係
ＴＥＬ 03-5742-6839

http://www.city.shinagawa.t
okyo.jp/PC/sangyo/sangyo-
bunkazai/index.html

観覧料無料

45
しながわくの魅力発見ツアー
「地形をめぐる冒険Ⅱ—品川区はなぜ、かく
も入り組んでいるか—」

11月17日（日） 09:30～13:00 ＪＲ目黒駅からＪＲ品川駅
品川区教育委員会事務局
庶務課 文化財係
ＴＥＬ 03-5742-6839

http://www.city.shinagawa.t
okyo.jp/PC/sangyo/sangyo-
bunkazai/index.html

往復はがきに参加者全員の氏名・年齢・住
所・電話番号を記入の上、〒140-8715 品
川区教育委員会庶務課文化財係まで申し
込み。応募期間は10月21日（月）～11月4
日（月・休）まで。※消印有効（定員60名、
保険料50円）

46 江東区民俗芸能大会 10月20日（日） 11：00～15：50 都立木場公園
江東区文化観光課文化財係
(03-3647-9819

http://www.city.koto.lg.jp/ 無料

47 江東区伝統工芸展
10月31日（木）～
11月4日（月）

9:30～17:00
深川江戸資料館レクホール
（江東区白河1-3-28）

江東区文化観光課文化財係
(03-3647-9819

http://www.city.koto.lg.jp/ 11月4日（月）は16：00まで

48 文化財講演会 11月13日（水） 18:30～20:30
江東区教育センター大研修室
（江東区東陽2-3-6）

江東区文化観光課文化財係
(03-3647-9819

http://www.city.koto.lg.jp/ 先着150名 無料

49

港区立郷土歴史館特別展
日墺修好150周年記念
日本・オーストリア国交のはじまり
－写真家が見た明治初期日本の姿－

10月19日（土）～
12月15日（日）

9:00～17:00
土曜のみ20:00
まで

港区立郷土歴史館
（港区白金台４－６－２）

港区立郷土歴史館
03-6450-2107

http://www.minato-
rekishi.com

特別展観覧料：大人400円（320円）・小中高
校生200円（160円）
（ ）内は10名以上の団体料金
休館日11月21日（木）

50 企画展「あらかわと太田道灌」
11月2日（土）～12
月1日（日）

9:30～17:00
荒川区立荒川ふるさと文化館
（荒川区南千住6-63-1）

荒川区立荒川ふるさと文化館
（03-3807-9234）

https://www.city.arakawa.to
kyo.jp/arapura/furusato/ind
ex.html

入館料：100円
11月3日（祝）は無料

51 企画展関連事業「道灌スタンプラリー（仮）」
11月2日（土）～12
月1日（日）

9:30～17:00
荒川区立荒川ふるさと文化館ほか
（荒川区南千住6-63-1）

荒川区立荒川ふるさと文化館
（03-3807-9234）

https://www.city.arakawa.to
kyo.jp/arapura/furusato/ind
ex.html

無料



52 企画展関連事業「太田道灌の講談（仮）」 11月17日（日） 13:00～13:45
荒川区立荒川ふるさと文化館
（荒川区南千住6-63-1）

荒川区立荒川ふるさと文化館
（03-3807-9234）

https://www.city.arakawa.to
kyo.jp/arapura/furusato/ind
ex.html

無料

53 企画展関連講演会
①11月17日（日）
②11月24日（日）

14:00～16:00
荒川区立荒川ふるさと文化館
（荒川区南千住6-63-1）

荒川区立荒川ふるさと文化館
（03-3807-9234）

https://www.city.arakawa.to
kyo.jp/arapura/furusato/ind
ex.html

無料

54 文化財の現地特別公開
➀ 10月26日(土)
➁ 11月3日（日・
祝）

10:00～15:00

➀新宿区指定有形文化財「永心寺本堂・
山門」(新宿区須賀町11)
➁新宿区登録有形文化財「光照寺の涅
槃図」、指定有形文化財「木造地蔵菩薩
坐像」「阿弥陀三尊来迎図」ほか

新宿区文化観光産業部文化観光
課文化資源係 03(5273)4126

入場無料

55
新宿歴史博物館特別展・近代測量150年記
念「測量×地図 測り・描き・守り・伝える」

9月28日（日）～12
月8日(日）

9:30～17:30
新宿歴史博物館(新宿区四谷三栄町12-
16)

(公財)新宿未来創造財団 新
宿歴史博物館 03(3359)2131

https://www.regasu-
shinjuku.or.jp/rekihaku/

一般300円(常設展観覧料)

56
漱石山房記念館特別展「救い出された文学
コレクションー亘理町・江戸家資料の世界」

9月18日（水）～11
月24日(日）

10:00～18:00 漱石山房記念館(新宿区早稲田南町7)
(公財)新宿未来創造財団 漱
石山房記念館 03(3205)0209

https://soseki-museum.jp 一般500円(常設展を含む)

57
開館30周年記念特別展 陽明文庫名品展
豫楽院近衞家熈の風雅

10月26日(土)～
12月1日(日)

9:00～17:00
杉並区立郷土博物館
（杉並区大宮1-20-8）

杉並区立郷土博物館
（03-3317-0841）

http://www.city.suginami.tok
yo.jp/histmus/

観覧料100円（中学生以下無料）
月曜日（祝休日の場合は翌日）・11月21日
休館

58
区民参加型展示「野鳥」～杉並が生んだ図
鑑画家の眼 杉並で見つめつづける写真家
の眼～

10月12日(土)～12
月15日(日)（杉並
が生んだ図鑑画
家の眼
10月12日(土)～12
月22日(日)（杉並
で見つめつづける
写真家の眼）

9:00～17:00
杉並区立郷土博物館分館
（杉並区天沼3-23-1天沼弁天池公園内）

杉並区立郷土博物館分館
（03-5347-9801）

http://www.city.suginami.tok
yo.jp/histmus/

無料
月曜日（祝休日の場合は翌日）・11月22日
休館

59 第35回杉並郷土芸能大会 11月17日（日） 13:00～18:00
セシオン杉並 ホール
（杉並区梅里1-22-32）

杉並区教育委員会事務局生涯学
習推進課文化財係（03-3312-
2111内線1666）

https://www.city.suginami.to
kyo.jp/event/kyouikuiinnkai
/shogaigakushusuisin/10549
70.html

入場無料

60 特別公開 勝國寺木造薬師如来像 １１月２日（土）
①11:00～
12:00
②13:30～

勝國寺（世田谷区世田谷４－２７－４）
世田谷区教育委員会事務局
生涯学習・地域学校連携課
０３－５４３２－２７２６

世田谷区ホームページから
検索ください

参加無料 各回３０名（応募者多数の場合
は抽選）

61
令和元年度特別展「近代世田谷消防史 －
町の発展と防災－」

10月26日（土）～
11月24日

9：00～17：00
世田谷区立郷土資料館
（世田谷区世田谷１－２９－１８）

世田谷区立郷土資料館
０３－３４２９－４２３７

世田谷区ホームページから
検索ください

入場無料、月曜・祝日休館（ただし、11月3
日・23日は開館）

62 美術史講座Ⅰ「釈迦の美術」
11月3日～12月8
日の毎週日曜日

14：00～16：00
世田谷区立郷土資料館
（世田谷区世田谷１－２９－１８）

世田谷区立郷土資料館
０３－３４２９－４２３７

世田谷区ホームページから
検索ください

受講料1,800円（要事前申込）

63
野外歴史講座「吉良氏の旧蹟を訪ねる －
目黒地域－」

11月8日（金）
12：50～16：00
頃

目黒区碑文谷及びその周辺
世田谷区立郷土資料館
０３－３４２９－４２３７

世田谷区ホームページから
検索ください

参加無料 定員３０名（要事前申込）

64 第12回 野毛古墳まつり １０月２０日（日）
10時～13時30
分

野毛大塚古墳
世田谷区野毛1丁目25番 玉川野毛町公
園内

世田谷区教育委員会事務局
生涯学習・地域学校連携課
03-5432-2726

世田谷区ホームページから
検索ください

65 第14回 世田谷区遺跡調査・研究発表会 １１月１６日（土）
13時30分～
16時30分

区立教育センター 研修室「ぎんが」
世田谷区弦巻3丁目16番8号

世田谷区教育委員会事務局
生涯学習・地域学校連携課
03-5432-2726

世田谷区ホームページから
検索ください

参加無料 事前申込不要

66
文京区指定文化財「村川家住宅」の特別公
開と展示

10月26日（土）
10月27日（日）

10月26日
①13:00～
10月27日
①10:00～
②12:30～
③14:30～

村川家住宅
（文京区目白台3-18-9）

文京区教育委員会教育推進部教
育総務課文化財保護係
（03-5803-1305）

開催時間：各回約1時間半
定員：各回15名（事前申込制）
参加料：1,000円

67 特別展「ぶんきょう写真帖―時を感じる―」
10月26日（土）～
12月8日(日）

10:00～17:00
文京ふるさと歴史館
（東京都文京区本郷4-9-29）

同左
（03-3818-7221)

http://www.city.bunkyo.lg.jp
/rekishikan/

入館料 一般300円 団体210円
11月3日（土）は入館無料

68
第2回史跡めぐり「古写真がつなぐ まちの記
憶 ―明治から令和まで―」

11月29日（金） 13:00～16:00 特別展に因む文京区内各所
文京ふるさと歴史館
（03-3818-7221）

http://www.city.bunkyo.lg.jp
/rekishikan

定員50名（事前申込制） 保険料：一
人40円

69
特別展記念講演会「写真帖『東京帝国大
学』と写真師 小川一眞」

11月17日（日） 14:00～16:00
文京区民センター３Ａ

（文京区本郷4-15-14）
文京ふるさと歴史館
（03-3818-7221）

http://www.city.bunkyo.lg.jp
/rekishikan

定員100名（事前申込制）



70
特別展「荷風生誕140年・没後60年記念 永
井荷風と鷗外」

10月12日(土）～
1月13日（月・祝）

10:00～18:00
文京区立森鷗外記念館
（文京区千駄木1-23-4）

03-3824-5511 https://moriogai-kinenkan.jp 入場料：500円

71
特別展関連講演会「鷗外と荷風をつなぐも
の」

11月2日（土） 14:00～15:30
文京区立森鷗外記念館
（文京区千駄木1-23-4）

03-3824-5511 https://moriogai-kinenkan.jp
参加票、特別展観覧券が必要
※定員50名、要申込み、抽選

72 秋のバラフェスティバル
10月5日（土）～10
月20日（日）

9:00～17:00 旧古河庭園（北区西ヶ原1－27－39）
旧古河庭園サービスセンター（03
－3910－0394）

http://www.tokyo-park.or.jp 入園料一般150円 65歳以上70円

73 錦秋染まる旧古河庭園
11月16日（土）～
12月1日（日）

9:00～17:00 旧古河庭園（北区西ヶ原1－27－39）
旧古河庭園サービスセンター（03
－3910－0394）

http://www.tokyo-park.or.jp 入園料一般150円 65歳以上70円

74
秋季企画展「古写真はわたしたちに何を伝
えるのか？－写された幕末明治・北区の名
所－」

10月26日（土）
～12月15日
（日）

10:00～17:00 北区飛鳥山博物館（北区王子1－1－3）
北区飛鳥山博物館事業係（03－
3916－1133）

http://www.city.kita.tokyo.jp
/hakubutsukan/i

入場無料

75
北区文化財めぐり～北区の文化財ロードを
歩く～

10月4日（金） 10:00～16:30 北区飛鳥山博物館（北区王子1－1－3）
北区飛鳥山博物館事業係（03－
3916－1133）

http://www.city.kita.tokyo.jp
/hakubutsukan/i

入館料等1160円 65歳以上1000円 事前
申込 定員30名（抽選） 締切9月24日（火）
詳細は電話にて博物館まで

76
野外講座「歩く勉強会～リチギにたどる区
界」

11月3日（日・祝）・
11月4日（月・休）
2日間通し講座

13:30～16:00 北区飛鳥山博物館（北区王子1－1－3）
北区飛鳥山博物館事業係（03－
3916－1133）

http://www.city.kita.tokyo.jp
/hakubutsukan/i

無料 事前申込 定員30名（抽選） 締切10
月18日（金） 詳細は電話にて博物館まで

77
北区文化財講演会「赤レンガ棟100周年記
念 歴史的建造物が図書館に生まれ変わ
るとき」

11月17日（日） 14:00～16:00 北区飛鳥山博物館（北区王子1－1－3）
北区飛鳥山博物館事業係（03－
3916－1133）

http://www.city.kita.tokyo.jp
/hakubutsukan/i

無料 事前申込 定員80名（抽選） 締切11
月7日（木） 詳細は電話にて博物館まで

78
講座「赤レンガ棟100周年記念 弾丸工場か
ら図書館への１世紀～北区の歴史とともに
歩んだ道のり～」

11月2日（土） 14:00～16:00
北区立中央図書館（北区十条台1－2－
5）

北区立中央図書館（地域資料担
当）(03-5993-1125)

無料 事前申込 定員50名（抽選）締切10
月17日（木） 詳細は電話にて図書館まで

79
東京9区文化財古民家めぐり「旧松澤家住
宅解説会」

10月20日（日）
10:30～11:30、
13:30～14:30

北区ふるさと農家体験館（北区赤羽西5
－2－34）

北区飛鳥山博物館事業係（03－
3916－1133）

http://www.city.kita.tokyo.jp
/hakubutsukan/i

見学無料

80 重要文化財旧前田家本邸和館特別ガイド
10月26日（土）～
11月4日（月）

09:00～16:00
重文旧前田家本邸和館
目黒区駒場4-3-55（駒場公園内）

目黒区都市整備部道路公園課
03-5722-9242

http://www.city.meguro.toky
o.jp/shisetsu/shisetsu/koen
/komaba.html

入場無料

81 小野蘭山墓誌の特別公開
9月14日(土)～

11月 4日(月・休)
09：00～18：00

練馬区立石神井公園ふるさと文化館
（練馬区石神井町5-12-16）
2階企画展示室

練馬区立石神井公園ふるさと文
化館（03-3996-4060)

http://www.neribun.or.jp/fur
usato.html

特別展「病退散ー江戸の知恵と医術ー」内
で特別公開
観覧料：特別展観覧料に含まれます。
特別展観覧料：一般300円、高校・大学生：
200円、65歳以上75歳未満・障害者手帳を
お持ちの方150円、中学生以下と75歳以上
無料
月曜休館（祝休日の場合は翌平日休館）

82 石神井城跡発掘パネル展
10月26日(土)～

11月 4日(月・休)
09：30～16：30

都立石神井公園内石神井城跡
（練馬区石神井台1丁目）

練馬区立石神井公園ふるさと文
化館（03-3996-4060)

http://www.neribun.or.jp/fur
usato.html

直接会場へ（申込不要）、無料

83
史蹟名勝天然紀念物保存法施行100年記
念
「三宝寺池沼沢植物群落」の魅力（全2回）

①講演会
10月29日(火)

②現地解説会
11月6日（水）

①14：00～
15：30

②A:10：00～
11：30

B:14：00～
15：30

①練馬区立石神井公園ふるさと文化館
（練馬区石神井町5-12-16）
②三宝寺池およびその周辺

練馬区 地域文化部 文化・生涯
学習課 伝統文化係（03-5984-
2442）

http://www.city.nerima.toky
o.jp/

参加費：30円（保険料）
募集人数：90名（応募者多数の場合は抽
選）
申込は往復はがきに現地解説の希望回・
住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・同
伴者（1名まで可）の氏名・年齢、返信欄に
返信先の住所・氏名を記載し、〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1 伝統文化係宛てに
郵送（10/11必着）
※①②ともに参加できる方が対象

84 丸山東遺跡方形周溝墓出土品 通年公開  9：00～18：00
練馬区立石神井公園ふるさと文化館
（練馬区石神井町5-12-16）
常設展示室

練馬区立石神井公園ふるさと文
化館（03-3996-4060)

http://www.neribun.or.jp/fur
usato.html

観覧料：無料
月曜休館（祝休日の場合は翌平日休館）

85
特別展関連講演会「江戸の知恵に学ぶ食
養生―薬膳から見た食生活と健康―」

10月14日(月・祝) 14：00～15：30
練馬区立石神井公園ふるさと文化館
（練馬区石神井町5-12-16）多目的会議

練馬区立石神井公園ふるさと文
化館（03-3996-4060)

http://www.neribun.or.jp/fur
usato.html

定員90名（要事前申込）
9月1日から電話受付（先着順）

86
特別展関連講演会「漢方医学のルーツと大
切な考え方」

10月27日(日) 14：00～15：30
練馬区立石神井公園ふるさと文化館
（練馬区石神井町5-12-16）多目的会議

練馬区立石神井公園ふるさと文
化館（03-3996-4060)

http://www.neribun.or.jp/fur
usato.html

定員90名（要事前申込）
9月1日から電話受付（先着順）

87
特別展関連講演会「病とむきあう江戸時代
―幕府・藩・庶民と医薬の関わりについて

11月3日(日・祝) 14：00～16：00
練馬区立石神井公園ふるさと文化館
（練馬区石神井町5-12-16）多目的会議

練馬区立石神井公園ふるさと文
化館（03-3996-4060)

http://www.neribun.or.jp/fur
usato.html

定員90名（要事前申込）
10月1日から電話受付（先着順）



88
特別展「病（やまい）退散―江戸の知恵と医
術―」

9月14日(土)～
11月 4日(月・休)

 9：00～18：00
練馬区立石神井公園ふるさと文化館
（練馬区石神井町5-12-16）
2階企画展示室

練馬区立石神井公園ふるさと文
化館（03-3996-4060)

http://www.neribun.or.jp/fur
usato.html

観覧料：一般300円、高校・大学生：200円、
65歳以上75歳未満・障害者手帳をお持ち
の方150円、中学生以下と75歳以上無料
月曜休館（祝休日の場合は翌平日休館）

89 未来に伝えたいあきる野の伝統芸能
8月１日（木）～10
月31日（木）

9：30～16：30
五日市郷土館
（あきる野市五日市920-1）

五日市郷土館
（042-596-4069）

http://www.city.akiruno.toky
o.jp/0000001285.html

休  館  日：火・水曜日・祝日（水曜日が祝
日の場合は木曜日も休館日）

90
国登録有形文化財本田家住宅主屋・薬医
門特別公開事業

10月26（土）～11
月4日（月・祝）

10：00～15：00
国登録有形文化財本田家住宅主屋・薬
医門

国立市教育委員会生涯学習課
（042-576-2111）

http://www.city.kunitachi.to
kyo.jp/

薬医門及び主屋の外側、庭のみの見学と
なります。

91

講演会「本田家主屋から何が分かる！？
解体調査の可能性～本田家住宅応急補強
工事を終えて～」（同時実施：本田家資料調
査報告）

11月2日（土） 13：30～
国登録有形文化財本田家住宅主屋・薬
医門
（国立市谷保5122）他

国立市教育委員会生涯学習課
（042-576-2111）

http://www.city.kunitachi.to
kyo.jp/

参加費無料
事前申込制（定員25名）
応募者多数時抽選

92
歴史講演会「本田家の歴史を探る―馬医と
村医者―」

11月9日（土） 13：30～16：00
くにたち郷土文化館
（国立市谷保6231）

くにたち郷土文化館
（042-576-0211）

http://www.kuzaidan.com/p
rovince/

参加費無料
事前申込制（定員60名）

93
国立市内の文化財（天満宮・郷土館の石
棒・滝乃川学園）を巡るガイドウォーク

10月30日（水） 10：00～15：30
くにたち郷土文化館
（国立市谷保6231）他市内各所

国立市観光まちづくり協会
（042-574-1199）

http://assoc.kunimachi.jp/
参加費2800円
事前申込制（定員25名）

94
特別展「カメラが写した国立～本田家資料と
市役所広報移管写真を中心に～」

10月19日（土）～
12月1日（日）

9：00～17：00
くにたち郷土文化館
（国立市谷保6231）

くにたち郷土文化館
（042-576-0211）

http://www.kuzaidan.com/p
rovince/

観覧料無料
毎月第2・4木曜日休館（祝日の場合は開館
し、翌日を休館）

95 狛江の魅力を歩いて学ぼう 10月26日（土） 13:00～16:00 狛江市内（万葉歌碑、五本松他）
狛江市教育委員会教育部社会教
育課文化財担当（03-3430-
1111）

http://www.komae.ed.jp/
参加費50円（保険料）
定員20名（事前申込制）
10月15日（火）から受付開始

96 狛江の万葉歌碑 11月９日（土） 14:00～16:00 狛江市防災センター３階会議室
狛江市教育委員会教育部社会教
育課文化財担当（03-3430-
1111）

http://www.komae.ed.jp/
参加費無料
定員先着20名（事前申込制）
10月15日（火）から受付開始

97 「中神・熊野神社本殿及び拝殿」特別公開
10月19日（土）・26
日（土）

10時～正午
13時～15時

昭島市中神町１-12-７熊野神社
昭島市教育委員会社会教育課
（042-544-5111内線2259）

http://www.city.akishima.lg.j
p/070/040/index.html

都指定無形民俗文化財「中神の獅子舞」の
特別演舞もあります。日時は26日（土）の11
時頃から

98 文化財めぐり（中神・宮沢地区） 10月26日（土） 9時～正午 昭島市内「中神・宮沢」地区
昭島市教育委員会社会教育課
（042-544-5111内線2259）

http://www.city.akishima.lg.j
p/070/040/index.html

事前申込：定員30名（多数抽選）
現地集合現地解散

99 化石採取教室 11月2日（土） 9時～15時 昭島市立大神会館・多摩川
昭島市教育委員会社会教育課
（042-544-5111内線2259）

http://www.city.akishima.lg.j
p/070/040/index.html

事前申込：定員 30人（小学４年生～中学
生を優先／多数抽選）

100 大日如来坐像の特別公開 11月3日（日） 10時～14時
普明寺・大日堂
（昭島市拝島町一丁目10番14号）

天台宗 拝嶋山普明寺
（042-541-1009）

なし 駐車場なし

101
文化財講演会「考古学からみた多摩川中流
域と昭島の歴史」

11月17日（日） 10時～正午
昭島市民会館（KOTORIホール）
公民館３階集会室（視聴覚室）

昭島市教育委員会社会教育課
（042-544-5111内線2259）

http://www.city.akishima.lg.j
p/070/040/index.html

定員60名（当日先着順）

102
２０１９青少年フェスティバル
化石展示とミニ講演会

11月24日（日） 10時～15時
昭島市民会館（KOTORIホール）
公民館小ホール

昭島市教育委員会社会教育課
（042-544-5111内線2259）

http://www.city.akishima.lg.j
p/070/040/index.html

103 企画展示「小金井の石造物」
11月1日（金）～12
月25日（水）

09:00～16:30
小金井市文化財センター
（小金井市緑町3-2-27）

同左（042-383-1198）
http://www.city.koganei.lg.jp
/

入館料：無料

104 小金井市史刊行記念講演会 11月2日（土） 10:00～11:30
小金井 宮地楽器ホール
（小金井市本町6-14-45）

小金井市教育委員会生涯学習課
文化財係(042-387-9878)

http://www.city.koganei.lg.jp
/

参加費：無料、定員：150名（要事前申込）

105
文化財講演会『「はけ」の住環境―旧中村
研一邸と佐藤秀三―』

11月17日（日） 10:00～12:00
小金井市立はけの森美術館
（小金井市中町1-11-3）

小金井市教育委員会生涯学習課
文化財係(042-387-9878)

http://www.city.koganei.lg.jp
/

参加費：無料、定員：40名（要事前申込）

106 史跡めぐり「はけ周辺の文化財」 11月23日（土） 9:00～12:30
国登録有形文化財旧中村研一邸ほか小
金井市内

小金井市教育委員会生涯学習課
文化財係(042-387-9879)

http://www.city.koganei.lg.jp
/

参加費：無、定員：30名（要事前申込）。荒
天時中止、翌日24日順延。

107 市内文化財探訪 11月2日（土） 9:30～15:30 清瀬市内
清瀬市郷土博物館
（042-493-8585）

http://www.museum-
kiyose.jp/

定員20名（要事前申込）
雨天時翌3日に開催

108 特別展「柳瀬川縄文ロマン展」
11月2日（土）～24
日（日）

9:00～17:00
清瀬市郷土博物館
（清瀬市上清戸2-6-41）

同左
（042-493-8585）

http://www.museum-
kiyose.jp/

109
特別展「柳瀬川縄文ロマン展」記念講演会
①「清瀬における中期縄文土器の文様構造
について」

11月9日（土） 10:00～15:00
清瀬市郷土博物館
（清瀬市上清戸2-6-41）

同左
（042-493-8585）

http://www.museum-
kiyose.jp/

定員30名（要事前申込）

110
特別展「柳瀬川縄文ロマン展」記念講演会
②「柳瀬川とともに歩んだ清瀬を語る」

11月23日（土） 13:30～17:00
清瀬市郷土博物館
（清瀬市上清戸2-6-41）

同左
（042-493-8585）

http://www.museum-
kiyose.jp/

定員30名（要事前申込）

111
特別展「柳瀬川縄文ロマン展」関連イベント
「映像でみる見どころ紹介」

11月3日（日・祝）・
17日（日）

13:00～14:00
清瀬市郷土博物館
（清瀬市上清戸2-6-41）

同左
（042-493-8585）

http://www.museum-
kiyose.jp/

112
特別展「柳瀬川縄文ロマン展」親子歴史講
座「親子で学ぶ縄文時代」

11月16日（土） 10:00～12:00
清瀬市郷土博物館
（清瀬市上清戸2-6-41）

同左
（042-493-8585）

http://www.museum-
kiyose.jp/

対象：小学生とその保護者
定員10組20名（要事前申込）



113 指定文化財特別公開
10月26日（土）～
12月1日（日）

09：00～17：00
青梅市郷土博物館
（青梅市駒木町1-684）

青梅市教育委員会文化課
郷土博物館管理係（0428-23-

http://www.ome-tky.
ed.jp/shakai/kyodo/

当館所蔵の国重要文化財「注口土器」な
ど、都や市指定文化財を公開する

114 わがまち青梅講座 11月3日（祝） 10：00～15：00 青梅市御岳・沢井地区
青梅市教育委員会文化課
郷土博物館管理係（0428-23-

http://www.ome-tky.
ed.jp/shakai/kyodo/

詳細は青梅市ホームページに掲載

115 沢井地区・福島家と周辺をめぐる 11月4日（月） 10：00～15：00 青梅市沢井地区 福島家住宅
青梅市教育委員会文化課
郷土博物館管理係（0428-23-

http://www.ome-tky.
ed.jp/shakai/kyodo/

詳細は青梅市ホームページに掲載

116 企画展「青梅の織物～糸が紡ぐ今と昔～」
10月5日（土）～１
月13日（祝）

09：00～17：00
青梅市郷土博物館
（青梅市駒木町1-684）

青梅市教育委員会文化課
郷土博物館管理係（0428-23-

http://www.ome-tky.
ed.jp/shakai/kyodo/

入場無料

117 霞ノ関南木戸柵跡 他2件
10月1日（火）～11
月30日（土）

9:30－16:00
東京都多摩市関戸5-35-5
霞ノ関南木戸柵跡（熊野神社）他

多摩市教育委員会（042-338-
6883）

http://www.city.tama.lg.jp/c
ategory/7-5-2-0-0.html

文化財ウィーク2019事業

118 木造随身倚像公開 11月10日（日） 10:00－15:00
東京都多摩市一ノ宮1-18-8
小野神社

多摩市教育委員会（042-338-
6883）

http://www.city.tama.lg.jp/c
ategory/7-5-2-0-0.html

文化財ウィーク2019事業

119
文化財めぐり
～多摩市と周辺の文化財探訪～

11月1日（金） 9:30－16:30 多摩市、多摩市周辺（予定）
多摩市教育委員会（042-338-
6883）

http://www.city.tama.lg.jp/c
ategory/7-5-2-0-0.html

文化財ウィーク2019事業

120
特別展「生誕１３０年没後６０年記念 関根
要太郎展」

10月12日（土）～
12月22日（日）

10:00－16:00
東京都多摩市連光寺5－1－1
旧多摩聖蹟記念館

多摩市教育委員会（042-338-
6883）

http://www.city.tama.lg.jp/c
ategory/7-5-2-0-0.html

文化財ウィーク2019事業

121
特別展「旧富澤家資料に見る幕末から明
治」

10月26日（土）～
11月24日（日）

9:30－16:30
東京都多摩市落合2－35（市立多摩中央
公園内）
旧富澤家

多摩市教育委員会（042-338-
6883）

http://www.city.tama.lg.jp/c
ategory/7-5-2-0-0.html

文化財ウィーク2019事業

122 なすな原遺跡展
10月28日（月）～
11月1日（金）

08：30～17：00
（初日のみ11：
00～）

町田市役所１階イベントスタジオ
（町田市森野2-2-22）

町田市教育委員会生涯学習部生
涯学習総務課（042-724-2554）

https://www.city.machida.to
kyo.jp/bunka/bunka_geijutsu
/index.html

土・日・祝日除く

123
国登録有形文化財「白百合女子大学めぐみ
荘（旧菊池家住宅主屋）」特別公開

11月1日（金） 10:00～16:00
白百合女子大学
（調布市緑ヶ丘1-25）

白百合女子大学
（03-3326-6996）

http://www.shirayuri.ac.jp
10時と14時に内覧会を実施（往復はがきで
要予約）

124
文化財見学会「深大寺から史跡深大寺城跡
へ」

10月19日（土） 10:00～12:00
（集合場所）深大寺山門前
（調布市深大寺元町5-15-1）

調布市郷土博物館
（042-481-7656）

http://www.city.chofu.tokyo.
jp

参加料300円（拝観料）
定員30名（要事前申込）

125
文化財ウォーク「扇谷上杉氏ゆかりの地と
その周辺をめぐる」

11月9日（土） 8:30～13:30 （集合場所）京王よみうりランド駅
調布市郷土博物館
（042-481-7656）

http://www.city.chofu.tokyo.
jp

参加料無料
定員30名（要事前申込）

126
「8ミリフィルムで甦る地域の記憶～ホーム
ムービーの日調布2019～」上映会

10月20日（日） 14:00～16:00
調布市教育会館301研修室
（調布市小島町2-36-1）

調布市郷土博物館
（042-481-7656）

http://www.city.chofu.tokyo.
jp

参加料無料
定員40名（当日先着順）

127
文化財講演会「深大寺の文化財－深大寺
文書と吉田包春資料を中心に－」

11月2日（土） 14:00～16:00
調布市教育会館301研修室
（調布市小島町2-36-1）

調布市郷土博物館
（042-481-7656）

http://www.city.chofu.tokyo.
jp

参加料無料
定員50名（要事前申込）

128
地域文化講演会「江戸城大奥に奉公した多
摩の女性」

11月23日（土・祝） 14:00～16:00
調布市文化会館たづくり映像シアター
（調布市小島町2-33-1）

調布市郷土博物館
（042-481-7656）

http://www.city.chofu.tokyo.
jp

参加料無料
定員80名（要事前申込）

129 企画展「調布の平成－30年の潮流－」
9月21日（土）～
12月15日（日）

9:00～16:00
調布市郷土博物館1階展示室
（調布市小島町3-26-2）

調布市郷土博物館
（042-481-7656）

http://www.city.chofu.tokyo.
jp

入館料無料

130 移動展「市川銕琅・悦也 父子展」
11月16日（土）～
12月28日（土）

10:00～18:00
調布市文化会館たづくり1階展示室
（調布市小島町2-33-1）

調布市郷土博物館
（042-481-7656）

http://www.city.chofu.tokyo.
jp

入館料無料

131 秋の特別展「長與善郎と実篤」
10月26日（土）～
12月15日（日）

9:00～17:00
調布市武者小路実篤記念館
（調布市若葉町1-8-30）

調布市武者小路実篤記念館
（03-3326-0648）

http://www.mushakoji.org 入館料：大人200円、小中学生100円

132 旧吉岡家住宅 秋の公開
10月25日（金）～
27日（日）

10:00～
16:00(入場は
15:30まで)

東大和清水3-779
東大和市立郷土博物館
電話042-567-4800

http://www.city.higashiyama
to.lg.jp/index.cfm/35,0,366,h
tml

入場無料

133
東大和市内文化財めぐり「高木・奈良橋の
古道と集落を歩く」

11月24日（日） 9:30～12:00 東大和市内（集合場所：東大和市役所）
東大和市立郷土博物館
電話042-567-4800

http://www.city.higashiyama
to.lg.jp/index.cfm/35,0,366,h
tml

134 第17回八王子車人形と民俗芸能の公演
令和元年11月10
日（日）

14：00～16：00
（13：00開場）

オリンパスホール八王子（〒192-0904
東京都八王子市子安町４丁目７−１）

八王子市教育委員会生涯学習ス
ポーツ部 文化財課（042-620-

https://www.city.hachioji.tok
yo.jp/

10月15日号広報、ホームページ、ポスター・
チラシの配布などで周知。観覧料は無料。

135
文化財見て歩き「千人同心ゆかりの地を歩
く」

令和元年11月30
日（土）

9:30～12：00
「JR西八王子駅」北口周辺に集合、千人
同心ゆかりの文化財各所をめぐる

八王子市教育委員会生涯学習ス
ポーツ部 文化財課（042-620-

https://www.city.hachioji.tok
yo.jp/

11月1日号広報にて参加者事前募集、ホー
ムページでも公開予定。

136 企画展「北条氏の進出と八王子」 10/29～12/15 9：00～17：00 八王子市上野町３３ 042-622-8939
https://www.city.hachioji.tok
yo.jp/kankobunka/003/005/
p005312.html

入館無料

137 企画展「北条氏の進出と八王子」展示解説 11/3，11/30 14：00～14：30 八王子市上野町３３ 042-622-8939
https://www.city.hachioji.tok
yo.jp/kankobunka/003/005/
p005312.html

申込不要・直接会場へ

138 講座「歴史資料をひもとく」 11/3，11/10 10：30～12：00 八王子市上野町３３ 042-622-8939
https://www.city.hachioji.tok
yo.jp/kankobunka/003/005/
p005312.html

事前申し込み



139
文化財ウィーク公開事業「白山神社経塚出
土遺物」・「宇津木向原遺跡方形周溝墓出
土遺物」・「桑都日記稿本」

10/26～11/4 9：00～17：00 八王子市上野町３３ 042-622-8939
https://www.city.hachioji.tok
yo.jp/kankobunka/003/005/
p005312.html

入館無料

140 体験学習「むかしの消防服を着てみよう」 11月4日
10：00～12：00
13：00～15：00

八王子市上野町３３ 042-622-8939
https://www.city.hachioji.tok
yo.jp/kankobunka/003/005/
p005312.html

申込不要・直接会場へ

141 指定文化財写真展示
10月８日（火）～
11月10日（日）

9:00～17:00
ふるさと府中歴史館
（府中市宮町３－１）

府中市ふるさと文化財課
（042-335-4393）

htpp://www.city.fuchu.tokyo
.jp/

入場無料。月曜日休館（11月4日(月・祝)は
開館。11月5日(火)休館。

142 古墳まつり（武蔵府中熊野神社古墳） 10月12日・13日

12日
17:00～20:00
13日
10:30～16:00

武蔵府中熊野神社古墳
（府中市西府町２－９）

国史跡武蔵府中熊野神社古墳展
示館
（042-368-0320）

入場無料（一部有料コーナー有）。雨天時、
内容の変更有。

143 限定公開「古代の暦」の展示
10月27日（土）～
12月28日（日）

9:00～17:00
入場は16:00ま
で

府中市郷土の森博物館
（府中市南町６－32）

府中市郷土の森博物館
（042-368-7921）

http://www.fuchu-
cof.or.jp/museum/

入場料：大人300円、中学生以下150円。月
曜日休館（12月24日（祝・月）は開館。）。変
則的に平日休館があるため、要問い合せ。

144 企画展「中世東国と改元」
7月27日（土）～
10月27日（日）

9:00～17:00
入場は16:00ま
で

府中市郷土の森博物館
（府中市南町６－32）

府中市郷土の森博物館
（042-368-7921）

http://www.fuchu-
cof.or.jp/museum/

入場料：大人300円、中学生以下150円。月
曜日休館（12月24日（祝・月）は開館。）。変
則的に平日休館があるため、要問い合せ。

145 企画展「ちょっとむかしのくらし～その４～」
11月9日（土）～
令和2年3月15日
（日）

9:00～17:00
入場は16:00ま
で

府中市郷土の森博物館
（府中市南町６－32）

府中市郷土の森博物館
（042-368-7921）

http://www.fuchu-
cof.or.jp/museum/

入場料：大人300円、中学生以下150円。月
曜日休館（12月24日（祝・月）は開館。）。変
則的に平日休館があるため、要問い合せ。

146 東京農工大学農学部本館の公開
10月26日（土）～
11月４日（日）

10:00～16:00
東京農工大学農学部本館
（府中市幸町３－５）

入場無料。10月26日（土）・27日（日）・11月
2日（土）～４日（月・振休）は、外観のみ公
開。

147
特別展 府中の発掘お宝展2019
「古墳時代の府中」

11月１日（金）～
11月７日（木）

10:00～20:00
最終日17:00ま
で

専門店街フォーリス 光と風の広場
（府中市宮町１－41）

府中市ふるさと文化財課
（042-335-4473）

htpp://www.city.fuchu.tokyo
.jp/

入場無料

148
特別展 府中の発掘お宝展2019
「さわれる土器コーナー」

11月３日（日） 14:00～16:00
専門店街フォーリス 光と風の広場
（府中市宮町１－41）

府中市ふるさと文化財課
（042-335-4473）

htpp://www.city.fuchu.tokyo
.jp/

入場無料

149
市史跡旧陸軍調布飛行場白糸台掩体壕特
別公開

11月３日（日・祝） 10:00～16:00
市史跡旧陸軍調布飛行場白糸台掩体壕
（府中市白糸台２－17）

府中市ふるさと文化財課
（042-335-4393）

htpp://www.city.fuchu.tokyo
.jp/

入場無料。掩体壕内部の特別公開。

150 銅造阿弥陀如来立像の開帳 11月３日（日・祝） 9:30～15:30
上染谷不動堂
（府中市白糸台１－11）

入場無料。雨天時、レプリカ展示。

151 鉄造阿弥陀如来坐像の開帳 11月３日（日・祝） 10:00～15:00
善明寺
（府中市本町１－５－４）

入場無料

152 特別展「村山の重松囃子」
11/2（土）～1/19
（日）

9：00～17：00
武蔵村山市立歴史民俗資料館
（武蔵村山市本町5-21-1）

同左
（042-560-6620）

http://www.city.musashimur
ayama.lg.jp/kankou/spots/r
ekishiminzoku/index.html

入場無料
休館日：第1月曜日、第3水曜日、年末年始

153 企画展「栄村のまつり」
11/2（土）～1/19
（日）

9：00～17：00
武蔵村山市立歴史民俗資料館
（武蔵村山市本町5-21-1）

同左
（042-560-6620）

http://www.city.musashimur
ayama.lg.jp/kankou/spots/r
ekishiminzoku/index.html

入場無料
休館日：第1月曜日、第3水曜日、年末年始

154 文化財見学会「萩赤重松囃子」 11/23（祝） 14：00～16：00
武蔵村山市立歴史民俗資料館
（武蔵村山市本町5-21-1）

同左
（042-560-6620）

http://www.city.musashimur
ayama.lg.jp/kankou/spots/r
ekishiminzoku/index.html

155 武蔵野の民俗①
９月15日（日）～11
月14日（木）

09：30～17：00
武蔵野ふるさと歴史館（武蔵市境5－15
－5）

0422‐53‐1811

http://www.city.musashino.l
g.jp/kurashi_guide/shogaigak
ushu_koza/rekishikan/index.
html

入館無料

156
翻訳資料から見た中島飛行機武蔵製作所
（仮称）

10月12日（土）～
12月28日（土）

09：30～17：00
武蔵野ふるさと歴史館（武蔵市境5－15
－5）

0422‐53‐1811

http://www.city.musashino.l
g.jp/kurashi_guide/shogaigak
ushu_koza/rekishikan/index.
html

入館無料

157
丹叟院 阿弥陀堂の公開と解説 11月２日（土）～３

日（日）
11：00～
15：00

JR青梅線「古里」駅（北口改札）下車徒
歩約5分

奥多摩水と緑のふれあい館
０４２８－８６－２７３１

bunkazai@town.okutama.tok
yo.jp

参加費 ： 無料
（東京文化財ウイーク事業）

158 東京文化財ウィーク
10月26日（土）～
11月4日（月）

10:00～15:00 三宅島内各所
三宅村教育委員会
（04994-5-0952）

http://www.syougai.metro.to
kyo.jp/sesaku/week.html

159 文化祭 11月2日（土） 8:45～12：00
三宅村立三宅中学校
（東京都三宅島三宅村伊豆470）

三宅村教育委員会
（04994-5-0952）

http://miyake-
chu.sakura.ne.jp

160 学校祭 10月26日（土） 9:00～12:00
御蔵島村立御蔵島小中学校
（東京都御蔵島村字入かねが沢）

御蔵島村教育委員会
（04994-8-2121）

http://academic3.plala.or.jp/
mikura-s/

村民の方が対象



161
東京文化財ウィーク２０１９ 通年公開事業
「佐々木次郎太夫墓」

通年
野外のため特
になし

青ヶ島村内 墓地
青ヶ島村教育委員会
04996-9-0201

162
東京文化財ウィーク２０１９ 特別公開事業
「青ヶ島の島踊り」

１１月３日（日） 14：00－15：00 青ヶ島郷土芸能保存館
青ヶ島村教育委員会
04996-9-0201


