文京ミューズネット・スケジュール
10月のイベント日程・休館（園）日
施設名
印刷博物館

イベント(日程)
◆本展示場：「天文学と印刷－新たな世界像を求めて」展 10/20～1/20
◆P&Pギャラリー：「現代日本のパッケージ２０１８」展 10/10～12/9
※地下本展示場は10/6～10/8と10/19が臨時休室、10/10～10/18は部分開館

宇宙ミュージアム
ＴｅＮＱ（テンキュー）

永青文庫

お茶の水 おりがみ会館

東京ドームシティ

Gallery AaMo

見る、触れる、想像する、９つの宇宙体感！
◆TeNQ４周年特別企画展
「星の王子さまミュージアム×TeNQ 星の王子さまと旅する宇宙」～11/4
星の王子さまミュージアム 箱根サン=テグジュペリとコラボレーションした
TeNQ４周年の特別展示です。

10月の休館（園）日・お問合せ先

休：月※10/8は開館、10/9は休館
問：5840-2300
休：なし（最終入館20:00）
開館時間・平日 11:00～21:00
土日祝・特定日 10:00～21:00

問：3814-0109

◆夏季展 大名美術入門―殿と姫の美のくらし― 7/21～10/3
◆秋季展 江戸絵画の美―白隠、仙厓から狩野派まで― 10/13～12/5
＊休館日を除いた「9の付く日」は、文京区民の方は観覧無料。
住所のわかるものをご提示ください。

休：月、10/4～10/12
開館 10：00～16：30（入館は16：00迄）
問：03-3941-0850

◆連鶴の美事２ 9/3～10/6
◆ 折り紙 花散歩 ―川井淑子先生とともに― 10/10～11/2

休：日・祝
問：3811-4025

◆イグ・ノーベル賞の世界展 9/22～11/4

休：なし ※最終入館は17:30迄
開館：平日：12:00～18:00土日祝：10:00～18:00

問：5800-9999

旧岩崎邸庭園

◆金唐紙友の会創立10周年記念 金唐紙特別展 9/22～10/31
◆「撞球室特別ガイド」10/11 ※当日9:00から参加証配布、定員20名。

休：なし
開園：9:00～17:00（入園は16：30迄）
問：3823-8340

旧安田楠雄邸庭園

◆耐震補強工事のため休館 2018年9/１～2019年11月初旬までを予定。

休館中の連絡は(公財）日本ナショナ
ルトラスト ℡03（6380）8511まで。

◆常設展 「岩田専太郎展」 平成30年４月13日～平成31年3月17日

休：月～木、9/21～10/11
問：3824-4406 （金土日のみ）

金土日館
岩田専太郎コレクション

小石川後楽園

講談社 野間記念館

講道館 柔道資料館

※10/12（金）より、開館時間が変更。11：00～15：30（最終入館は15：00まで）

◆地元小学生による「稲刈り」体験 10/4 10:00～11:30（雨天時10/5同時刻）
◆*「江戸と水戸ウィーク（10/6～10/14)
◆*バックヤードツアー（水編）(10/21) （*）事前募集制の催し有、詳細はHPまたはお電話で
◆庭園ガイド （土･日･月・祝日) 11:00、14:00
◆英語ガイド （土） 10:00 ガイドは各回約60分程度 ※雨天中止

休：なし
開園9:00～17:00（入園は16：30迄）
問：3811-3015

◆横山大観と再興院展の仲間たち展 9/8～10/21
◆近代日本画の花鳥画展 10/27～12/16

休：月・火、10/10
（10/8は開館）
問：3945-0947

◆嘉納治五郎師範生誕祭 10/25～28
特別展・シンポジウムなどを開催 ※詳細はHP参照

休：土日祝日（27・28日は開館）
開館 10：00～17：00
問：3818-4562

史跡 湯島聖堂

◆文化講座を開催中 論語、漢詩、漢文、書道、吟詠、太極拳など
◆大成殿は土・日・祝日の公開。（10：00～17：00）※詳細はＨＰにて。

休：なし
問：3251-4606

竹久夢二美術館

◆明治150年記念Ⅱ 明治時代に登場！麗しき絵葉書の世界
～アールヌーヴォー美人から、レトロ風景まで～ 9/29～12/24

休：月※10/8は開館、10/9は休館
問：5689-0462

◆TOKAS Project vol.1「Insitute of Asian Performance Art:Tokyo
トーキョーアーツアンド
スペース 本郷

東京大学医学部・医学部附属病院

健康と医学の博物館
東京大学大学院理学系
研究科附属植物園
（小石川植物園）

東京大学
総合研究博物館

日/中/韓 パフォーマンスとメディア 70's - 90's」 10/13 ～11/11
キュレーターのヴィクター・ワンによるパフォーマンス・アートとメディアを考察する
展覧会。ビデオアートの先駆者、出光真子、ジャン・ペイリー、パク・ヒョンギの3名
に焦点を当て、現代へと繋がる潮流を辿ります。

◆学内移転のため、休館（再開館は2019年4月を予定）
※詳細、休館中の問合せは http://mhm.m.u-tokyo.ac.jp/

休：月※10/8は開館、10/9は休館
開館11:00-19:00
（入場は閉館30分前まで）

問：5689-5331
休：休館中
問：メール mhm@m.u-tokyo.ac.jp

◆通常開園（9:00～16:30） 入園は16:00まで
開花状況等は、当園Webサイトをご覧ください

休：月（祝日の場合は開園、翌平日休）
問：3814-0138

◆特別展示「珠玉の昆虫標本－江戸から平成の昆虫研究を支えた
東京大学秘蔵コレクション」 7/14～10/20
◆常設展示「UMUTオープンラボ―太陽系から人類へ」展
※詳細情報はＨＰをご覧ください。http://www.um.u-tokyo.ac.jp/

休：10/1、9、15、21～31
開館：10:00-17:00(入館16:30まで)
問：5777-8600(ハローダイヤル)

東京大学総合研究博物館

小石川分館

東京都水道歴史館

◆常設展示：「建築博物誌／アーキテクトニカ」
国指定重要文化財の旧東京医学校本館(明治9年創建)を活用した
建築ミュージアム。建築模型や民族学資料などを展示。
※イベント等は当館HPにて http://www.um.u-tokyo.ac.jp/architectonica/index_jp.html
◆収蔵資料展示「樋線図3」 9/29(土)～10/14(日)
◆水道キャラバン（水道歴史館内ガイドツアーとミニ歴史講座付きの特別版）
10/10(水) 13：30～16：00 ※当日11：00から整理券配布。
◆秋の特別企画展 10/27（土）～11/4（日）
◆「上水記展」PR講座 10/6(土) 14：00～14：30
◆江戸上水入門講座 第7回「上水を描く 樋線図の世界」 10/13(土) 14:00～14:30

休：月・火・水(但し祝日は開館)
開館:10:00～16:30(最終入館は16:00)
問：5777-8600(ハローダイヤル)

休：10/22（月）
（毎月第4月 祝日の場合は翌日休）

問：5802-9040

◆本郷キャンパス100年／流山キャンパス50年の記録 1
「流山キャンパスの半世紀」 ～11/30

休：土・日・祝、
学園祭13・14(土・日)開館
問：3811-1783

東洋大学
井上円了記念博物館

◆特別展「哲学館人物伝 能海寛 ─見果てぬチベット」（10/15～12/14）

休：日・祝、10/1～14
問：3945-8764

東洋文庫ミュージアム

◆大♡地図展－古地図と浮世絵の世界 9/15～2019年1/14

休：火
開館：10:00～19:00（入館は18:30迄）
問：3942-0280

日中友好会館美術館

◆主催催事
第28回中国文化之日 海派印象「上海現代油絵精品」 ～10/20
◆貸美術館催事 「中日書法家作品連合展」 10/26～10/31

休：主催催事は日曜休館
問：3815-5085

東洋学園大学
東洋学園史料室

休：月※10/8は開館、10/9は休館
問：050-2018-1990

日本サッカーミュージアム ◆常設展

日本女子大学
成瀬記念館
鳩山会館

肥後細川庭園
ファーブル昆虫館
「虫の詩人の館」
文化庁
国立近現代建築資料館

◆「日本女子大学図書館─"VERITAS VIA VITAE"は永遠に」
9/15～12/20

休：日・月曜日（10/21は学園
祭のため開館）
問：5981-3376

◆常設展示：鳩山一郎元総理大臣、薫夫人、威一郎元外務大臣、由紀夫、
邦夫など、鳩山家4代の足跡と記念品・愛蔵品を4つの記念室に分けて展示
※バラの開花は10月下旬。見頃は11月中です。

休：月（祝日は開館,翌日休館）
問：5976-2800

◆邸宅で見るアンティーク着物展Ⅵ 着物色図鑑～色に込めた想い～
10/6（土）～8（月祝） 参加費：500円（目録代） ※詳しくはHPへ

休：なし
開園9：00～17:00（入園は16：30迄）
問：3941-2010

◆昆虫観察・採集会、昆虫標本作製教室、昆虫教室などＨＰ参照。

休：月～金 開館13：00～17：00
問：5815-6464（開館時間内）

◆明治150年、開館5周年特別展
「明治期における官立高等教育施設の群像」 10/23～2019/2/11
※ギャラリートークなどのイベントも開催します。詳細はホームページを
御確認ください。http://nama.bunka.go.jp/

休：12/29～2019/1/3
開館：10:00～16:30
問：3812-3401

◆特別展「鷗外の『うた日記』～詩歌にうたった日々を編む」 10/6～1/14
◆文の京ワークショップ「一筆箋で筆美人」 10/23、11/23
文京区立森鷗外記念館 ◆新・観潮楼歌会「奥田佳道のクラシック音楽講座」
10/10、10/24、11/7、11/21
◆新・観潮楼歌会「短歌を楽しむ」 10/29、11/12
文京ふるさと歴史館

三菱史料館
野球殿堂博物館
弥生美術館
六義園

◆特別展「ねこの細道・さんぽ道―ぶんきょう道中ひげ栗毛―」
10/20～12/2
◆ミニ企画「右京山の今昔」 9/27～12/24
◆常設展示：三菱創業以来の歴史の解説と史料の展示
◆企画展示：「明治期三菱の倉庫業｣

休：10/1～10/5
開館10：00～18：00(入館は17：30迄)

問：3824-5511
休：10/1、9、15、22、29
開館：10：00～17：00
問：3818-7221
休：土・日・祝
開館10:00～16:30（入館は16:00迄）

問：5802-8673

◆常設展示

休：月
問：3811-3600

◆集英社デビュー50周年記念 一条ゆかり 展
～ドラマチック！ゴージャス！ハードボイルド！～ 9/29～12/24

休：月※10/8は開館、10/9は休館
問：3812-0012

◆庭園ガイド 土・日・祝 11：00～ 14：00～
◆英語ガイド 第1.第3日曜 11：00～ 14：00～ 各回約60分

休：なし
開園9：00～17：00（入園は16：30迄）

問：3941-2222
休：火・木・土・日・祝

※気象状況等により中止の場合あり

わだつみのこえ記念館 ◆常設展：戦没学生の遺稿遺品・資料

開館13:00～16：00（団体は応相談）

問：3815-8571
文の京ミュージアムネットワーク事務局 アカデミー推進課文化事業係
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※詳細は各施設にお問合せ下さい

