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{ Fridays 17:00    21:00 }

★夜間特別開館を実施する日時は各館によって異なります。 ★東京都写真美術館は木曜夜も21時までオープンします。 ★入館は閉館の30分前まで。

サマーナイトミュージアム

東京都歴史文化財団の連携事業として、東京文化会館、東京芸術劇場の企画制作で、
美術館でミニコンサートを開催します。アートが溢れる贅沢な空間で、若手音楽家による演奏を是非お楽しみください。

MUSEUM×MUSIC！ ミニコンサート
Mini Concert 　My Culture Day！

今日は私の文化の日

日時：8月23日（金）19:00̶
会場：東京都庭園美術館 新館ギャラリー2
料金：無料（要展覧会観覧券／当日有効）
出演：芸劇ウインド・オーケストラ・
 アカデミー メンバー

芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミーのメンバーによるサックス四重奏。
旧朝香宮邸が竣工された1930年代の薫りに包まれるひと時をお楽しみください。

東京都庭園美術館（企画制作：東京芸術劇場）

サックス四重奏の様子

日時：8月9日（金）18:00̶
会場：東京都現代美術館
 エントランスホール
料金：無料
出演：荒井里桜
 （第15回東京音楽コンクール
 弦楽部門第１位及び聴衆賞）
 ほか

東京音楽コンクール入賞者によるミニコンサート。
ヴァイオリンの荒井里桜を中心としたアンサンブルをお届けします。

東京都現代美術館（企画制作：東京文化会館）

荒井里桜

2018年ミニコンサートの様子

日時：8月2日（金）19:00̶
 フルート・クラリネット二重奏
 8月9日（金）18:00̶
 サックス二重奏
会場：東京都写真美術館 2階ロビー
料金：無料
出演：芸劇ウインド・オーケストラ・
  アカデミー メンバー

芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミーのメンバーによるミニコンサート。
2本の楽器が織り成す爽やかな響きが、夏の暑さを忘れるひと時をお届けします。

東京都写真美術館（企画制作：東京芸術劇場）

コハーン･イシュトヴァーン

日時：8月9日（金）17:00̶、18:00̶
会場：東京都美術館 企画棟ホワイエ
料金：無料
出演：コハーン･イシュトヴァーン
 （第11回東京音楽コンクール
 木管部門第１位及び聴衆賞）

 朴梨恵

東京音楽コンクール入賞者によるミニコンサート。
クラリネットのコハーン･イシュトヴァーンとヴィオラの朴梨恵による
デュオをお届けします。

東京都美術館（企画制作：東京文化会館）

その他、以下の施設でも夜間特別開園を行います。

江戸東京たてもの園 「夜間特別開園 下町夕涼み」
8/3（土）・4（日） 15:00̶20:30

Edo-Tokyo Open Air

Architectural Museum

〒135-0022 江東区三好4-1-1（木場公園内）
TEL: 03-5777-8600（ハローダイヤル）
https://www.mot-art-museum.jp
東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」B2番出口より徒歩9分
都営地下鉄大江戸線「清澄白河駅」A3番出口より徒歩13分

東京都現代美術館

▲ https://www.rekibun.or.jp/nightmuseum2019/

公益財団法人東京都歴史文化財団
「サマーナイトミュージアム2019」特設サイト

〒110-0007 台東区上野公園8-36
TEL: 03-3823-6921
https://www.tobikan.jp
JR上野駅公園口より徒歩7分
東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分
京成線京成上野駅より徒歩10分

東京都美術館

〒130-0015 墨田区横網1-4-1
TEL: 03-3626-9974
https://www.edo-tokyo-museum.or.jp
JR総武線 両国駅西口より徒歩3分
都営地下鉄大江戸線両国駅A4出口より徒歩1分

東京都江戸東京博物館

〒108-0071 港区白金台5-21-9
TEL: 03-5777-8600（ハローダイヤル）
https://www.teien-art-museum.ne.jp
JR山手線「目黒駅」東口／東急目黒線「目黒駅」正面口より徒歩7分
都営三田線・東京メトロ南北線「白金台駅」1番出口より徒歩6分

東京都庭園美術館

「My Culture Day」とは、コンサートや美術館に行くなど文化に気軽に親しめるよう、遠慮なく定時退社や休暇取得できる社会的気運を醸成するための東京都の取組です。

〒153-0062 目黒区三田1-13-3（恵比寿ガーデンプレイス内）
TEL: 03-3280-0099
https://topmuseum.jp
JR恵比寿駅東口より徒歩約7分
東京メトロ日比谷線恵比寿駅より徒歩約10分

東京都写真美術館

（開園は9:30から、入園は20:00まで）

※都合により内容が変更となる場合がございますのでご了承ください。

【My Culture Dayに関する問い合わせ】東京都生活文化局文化振興部企画調整課  03-5388-3151
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常設展示室（5・6階）Pick Up

★は夜間特別開館時の17時以降の割引です。 ※学生・65歳以上の方は要証明。「学生」とは、大学生以下（専門学校生、高校生、中学生）を全て含みます。
入館は閉館の30分前まで。　 イベントや特典の内容は変更する場合がございます。詳細はウェブサイトでご確認ください。

都立の美術館・博物館は夏休み期間中の金曜日、開館時間を21時まで延長します！（東京都写真美術館は木・金曜日）
17時以降は、学生無料などの観覧料割引や様々なイベントもご用意。真夏の夜だけのおトクで楽しいミュージアムをご堪能ください。

サマーナイトミュージアム2019

詳細

▲ https://mysteryrally.com/

東京メトロ×国立・都立ミュージアム 「ミステリーラリー2019」開催
7/20（土）̶ 9/16（月・祝）

「サマーナイトミュージアム」の関連企画として、国立・都立のミュージアムと駅をめぐって謎を解く「ミステリーラリー2019」を
東京メトロ、独立行政法人国立美術館、公益財団法人東京都歴史文化財団が合同で実施します。

東京メトロ各駅のラックからリーフレット（7月20日～配布開始）を入手し、ストーリーを読み進めながら美術館・博物館と駅を巡る
体験型エンターテインメント。期間中であれば何日かけて回ってもOK！ 「ナイトミュージアム」の特典を利用すればお得にラリーが楽しめます。

夏休み期間中の金曜17:00̶21:00は、夜だけの特典がいっぱい！

東京都江戸東京博物館
Tokyo Metropolitan

Edo-Tokyo Museum

■ ひまわり寄席（えどはく寄席）

★学生無料、一般・65歳以上は団体料金

〈江戸ゾーン〉〈東京ゾーン〉各コーナーのテーマにのっとって、江戸東京の歴史を物語る浮世絵や古文書、
生活道具などの実物資料が約2500点、常時展示されています。
企画展「発掘された日本列島2019」（̶7/21）、企画展「いきものがたり ̶江戸東京のくらしと動物̶」（8/6̶）も観覧可。

日時：7/19̶8/30の毎金曜18:30̶19:15　 会場：常設展示室５階中村座前 ※8/2のみ1階小ホール
毎年恒例の納涼寄席。夏の夜にぴったりの「怪談」をテーマにした落語をお楽しみください。 ※常設展観覧料でご覧になれます。

7/19（金）̶ 8/30（金）の金曜夜夜間特別開館

 ミュージアムショップ［1階のみ21:00まで営業］
● 17:00以降、1,000円（税込）以上購入のお客様に
　江戸博オリジナルポストカードをプレゼント

 カフェ「カフェ三笠」、 レストラン「三笠會館」［21:00まで営業、 L.O. 20:00］
● 17:00以降来店、食事をされたお客様にワンドリンクサービス

● 17:00以降来店、展覧会観覧券（半券可）提示で会計10％OFF
 レストラン「和食処 桜茶寮」［20:00まで営業、 L.O. 19:30］

● 7/19̶8/23の毎金曜日は21:00まで

会場：1階特別展示室

● 特別展 「江戸のスポーツと
  東京オリンピック」

 ミュージアムショップ「ナディッフ コンテンポラリィ」
● 17:00以降に商品購入のお客様にポストカードプレゼント

 レストラン「100本のスプーン」［21:00まで営業、 L.O. 20:00］
 カフェ＆ラウンジ「二階のサンドイッチ」［21:00まで営業、 L.O. 20:30］ ● 各店舗17:00以降来店で、サマーナイト特別メニューあり

開発好明《受験の壁》（2016年再制作）
Photo: 開発好明

東京都現代美術館
Museum of

Contemporary Art Tokyo

★学生無料、一般・65歳以上は団体料金

企画展「あそびのじかん」Pick Up

「遊び」をテーマにした、子供から大人までファミリーで楽しめる展覧会。
一見ゲームのような参加型インスタレーションなどのユニークな作品を通して、遊びとアートの関係を探ります。

■ オトナのための遊び講座 「遊び×仕事」
日時：8/23（金）19:00 ̶ 20:00　 会場：講堂　 参加費：無料　 登壇者：服部泰宏（経営学者）

7/26（金）̶ 8/30（金）の金曜夜夜間特別開館

★学生無料、一般・65歳以上は団体料金

● 「MOTコレクション 第2期  ただいま／はじめまして」 ● 「MOTサテライト2019 ひろがる地図」
● 東京都現代美術館会場のみ、8/9̶30の毎金曜日は21:00まで
●サマーナイトトーク 日時：8/9（金）18:30̶20:00 「街の隙間でこっそり踊る～ダンス・マッピングの手法～」　
 日時：8/16（金）18:30̶20:00 「地図作りの達人たちの街の見方」
 日時：8/30（金）18:30̶20:00 「現代の地上絵 地球に絵を描くGPSアート」
 会場：東京都現代美術館ホワイエ、または企画展示室地下2F

料金：無料

東京都庭園美術館
Tokyo Metropolitan

Teien Art Museum

■ ギャラリートーク 日時：7/26（金）「家具について」、8/9（金）「壁紙について」 各日18:30̶　参加費：無料（要観覧券／当日有効）

★学生無料、一般・65歳以上は団体料金

「1933年の室内装飾  朝香宮邸をめぐる建築素材と人びと」Pick Up

1933年に竣工した旧朝香宮邸（現・東京都庭園美術館）の魅力を紹介する、年に1度の建物公開展。今回は、室内を構成する
要素―木材や家具など―に焦点を当て、その素材や技法などについて、当時の資料から解き明かすことを試みます。

7/26（金）̶ 8/30（金）の金曜夜夜間特別開館

日時：8/23（金）19:00̶
● 17:00以降来店、会計時観覧券（半券可）提示でディナー5％OFF（1グループ最大6名まで）
 Du Parc TEIEN Restaurant（レストラン デュ パルク）［22:00まで営業、 L.O. 20:00］

● 17:00以降来店、ドリンクセット100円引き

 café TEIEN（カフェ 庭園）
［21:00まで営業、L.O. 20:00（フード）、20:30（ドリンク）］● 17:00以降、商品購入のお客様にオリジナルポストカードプレゼント

　（1店舗につき1日1回のみ、各店舗1日50名まで）

 ミュージアムショップ「BLANC（ブラン）」「NOIR（ノワール）」［21:00まで営業］● 庭園公開

ミニコンサート
※詳細は裏面をご参照ください。

※日本庭園は一部の園路の通行が18:00まで

★学生無料、一般・65歳以上は団体料金
（展覧会観覧券で庭園もご覧いただけます）

東京都美術館
Tokyo Metropolitan

Art Museum

企画展「伊庭靖子展  まなざしのあわい」Pick Up

■ ギャラリートーク 日時：7/26（金）、8/16（金） 各回19:00̶19:30　会場：ギャラリーA・B・C　参加費：無料（要観覧券／当日有効）

7/26（金）̶ 8/30（金）の金曜夜夜間特別開館

■ ダイアローグ・ナイト「あわいをまなざす」 日時：8/9（金）、8/23（金）、8/30（金） 各回19:00̶19:45
会場：ギャラリーA・B・C　 参加費：無料（要観覧券／当日有効）　 定員：各回先着20名程度

ミニコンサート
※詳細は裏面をご参照ください。

日時：8/9（金）18:00̶

 ミュージアムショップ「NADiff BAITEN（ナディッフ バイテン）」
● 17:00以降、商品購入のお客様にミニプレゼント（お1人様につき1つ／なくなり次第終了）

 カフェ「MAISON ICHI（メゾン・イチ）」
● 17:00以降、500円（税抜）以上購入のお客様にコーヒーまたは紅茶1杯プレゼント

オウゴンフウチョウモドキ 2008年 作家蔵

東京都写真美術館
Tokyo Photographic

Art Museum

★学生無料、一般・65歳以上は団体料金（7/25̶8/30の木・金曜夜）

「嶋田 忠  野生の瞬間  華麗なる鳥の世界」Pick Up

自然写真家・嶋田忠の個展。約40年に及ぶ創作活動を概観するとともに「世界最古の熱帯雨林」と言われる
ニューギニア島を舞台に、不思議な生態と華麗な姿で人々を魅了する貴重な野生動物を多数紹介します。

■ アーティスト・トーク（展示解説）
日時：8/2（金）、8/16（金）各日18:00̶　 会場：2階展示室
参加費：無料（要観覧券／当日有効）　 ※8/16は手話通訳つき

7/18（木）̶ 8/30（金）の木・金曜夜夜間特別開館

★学生無料、一般・65歳以上は団体料金（7/18̶8/2の木・金曜夜）

● 「TOPコレクション イメージを読む 場所をめぐる4つの物語」

● 手話通訳つきギャラリートーク 日時：7/26（金）18:00̶  会場：3階展示室
 参加費：無料（要観覧券／当日有効）

★学生無料、一般・65歳以上は団体料金（8/15̶8/30の木・金曜夜）

● 「TOPコレクション イメージを読む 写真の時間」

● 対話型作品鑑賞会 日時：8/23（金）18:00̶  会場：3階展示室
 参加費：無料（要観覧券／当日有効）

★学生無料、一般・65歳以上は団体料金（8/15̶8/30の木・金曜夜）

● 「しなやかな闘い  ポーランド女性作家と映像 1970年代から現在へ」

●出品アーティストによるリレートーク 日時：8/15（木）18:00̶19:30  会場：１階スタジオ
  定員：50名  参加費：無料  ※当日10:00より整理券配布
●ギャラリートーク 日時：8/30（金）18:00̶  会場：地下１階展示室
 参加費：無料（要観覧券／当日有効）

● 「世界報道写真展2019」 
● 7/18̶8/2の木・金曜日は21:00まで

ミニコンサート ※詳細は裏面をご参照ください。日時：8/2（金）19:00̶、8/9（金）18:00̶

画家の眼とモティーフのあわいにある世界に魅せられた伊庭靖子（1967-）は、触れたくなるような質感やそれがまとう光を描き、
その景色を表現しつづけてきました。東京都美術館で撮影した写真をもとにした絵画をはじめ、版画、映像作品を展示します。

ミニコンサート ※詳細は裏面をご参照ください。日時：8/9（金）17:00̶、18:00̶

● 17:00以降、商品購入のお客様に
　ミニプレゼント（なくなり次第終了）

 ミュージアムショップ

● 各店舗17:00以降来店で会計時10％OFF

 RESTAURANT MUSE（レストラン ミューズ）［21:00まで営業、L.O. 20:30］ 
 RESTAURANT salon（レストラン サロン）［21:00まで営業、L.O. 20:00］
 cafe Art（カフェ アート）［21:00まで営業、L.O. 20:30］

★学生無料、一般は団体料金

サマーナイトミュージアム2019 ／フライヤー／ A3 二つ折り／中面
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