
                              

令 和 2 年 3 月 1 3 日 

                                     

生  活  文  化  局 

公益財団法人東京都歴史文化財団 

公益財団法人東京都交響楽団 

 

開催を予定していた文化事業の休止等について（第三報） 

 

 

令和 2 年 3 月 12 日に発表された「新型コロナウイルス東京都緊急対応策

（第三弾）」に基づき、生活文化局では、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大を防止する観点から、３月末を目途に、別紙のとおり文化事業を休止ま

たは中止することといたしましたので、お知らせいたします。 

 

なお、今後の状況により、別紙以外の事業についても予定が変更となる場

合がありますので、主催者又は各施設のホームページ等で最新の情報をご確

認下さいますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 
 
１．都立文化施設で開催する主な展覧会、公演等について 

  生活文化局文化振興部 企画調整課           電話：０３－５３８８－３１４６ 
                                内線 ２９－４３０ 
  公益財団法人東京都歴史文化財団  事務局 総務課     電話：０３－５６１０－３５０３ 

 

２．東京都交響楽団に関する事業について 
生活文化局文化振興部 企画調整課           電話：０３－５３８８－３１３１  

                                内線 ２９－４１０ 
  公益財団法人東京都交響楽団 経営企画部         電話：０３－３８２２－０７２６  

 

３．都民芸術フェスティバル及びふれあいこどもまつりについて 
生活文化局文化振興部 文化事業課           電話：０３－５３８８－３１５３  

                                内線 ２９－４６０ 
  公益財団法人東京都歴史文化財団 東京芸術劇場事業企画課  

      電話：０３－５３９１－３０６０  
 
※個別の事業につきましては、別紙に記載の問い合わせ先までお問い合わせください。 



別紙

北澤美術館所蔵　ルネ・ラリック

アール・デコのガラス　モダン・エレガンス

の美

公益財団法人東京都歴史文化財団

東京都庭園美術館、NHK、NHKプ

ロモーション

3/13-3/31 休止
東京都庭園美術館

TEL：03-3443-0201（10:00～18:00）

https://www.teien-art-

museum.ne.jp/exhibition/200201-

0407_lalique.html

平成31年3月7日報道発表

庭園
公益財団法人東京都歴史文化財団

東京都庭園美術館
3/13-3/31 休止

東京都庭園美術館

TEL：03-3443-0201（10:00～18:00）
https://www.teien-art-museum.ne.jp/

常設展
公益財団法人東京都歴史文化財団

東京都江戸東京博物館
3/13-3/31 休止

江戸東京博物館

TEL：03-3626-9974（9:00～17:00）
https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/

企画展「市民からのおくりもの2019－平成30年

度　　新収蔵品からー」

※常設展示室内

公益財団法人東京都歴史文化財団 東

京都江戸東京博物館
3/13-3/31 休止

江戸東京博物館

TEL：03-3626-9974（9:00～17:00）

https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/s-

exhibition/
平成31年3月7日報道発表

特別展「江戸ものづくり列伝－ニッポンの美

は職人の技と心に宿る－」

公益財団法人東京都歴史文化財団

東京都江戸東京博物館、毎日新聞

社

3/13-3/31 休止
江戸東京博物館

TEL：03-3626-9974（9:00～17:00）

https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/s-

exhibition/special/
平成31年3月7日報道発表

園内観覧
公益財団法人東京都歴史文化財団

江戸東京たてもの園
3/13-3/31 休止

江戸東京たてもの園

TEL：042-388-3300

（4～9月 9:30~17:30

　/10～3月 9:30～16:30）

https://www.tatemonoen.jp/

特別展「ぬくもりと希望の空間～大銭湯展」

※たてもの園内

公益財団法人東京都歴史文化財団

江戸東京たてもの園
3/13-3/31 休止

江戸東京たてもの園

TEL：042-388-3300

（4～9月 9:30~17:30

　/10～3月 9:30～16:30）

https://www.tatemonoen.jp/special/special

_next.php
平成31年3月7日報道発表

たてもの園フェスティバル
公益財団法人東京都歴史文化財団

江戸東京たてもの園
3/22-3/28 中止

江戸東京たてもの園

TEL：042-388-3300

（4～9月 9:30~17:30

　/10～3月 9:30～16:30）

https://www.tatemonoen.jp/event/schedule.ph

p
平成31年3月7日報道発表

写真とファッション　90年代以降の関係性を

探る

公益財団法人東京都歴史文化財団

東京都写真美術館、読売新聞社、

美術連絡協議会

3/13-3/31 休止
東京都写真美術館

TEL：03-3280-0099（10:00～18:00）

https://topmuseum.jp/contents/exhibition/

index-3451.html
平成31年3月7日報道発表

日本初期写真史　関東編　幕末明治を撮る

公益財団法人東京都歴史文化財団

東京都写真美術館、読売新聞社、

美術連絡協議会

3/13-3/31 休止
東京都写真美術館

TEL：03-3280-0099（10:00～18:00）

https://topmuseum.jp/contents/exhibition/

index-3453.html
平成31年3月7日報道発表

永遠の日本　白川義員写真展
公益財団法人東京都歴史文化財団

東京都写真美術館
3/20-3/31 休止

東京都写真美術館

TEL：03-3280-0099（10:00～18:00）

https://topmuseum.jp/contents/exhibition/inde

x-3455.html
平成31年3月7日報道発表

MOTコレクション

いまーかつて 複数のパースペクティブ

公益財団法人東京都歴史文化財団東

京都現代美術館
3/14-3/31 休止

東京都現代美術館

TEL：03-5245-4111（10:00～18:00）

https://www.mot-art-

museum.jp/exhibitions/multiple-perspectives3/
平成31年3月7日報道発表

オラファー・エリアソン　ときに川は橋となる
公益財団法人東京都歴史文化財団東

京都現代美術館、産経新聞社
3/14-3/31 休止

東京都現代美術館

TEL：03-5245-4111（10:00～18:00）

https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/olafur-

eliasson/
平成31年3月7日報道発表

カディスト・アート・ファウンデーションとの共

同企画展

「もつれるものたち」

公益財団法人東京都歴史文化財団東

京都現代美術館、カディスト・アー

ト・ファウンデーション

3/14-3/31 休止
東京都現代美術館

TEL：03-5245-4111（10:00～18:00）

https://www.mot-art-

museum.jp/exhibitions/kadist-art-foundation/
平成31年3月7日報道発表

施設名 名称 主催者

江戸東京たてもの園

休止期間

休止日程
対応 問い合わせ先

〈都立文化施設で開催する主な展覧会、公演等〉

東京都現代美術館

webサイト 備考

東京都庭園美術館

東京都江戸東京博物館

東京都写真美術館

https://www.teien-art-museum.ne.jp/exhibition/200201-0407_lalique.html
https://www.teien-art-museum.ne.jp/exhibition/200201-0407_lalique.html
https://www.teien-art-museum.ne.jp/exhibition/200201-0407_lalique.html
https://www.teien-art-museum.ne.jp/
https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/
https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/s-exhibition/
https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/s-exhibition/
https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/s-exhibition/special/　
https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/s-exhibition/special/　
https://www.tatemonoen.jp/
https://www.tatemonoen.jp/special/special_next.php　
https://www.tatemonoen.jp/special/special_next.php　
https://www.tatemonoen.jp/event/schedule.php
https://www.tatemonoen.jp/event/schedule.php
https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-3451.html
https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-3451.html
https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-3453.html
https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-3453.html
https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-3455.html
https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-3455.html
https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/multiple-perspectives3/
https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/multiple-perspectives3/
https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/kadist-art-foundation/
https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/kadist-art-foundation/


施設名 名称 主催者
休止期間

休止日程
対応 問い合わせ先 webサイト 備考

ドローイングの可能性
公益財団法人東京都歴史文化財団東

京都現代美術館
3/14-3/31 休止

東京都現代美術館

TEL：03-5245-4111（10:00～18:00）

https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/the-

potentiality-of-drawing/
平成31年3月7日報道発表

停滞フィールドACT (Artists Contemporary

TOKAS) Vol. 2

公益財団法人東京都歴史文化財団

東京都現代美術館トーキョーアー

ツアンドスペース本郷

3/13-3/22 中止
トーキョーアーツアンドスペース本郷

TEL：03-5689-5331  （10:00～18:00）

https://www.tokyoartsandspace.jp/archive/ex

hibition/2020/20200222-6881.html

オープン・スタジオ2019-2010/3月

公益財団法人東京都歴史文化財団東

京都現代美術館トーキョーアーツア

ンドスペース

3/13-15 中止

トーキョーアーツアンドスペース

レジデンシー

TEL:03-5625-4433(10:00～18:00)

https://www.tokyoartsandspace.jp/archive/exhi

bition/2020/20200313-6987.html
平成31年3月7日報道発表

グランドオープン記念事業

展覧会「あしたのおどろき」

公益財団法人東京都歴史文化財団

東京都現代美術館文化共生課
3/13-3/31 休止

東京都渋谷公園通りギャラリー

TEL：03-5422-3151（10:00～18:00）
https://inclusion-art.jp/ 令和元年11月8日報道発表

特別展

「ハマスホイとデンマーク絵画」

公益財団法人東京都歴史文化財団

東京都美術館、読売新聞社
3/13-3/26 中止

東京都美術館

TEL：03-3823-6921（9:30～17:30）
https://www.tobikan.jp 平成31年3月7日報道発表

東京バレエ団『ラ・シルフィード』（全2

幕）公開リハーサル

NBS公益財団法人日本舞台芸術振

興会、公益財団法人東京都歴史文

化財団東京文化会館

3/20 中止
東京文化会館

TEL：03-3828-2111（8:45～22:00）
https://www.t-bunka.jp/stage/4750/

第９回音楽大学フェスティバル・オーケスト

ラ

音楽大学オーケストラ･フェス

ティバル実行委員会、公益財団法

人東京都歴史文化財団 東京芸術劇

場、ミューザ川崎シンフォニー

ホール（川崎市文化財団グルー

プ）

3/29 中止

東京芸術劇場ボックスオフィス

TEL：0570-010-296 (休館日を除く10:00-

19:00)

https://www.geigeki.jp/performance/concert

198/
平成31年3月7日報道発表

東京都交響楽団

第899回　定期演奏会Cシリーズ
公益財団法人東京都交響楽団 3/27 中止

公益財団法人東京都交響楽団

TEL：0570-056-057（平日10:00～18:00）
https://www.tmso.or.jp/

東京都交響楽団

No.386　プロムナードコンサート
公益財団法人東京都交響楽団 3/22 中止

公益財団法人東京都交響楽団

TEL：0570-056-057（平日10:00～18:00）
https://www.tmso.or.jp/

Welcome Youth（ウェルカムユース） 公益財団法人東京都歴史文化財団 3/20-4/5 中止
東京都歴史文化財団事務局

TEL：03-5610-3503（平日10:00～18:00）
https://www.rekibun.or.jp/youth2020-1/ 令和２年１月２８日報道発表

トーキョーアーツアンド

スペース本郷

東京都渋谷公園通り

ギャラリー

トーキョーアーツアンドスペー

スレジデンシー

東京都美術館

東京文化会館

東京芸術劇場

東京芸術劇場

〈東京都交響楽団　定期演奏会・プロムナードコンサート〉

東京都現代美術館

サントリーホール

〈Welcome Youth（ウェルカムユース） -2020 春-〉

東京都庭園美術館

東京都江戸東京博物館

江戸東京たてもの園

東京都写真美術館

    東京都現代美術館

東京都美術館

https://www.tokyoartsandspace.jp/index.html
https://www.tokyoartsandspace.jp/index.html
https://www.tobikan.jp/
https://www.t-bunka.jp/stage/4750/
https://www.geigeki.jp/performance/concert198/
https://www.geigeki.jp/performance/concert198/
https://www.tmso.or.jp/
https://www.tmso.or.jp/
https://www.rekibun.or.jp/youth2020-1/


施設名 名称 主催者
休止期間

休止日程
対応 問い合わせ先 webサイト 備考

牧阿佐美バレヱ団「ノートルダム・ド・パ

リ」
一般財団法人牧阿佐美バレヱ団 ３/14-３/15 中止

東京芸術劇場

TEL：03-5391-2111（9:00～22:00）
https://tomin-fes.com/ 令和元年１０月１７日報道発表

NHK交響楽団～ロマンの河～ 公益社団法人日本演奏連盟 3/17 中止
東京芸術劇場

TEL：03-5391-2111（9:00～22:00）
https://tomin-fes.com/ 令和元年１０月１７日報道発表

東京都交響楽団～ボヘミアの調べ～ 公益社団法人日本演奏連盟 3/18 中止
東京芸術劇場

TEL：03-5391-2111（9:00～22:00）
https://tomin-fes.com/ 令和元年１０月１７日報道発表

第50回都民寄席　日野公演
東京都、公益財団法人東京都歴史

文化財団、都民寄席実行委員会
3/1９ 中止

東京芸術劇場

TEL：03-5391-2111（9:00～22:00）
https://tomin-fes.com/ 令和元年１０月１７日報道発表

第51回 東京都民俗芸能大会―令和の安寧を

祈って―

東京都、公益財団法人東京都歴史

文化財団、東京都民俗芸能大会実

行委員会

３/28-３/29 中止
東京芸術劇場

TEL：03-5391-2111（9:00～22:00）
https://tomin-fes.com/ 令和元年１０月１７日報道発表

第50回 邦楽演奏会
邦楽実演家団体連絡会議

（一般社団法人長唄協会内）
３/2９ 中止

東京芸術劇場

TEL：03-5391-2111（9:00～22:00）
https://tomin-fes.com/ 令和元年１０月１７日報道発表

〈参加・体験・感動！ふれあいこどもまつり〉

参加・体験・感動！ふれあいこどもまつり

ギャラクシティ西新井文化ホール

東京都、公益財団法人東京都歴史

文化財団、参加・体験・感動！ふ

れあいこどもまつり実行委員会

３/20 中止
東京芸術劇場

TEL：03-5391-2111（9:00～22:00）
https://tomin-fes.com/ 令和元年１０月１７日報道発表

参加・体験・感動！ふれあいこどもまつり

江東区亀戸文化センター

東京都、公益財団法人東京都歴史

文化財団、参加・体験・感動！ふ

れあいこどもまつり実行委員会

３/14-３/15、３

/20-３/22
中止

東京芸術劇場

TEL：03-5391-2111（9:00～22:00）
https://tomin-fes.com/ 令和元年１０月１７日報道発表

〈2020都民芸術フェスティバル参加公演〉

国立劇場

ギャラクシティ

西新井文化ホール

江東区亀戸文化センター

文京シビックホール

東京芸術劇場

東京芸術劇場

ひの煉瓦ホール

（日野市民会館）

東京芸術劇場

https://tomin-fes.com/
https://tomin-fes.com/
https://tomin-fes.com/
https://tomin-fes.com/
https://tomin-fes.com/
https://tomin-fes.com/
https://tomin-fes.com/
https://tomin-fes.com/

