
         

和 2 年 4 月 8 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 い 文化事業 休止等 い 第五報  

 

東京都新型コロナウイ 感染症対策本部会議 報告 基 生活文

化局 新型コロナウイ 感染症 感染拡大を防止す 観点 5月

6日ま 間 都立文化施設を休館す い しまし  

別紙 文化事業 休止 中止ま 延期 い 知 せい しま

す  

 

今後 状況 別紙 外 事業 い も予定 変更 場

合 あ ます 主催者又 各施設 ム 等 最新 情報を 確認下

います う 願いします  

 

 

 

 

 

 

 

都立文化施設 休館 い  
  生活文化局文化振興部 企画調整課           電話      

  公益財団法人東京都歴史文化財団  事務局 総務課     電話  
 

東京都交響楽団 関す 事業 い  
生活文化局文化振興部 企画調整課           電話  

  公益財団法人東京都交響楽団 経営企画部         電話  

 

ア ブ ュ ト 2020特別展 い  
生活文化局文化振興部 企画調整課           電話  

  公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現 美術館文化共生課  

      電話  

 

Tokyo Tokyo FESTIVAL ャ い  
生活文化局文化振興部 企画調整課           電話  

  公益財団法人東京都歴史文化財団 ア カウン 東京 電話  

 

TOKYO MET SaLaD MUSIC FESTIVAL2020[サ ダ音楽祭] い  
生活文化局文化振興部 文化事業課           電話  

  公益財団法人東京都交響楽団 経営企画部         電話  

 

東京ア トポイント計画 い  
生活文化局文化振興部 文化事業課           電話  

  公益財団法人東京都歴史文化財団 ア カウン 東京 電話  

 

※個別 事業 まし 別紙 記載 問い合わせ先ま 問い合わせく い  



別紙

建築を 2020 東京 生活
東京都コ ョ 1930年代

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都庭園美術館

4/18-5/6 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/200418-

0623_UrbanLifeinModernTokyo.html

令和2年1月28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

2/29-5/6 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

2/29-5/6 休止
東京都江戸東京博物館
TEL：03-3626-9974 9:00～17:00

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

企画展 市民 く も 2019－平成30年度
新収蔵品 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

3/10-5/6 休止
東京都江戸東京博物館
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 奇才―江戸絵画 冒険者 ―
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 読売新聞
社

4/25-5/6 休止
東京都江戸東京博物館
TEL：03-3626-9974 9:00～17:00

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

exhibition/
令和2年1月28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 も 園

2/29-5/6 休止

江戸東京 も 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
くも 希望 空間～大銭湯展

※ も 園内

公益財団法人東京都歴史文化財団
江戸東京 も 園

3/3-5/6 休止

江戸東京 も 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_nex

t.php
平成31年3月7日報道発表

江戸東京 も 園
こ も 日

公益財団法人東京都歴史文化財団
江戸東京 も 園

5/4-5/5 中止

江戸東京 も 園
TEL：042-388-3300

4～9月 9:30~17:30
/10～3月 9:30～16:30

https://www.tatemonoen.jp/ 令和2年1月28日報道発表

写真 ョ 90年代以降 関係性
を探

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
美術館連絡協議会

3/3-5/6 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
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
美術館連絡協議会

3/3-5/6 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

白川義員写真展 永遠 日本/天地創造
公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都写真美術館

3/20-5/6 休止
東京都写真美術館
TEL：03-3280-0099 10:00～18:00

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

-3455.html
平成31年3月7日報道発表

MOTコ ョ
い ー つ  複数 ー

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都現代美術館

3/14-5/6 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

ー・ ソ き 川 橋 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

3/14-5/6 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

・ ー ・ ー ョ
共同企画展
もつ も

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都現代美術館 ・

ー ・ ー ョ
3/14-5/6 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

東京都江戸東京博物館

江戸東京 も 園

東京都写真美術館

東京都現代美術館

備考

都立文化施設 開催す 主 展覧会 公演等

東京都庭園美術館

対応 問い合わせ先施設名 名称 主催者
休止期間
休止日程

web

https://www.teien-art-museum.ne.jp/exhibition/200418-0623_UrbanLifeinModernTokyo.html
https://www.teien-art-museum.ne.jp/exhibition/200418-0623_UrbanLifeinModernTokyo.html
https://www.teien-art-museum.ne.jp/exhibition/200418-0623_UrbanLifeinModernTokyo.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/
https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/s-exhibition/
https://www.tatemonoen.jp/
https://www.tatemonoen.jp/special/special_next.php
https://www.tatemonoen.jp/special/special_next.php
https://www.tatemonoen.jp/
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/olafur-eliasson/
https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/olafur-eliasson/
https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/kadist-art-foundation/
https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/kadist-art-foundation/


備考対応 問い合わせ先施設名 名称 主催者
休止期間
休止日程

web

ー 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

3/14-5/6 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

TOKAS-Emerging 2020 part1

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都現代美術館 ー ョー ー

ー 本郷
4/4-5/6 中止

ー ョー ー ー 本郷
TEL：03-5689-5331  10:00～18:00

https://www.tokyoartsandspace.jp/exhibiti

on/index/index.html
令和2年1月28日報道発表

ー ⇔ワー 日々 生き
い

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都現代美術館 東京都渋谷公
園通 ー

4/25-5/6 休止
東京都渋谷公園通 ー
TEL：03-5422-3151 10:00～18:00

https://inclusion-

art.jp/archive/exhibition/2020/20200425-

58.html

令和2年1月28日報道発表

特別展
美術館展 芸術×力

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都美術館 美術館
日本 放送網 BS日
読売新聞社

4/16-5/6 休止
東京都美術館
TEL：03-3823-6921 9:30～17:30

https://www.tobikan.jp/exhibition/2020_boston.

html
令和2年1月28日報道発表

ー コ ー
公益財団法人東京都歴史文化財団
東京文化会館／公益財団法人東京
都交響楽団

4/15 延期
東京文化会館
TEL：03-3828-2111

平日  10:00～16:00
https://www.t-bunka.jp/stage/4682/ 令和2年1月28日報道発表

上野 de Vol.43 ・
ソ

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京文化会館

4/22 延期
東京文化会館
TEL：03-3828-2111

平日  10:00～16:00
https://www.t-bunka.jp/stage/4427/ 令和2年1月28日報道発表

創遊・楽落 いぶVol.52―音楽家 落語家
コ ー ョ ―

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京文化会館／公益社団法人落語
芸術協会

4/30 延期
東京文化会館
TEL：03-3828-2111

平日  10:00～16:00
https://www.t-bunka.jp/stage/4421/ 令和2年1月28日報道発表

東京芸術劇場 ・
コ ー Vol.31

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京芸術劇場

4/23 中止
東京芸術劇場
TEL：03-5391-2111
(4/13 27を除く平日10:00～17:00)

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

r02/nighttime_r02-1/
令和2年1月28日報道発表

読売日本交響楽団 土曜 ー ー

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京芸術劇場 読売新聞社 日本

放送網 読売 読売
日本交響楽団

4/25 中止
読響 ー 0570-00-4390 10
時－18時・年中無休 / 年末年始を除く

https://yomikyo.or.jp/concert/2019/11/226.php 令和2年1月28日報道発表

読売日本交響楽団 日曜 ー ー

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京芸術劇場 読売新聞社 日本

放送網 読売 読売
日本交響楽団

4/26 中止
読響 ー 0570-00-4390 10
時－18時・年中無休 / 年末年始を除く

https://yomikyo.or.jp/concert/2019/11/226-

1.php
令和2年1月28日報道発表

ー ･ ー ･ ー
ー管弦楽団

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京芸術劇場

4/30 中止
東京芸術劇場
TEL：03-5391-2111
(4/13 27を除く平日10:00～17:00)

https://www.geigeki.jp/performance/concert199

/
令和2年1月28日報道発表

TACT FESTIVAL 2020

STELLAIRE

ー ～星 愛 物語

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京芸術劇場・ ー
東京 東京都 豊島区

5/1-4 延期
東京芸術劇場
TEL：03-5391-2111
(4/13 27を除く平日10:00～17:00)

https://www.geigeki.jp/performance/theater241

/t241-1/
令和2年1月28日報道発表

TACT FESTIVAL 2020

伊藤 ×森下真樹 ！ コ
公益財団法人東京都歴史文化財団
東京芸術劇場・ ー
東京 東京都 豊島区

5/2-5 中止
東京芸術劇場
TEL：03-5391-2111
(4/13 27を除く平日10:00～17:00)

https://www.geigeki.jp/performance/theater241

/t241-2/
令和2年1月28日報道発表

TACT FESTIVAL 2020

東 京 芸 術 劇 場 presents 鈴 木 優 人 ＆ 読 響
ーコ ー

～き 僕 ー ー～

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京芸術劇場・ ー
東京 東京都 豊島区

5/5 中止
東京芸術劇場
TEL：03-5391-2111
(4/13 27を除く平日10:00～17:00)

https://www.geigeki.jp/performance/theater241

/t241-3/
令和2年1月28日報道発表

ー ョー ー
ー 本郷

東京都渋谷公園通
ー

東京都美術館

東京文化会館

東京芸術劇場

東京都現代美術館

https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/the-potentiality-of-drawing/
https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/the-potentiality-of-drawing/
https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/the-potentiality-of-drawing/
https://www.tokyoartsandspace.jp/exhibition/index/index.html
https://www.tokyoartsandspace.jp/exhibition/index/index.html
https://inclusion-art.jp/archive/exhibition/2020/20200425-58.html
https://inclusion-art.jp/archive/exhibition/2020/20200425-58.html
https://inclusion-art.jp/archive/exhibition/2020/20200425-58.html
https://www.tobikan.jp/exhibition/2020_boston.html
https://www.tobikan.jp/exhibition/2020_boston.html
https://www.t-bunka.jp/stage/4682/
https://www.t-bunka.jp/stage/4427/
https://www.t-bunka.jp/stage/4421/
https://www.geigeki.jp/performance/nighttime_r02/nighttime_r02-1/
https://www.geigeki.jp/performance/nighttime_r02/nighttime_r02-1/
https://www.geigeki.jp/performance/concert199/
https://www.geigeki.jp/performance/concert199/
https://www.geigeki.jp/performance/theater241/t241-1/
https://www.geigeki.jp/performance/theater241/t241-1/
https://www.geigeki.jp/performance/theater241/t241-2/
https://www.geigeki.jp/performance/theater241/t241-2/
https://www.geigeki.jp/performance/theater241/t241-3/
https://www.geigeki.jp/performance/theater241/t241-3/


備考対応 問い合わせ先施設名 名称 主催者
休止期間
休止日程

web

東京都交響楽団
第901回 定期演奏会C ー

公益財団法人東京都交響楽団 4/20 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
第902回 定期演奏会A ー

公益財団法人東京都交響楽団 4/21 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/

ー ・ ュ 2020特別展
満天 星 創造 原石 も輝く― ワ

ワ ―

東京都 公益財団法人東京都歴史
文化財団 東京都現代美術館 東京
都渋谷公園通 ー

4/4-4/14 中止

同上 同上 4/24-5/5 中止

TOKYO REAL UNDERGROUND
東京都 公益財団法人東京都歴史
文化財団 ー 東京

4月～5/6 延期 令和2年2月7日報道発表

隅田川怒涛 ＜春会期 ＞
東京都 公益財団法人東京都歴史
文化財団 ー 東京

4/13-19 延期 令和2年1月16日報道発表

世界無形文化遺産 2020
東京都 公益財団法人東京都歴史
文化財団 ー 東京

4/18-19 延期 令和2年1月27日報道発表

SaLaD コ ー  in 野音
東京都 公益財団法人東京都交響
楽団

5/3 中止

生活文化局文化振興部文化事業課
TEL：03-5388-3153
公益財団法人東京都交響楽団
TEL：03-3822-0726

https://salad-music-fes.com/ 令和2年2月21日報道発表

ー あ  音 千住 縁
Memoおial Rebiおth 千住 2020 舎人公園

東京都 公益財団法人東京都歴史
文化財団 ー
東京 東京藝術大学音楽学部・大
学院国際芸術創造研究科
特定非営利活動法人音 計画
足立区

4/19 延期

ー あ  音 千住 縁事務
局
TEL：03-6806-1740 13:00～18:00 火
曜・木曜除く

http://aaa-senju.com/

TERATOTERA

TERATOTERA祭 2020
Collective ～共生 次代～

東京都 公益財団法人東京都歴史
文化財団 ー
東京 一般社団法人Ongoing

5/2-5/6 延期 TERATOTERA事務局 http://teratotera.jp/

ー ・ ュ 2020特別展

東京都交響楽団 定期演奏会

東京芸術劇場

東京文化会館

都立舎人公園

武蔵小金井駅～吉祥寺駅周辺
施設や公園各所

Tokyo Tokyo FESTIVAL 13

旧博物館動物園駅ほ

Tokyo Tokyo FESTIVAL １３事務
局
TEL：03-6256-9921 9:30～18:15

https://ttf-koubo.jp/隅田川周辺

日比谷公園大音楽堂 小音楽
堂ほ

東京 ー 計画

TOKYO MET SaLaD MUSIC FESTIVAL2020[ 音楽祭]

日比谷公園大音楽堂

東京都渋谷公園通 ー
TEL：03-5422-3151 10:00～18:00

令和2年3月16日報道発表https://inclusion-

art.jp/archive/satellite/2020/20200404-51.html
八丈町役場 八丈町民

ー

ZERO 西館
美術 ー１

https://www.tmso.or.jp/
https://www.tmso.or.jp/
https://salad-music-fes.com/
http://aaa-senju.com/
http://teratotera.jp/
https://ttf-koubo.jp/
https://inclusion-art.jp/archive/satellite/2020/20200404-51.html
https://inclusion-art.jp/archive/satellite/2020/20200404-51.html

