
                           

令 和 3 年 4 月 2 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 

 

 

都立文化施設の休館等及び開催を予定していた 

文化事業の中止等について 

 

 

 

令和３年４月２３日の新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言後

の都の緊急事態措置として、令和３年４月２５日から５月１１日までの間、別

紙のとおり、都立文化施設の休館等及び開催を予定していた文化事業を中止等

いたしますので、お知らせいたします。 

 

皆様には急なお知らせとなり大変申し訳ございませんが、何卒ご理解いただ

きますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

また、今後の状況により、予定が変更となる場合があります。最新の情報は

各施設のホームページ等でご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

１．都立文化施設（以下、２、３以外）について 

  生活文化局文化振興部 企画調整課           電話：０３－５３８８－３１４６ 

  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．トーキョーアーツアンドスペース本郷について 

生活文化局文化振興部 文化事業課           電話：０３－５３２０－７６５８  

   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ﾄﾞｽﾍﾟｰｽ事業課  

                              電話：０３－５２４５－１１４３ 

 

３．東京都渋谷公園通りギャラリーについて 

生活文化局文化振興部 企画調整課           電話：０３－５３８８－３１２６ 

  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  

      電話：０３－５４２２－３１５１ 

 

４．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  

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

 

５．「SaLaD ポップスコンサート in 野音」について 

生活文化局文化振興部 文化事業課           電話：０３－５３８８－３１５３  

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

 

６．「DANCE TRUCK TOKYO」、「光の速さ-The Speed of Light」について 

生活文化局文化振興部 企画調整課           電話：０３－５３２０―７７３５  

  公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 企画助成課  

      電話：０３－６２５６－８４３２ 

 

 

 



別紙

【休館・休園する都立文化施設】

施設名 URL 問い合わせ先

東京都庭園美術館 https://www.teien-art-museum.ne.jp/
東京都庭園美術館
TEL：03-3443-0201（10:00〜18:00）

東京都江戸東京博物館 https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/
東京都江戸東京博物館
TEL：03-3626-9974（9:00〜17:00）

江戸東京たてもの園 https://www.tatemonoen.jp/
江戸東京たてもの園
TEL：042-388-3300（月曜日を除く9:30〜17:30）

東京都写真美術館 https://topmuseum.jp/
東京都写真美術館
TEL：03-3280-0099（10:00〜18:00）

東京都現代美術館 https://www.mot-art-museum.jp/
東京都現代美術館
TEL：03-5245-4111（10:00〜18:00）

トーキョーアーツアンド
スペース本郷

https://www.tokyoartsandspace.jp/
トーキョーアーツアンドスペース本郷
TEL：03-5689-5331（11:00〜19:00）

東京都渋谷公園通り
ギャラリー

https://inclusion-art.jp/
東京都渋谷公園通りギャラリー
TEL：03-5422-3151（10:00〜18:00）

東京都美術館 https://www.tobikan.jp
東京都美術館
TEL：03-3823-6921（9:30〜17:30）

東京文化会館 https://www.t-bunka.jp/
東京文化会館
TEL：03-3828-2111（9:00〜19:00）

東京芸術劇場 https://www.geigeki.jp/
東京芸術劇場
TEL：03-5391-2111（9:00〜19:00 ）

※ 無観客によるイベント開催の場合を除く。
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https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/
https://www.tatemonoen.jp/
https://topmuseum.jp/
https://www.mot-art-museum.jp/
https://www.tokyoartsandspace.jp/
https://inclusion-art.jp/
https://www.tobikan.jp/
https://www.t-bunka.jp/
https://www.geigeki.jp/


【文化事業の中止・休止・延期（東京都・東京都歴史文化財団・東京都交響楽団の主な主催事業）】

事業 期間・日程 URL 問い合わせ先

建物公開2021
艶めくアール・デコの色彩

休止 東京都庭園美術館 4/25～5/11
https://www.teien-art-
museum.ne.jp/

東京都庭園美術館
TEL：03-3443-0201（10:00〜18:00）

特別展「冨嶽三十六景への挑戦
北斎と広重」

休止 4/25～5/11

企画展
「市民からのおくりもの2020」

中止 4/25～5/9

澤田知子　狐の嫁入り 4/25～5/9

白川義員写真展
永遠の日本／天地創造

4/25～5/9

MOTコレクション
「コレクションを巻き戻す」

4/25～5/11

ライゾマティクス_
マルティプレックス

4/25～5/11

マーク・マンダース
―マーク・マンダースの不在

4/25～5/11

Tokyo Contemporary Art Award
2019-2021 受賞記念展

4/25～5/11

TOKAS-Emerging 2021　第１期 中止
トーキョーアーツアンド
スペース本郷

4/25～5/5
https://www.tokyoartsands
pace.jp/

トーキョーアーツアンドスペース本郷
TEL：03-5689-5331（11:00〜19:00）

アール・ブリュット ゼン＆ナウ 2021
レターズ　ゆいほどける文字たち 休止 4/25～5/11

インナー・ランドスケープス、
トーキョー

休止 4/25～5/11

イサム･ノグチ　発見の道 休止 東京都美術館 4/25～5/11 https://www.tobikan.jp
東京都美術館
TEL：03-3823-6921（9:30〜17:30）

パンドラの鐘 中止 東京芸術劇場 4/25～5/4 https://www.geigeki.jp/
東京芸術劇場
TEL：03-5391-2111（9:00〜19:00 ）

東京都交響楽団
都響スペシャル

中止 サントリーホール 4/25 https://www.tmso.or.jp/
公益財団法人東京都交響楽団
TEL：0570-056-057（平日10:00～18:00）

東京都江戸東京博物館
https://www.edo-tokyo-
museum.or.jp/

東京都江戸東京博物館
TEL：03-3626-9974（9:00〜17:00）

対応・施設等

東京都渋谷公園通り
ギャラリー

https://inclusion-art.jp/
東京都渋谷公園通りギャラリー
TEL：03-5422-3151（10:00〜18:00）

中止 東京都写真美術館 https://topmuseum.jp/
東京都写真美術館
TEL：03-3280-0099（10:00〜18:00）

休止 東京都現代美術館
https://www.mot-art-
museum.jp/

東京都現代美術館
TEL：03-5245-4111（10:00〜18:00）

https://www.teien-art-museum.ne.jp/
https://www.teien-art-museum.ne.jp/
https://www.tokyoartsandspace.jp/
https://www.tokyoartsandspace.jp/
https://www.tobikan.jp/
https://www.geigeki.jp/
https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/
https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/
https://inclusion-art.jp/
https://topmuseum.jp/
https://www.mot-art-museum.jp/
https://www.mot-art-museum.jp/


事業 期間・日程 URL 問い合わせ先

アール・ブリュット2021特別展
アンフレームド
創造は無限を羽ばたいてゆく

中止 4/25～4/28 https://inclusion-art.jp/
東京都渋谷公園通りギャラリー
TEL：03-5422-3151（10:00〜18:00）

東京都交響楽団
第925回 定期演奏会Bシリーズ

中止 サントリーホール 4/26 https://www.tmso.or.jp/
公益財団法人東京都交響楽団
TEL：0570-056-057（平日10:00～18:00）

東京文化会館ミュージック・
ワークショップ「はじめまして
クラシック 〜バレエ音楽への誘
い〜」

中止 東京文化会館 5/1 https://www.t-bunka.jp/
東京文化会館
TEL：03-3828-2111（9:00〜19:00 ）

TACT　FESTIVAL　2021

〇コンサート・フォー・ワン・
　ファミリー
〇朗読音楽劇『ヘンゼルとグ
　レーテル』「シンデレラ』
〇ファミリー寄席
〇田中泯ダンスーオドリに惚れ
　ちゃって！－
　　　　　　　　　　他

中止
（一部配信あり）

東京芸術劇場 他 5/1～5/9
https://geigeki.jp/performan
ce/theater275/

東京芸術劇場
TEL：03-5391-2111（9:00〜19:00 ）

SaLaD ポップスコンサート
in 野音

中止 日比谷野外音楽堂 5/2
https://salad-music-
fes.com/

サラダ音楽祭事務局
TEL:03-5330-3080（平日10:00～18:00）

光の速さ-The Speed of Light- 中止
太子堂八幡神社及びその
周辺(世田谷区太子堂 5-
23-5周辺)

5/5,5/8,5/9 https://tsol.tokyo/
『光の速さ』公演事務局
TEL:03-4213-4292（平日10:00～19:00）

上野 de クラシック Vol.55 延期 東京文化会館 5/6 https://www.t-bunka.jp/
東京文化会館
TEL：03-3828-2111（9:00〜19:00 ）

DANCE TRUCK TOKYO 中止
旧中川・川の駅
(江東区大島９丁目10-6)

5/8
http://dance-
truck.jp/tokyo/

全日本ダンストラック協会
TEL:080-6673-2650（平日10:00～18:00）

東京都交響楽団
第926回 定期演奏会Aシリーズ

中止 東京文化会館 5/10 https://www.tmso.or.jp/
公益財団法人東京都交響楽団
TEL：0570-056-057（平日10:00～18:00）

なかのZERO西館
（中野区中野2-9-7）

対応・施設等
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