
  別紙

建築をみる2020　東京モダン生活
東京都コレクションにみる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-当面の間 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-当面の間 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-当面の間 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

3/10-5/10 中止
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―江戸絵画の冒険者たち―」
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-当面の間 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
江戸東京たてもの園

2/29-当面の間 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

3/3-当面の間 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_ne
xt.php

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、
美術館連絡協議会

3/3-当面の間 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-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、
美術館連絡協議会

3/3-当面の間 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　永遠の日本/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-当面の間 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

リバーシブルな未来
日本・オーストラリアの現代写真

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都写真美術館

5/19-7/19 中止
東京都写真美術館
TEL：03-3280-0099（10:00～18:00）

https://topmuseum.jp/contents/exhibition/inde
x-3811.html

令和2年1月28日報道発表

第45回 2020 JPS展
公益社団法人日本写真家協会、公
益財団法人東京都歴史文化財団 東
京都写真美術館

5/23-6/7 中止
東京都写真美術館
TEL：03-3280-0099（10:00～18:00）

https://topmuseum.jp/contents/exhibition/inde
x-3861.html

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

備考

〈都立文化施設で開催する主な展覧会、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サイト
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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-当面の間 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-当面の間 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-当面の間 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

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-当面の間 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

フィールド⇔ワーク展　日々のアトリエに生
きている

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
通りギャラリー

4/25-当面の間 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/archive/exhibition/2020/20200425-
58.html

令和2年1月28日報道発表

特別展
「ボストン美術館展　芸術×力」

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都美術館、ボストン美術館、
日本テレビ放送網、BS日テレ、読
売新聞社

4/16-7/5 中止
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

ベートーヴェン生誕250周年記念
ミーツ・ベートーヴェン・シリーズVol.2 清
塚信也

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京芸術劇場

5/22 中止
東京芸術劇場
TEL：03-5391-2111
(平日10:00～17:00)

https://www.geigeki.jp/performance/concert20
6/

令和2年1月28日報道発表

東京芸術劇場ランチタイム・パイプオルガン
コンサート Vol.138

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京芸術劇場

5/28 中止
東京芸術劇場
TEL：03-5391-2111
(平日10:00～17:00)

https://www.geigeki.jp/performance/lunchtime
_r02/lunchtime_r02-1/

令和2年1月28日報道発表

イキウメ　『外の道』
エッチビイ株式会社
公益財団法人東京都歴史文化財団
東京芸術劇場

5/28~6/21 中止
イキウメ
TEL:03-3715-0940
E-mail:info@h-b.jp

http://www.ikiume.jp/ 令和2年1月28日報道発表

東京都交響楽団
第903回　定期演奏会Aシリーズ

公益財団法人東京都交響楽団 5/8 中止
公益財団法人東京都交響楽団
TEL：0570-056-057（平日11:00～15:00）

https://www.tmso.or.jp/

東京都交響楽団
第904回　定期演奏会Cシリーズ

公益財団法人東京都交響楽団 5/17 中止
公益財団法人東京都交響楽団
TEL：0570-056-057（平日11:00～15:00）

https://www.tmso.or.jp/

アール・ブリュット2020特別展
「満天の星に、創造の原石たちも輝く―カワ
ル　ガワル　ヒロガル　セカイ―」

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
都渋谷公園通りギャラリー

5/14-5/24 中止

同上 同上 5/31-6/13 中止

東京都渋谷公園通り
ギャラリー

東京都現代美術館

〈アール・ブリュット2020特別展〉

すみだリバーサイドホール
 ギャラリー

東京都美術館

東京芸術劇場

福生市プチギャラリー
第2展示室

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/archive/satellite/2020/20200404-51.html

令和2年3月16日報道発表

〈東京都交響楽団　定期演奏会〉

東京文化会館

東京芸術劇場

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/
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://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.geigeki.jp/performance/concert206/
https://www.geigeki.jp/performance/concert206/
https://www.geigeki.jp/performance/lunchtime_r02/lunchtime_r02-1/
https://www.geigeki.jp/performance/lunchtime_r02/lunchtime_r02-1/
http://www.ikiume.jp/
https://www.tmso.or.jp/
https://www.tmso.or.jp/
https://inclusion-art.jp/archive/satellite/2020/20200404-51.html
https://inclusion-art.jp/archive/satellite/2020/20200404-51.html


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サイト

TOKYO REAL UNDERGROUND
東京都、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

4月～6月 延期
Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル１３事務
局
TEL：03-6256-9921（9:30～18:15）

https://ttf-koubo.jp/ 令和2年2月7日報道発表

TOKYO SENTO Festival 2020
東京都、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

5/26~9/6 延期
Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル１３事務
局
TEL：03-6256-9921（9:30～18:15）

https://ttf-koubo.jp/ 令和元年10月10日報道発表

光の速さ -The Speed of Light-
東京都、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

5/9~5/30 延期
Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル１３事務
局
TEL：03-6256-9921（9:30～18:15）

https://ttf-koubo.jp/ 令和2年1月30日報道発表

TERATOTERA
「TERATOTERA祭り2020
Collective　～共生の次代～」

東京都、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、一般社団法人Ongoing

5/2-5/10 延期 TERATOTERA事務局 http://teratotera.jp/

東京キャラバン
東京都、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

5/23~5/24 延期

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　事業調整課
TEL：03-6256-8435（平日10-18時）
E-mail：info@tokyocaravan.jp

https://tokyocaravan.jp/ 令和2年2月19日報道発表

https://tokyo-festival.jp/2019/news/2568/

https://tokyo-festival.jp/2020/fantastic-site/

https://tokyo-festival.jp/2019/news/2568/

https://tokyo-festival.jp/2020/fantastic-site/

武蔵小金井駅～吉祥寺駅周辺
の施設や公園各所

〈Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル１３〉

旧博物館動物園駅ほか

〈東京アートポイント計画〉

都内銭湯約550か所

渋谷ストリーム前 金王橋広場、
太子堂八幡神社ほか

〈東京キャラバン〉

代々木公園

〈東京芸術祭2020特別公演ファンタスティック・サイト〉

東京都庭園美術館 Crazy Camel Garden
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

5/29~5/31 中止
東京芸術祭実行委員会事務局
TEL：050-1746-0996（平日10-18時）

令和2年1月28日報道発表

中止
東京芸術祭実行委員会事務局
TEL：050-1746-0996（平日10-18時）

令和2年1月28日報道発表八王子駅周辺ほか
フィルム＆パフォーマンス
「Undercurrents」

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

5/30~5/31

https://ttf-koubo.jp/
https://ttf-koubo.jp/
https://ttf-koubo.jp/
http://teratotera.jp/
https://tokyocaravan.jp/
https://tokyo-festival.jp/2019/news/2568/
https://tokyo-festival.jp/2019/news/2568/
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六本木アートナイト2020

東京都、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、
港区、六本木アートナイト実行委
員会【国立新美術館、サントリー
美術館、東京ミッドタウン、
21_21 DESIGN SIGHT、森美術
館、森ビル、六本木商店街振興組
合(五十音順)】

5/30~5/31 中止

東京都文化振興部文化事業課
TEL：03-5320-7703
アーツカウンシル東京
TEL：03-6256-8432

https://www.artscouncil-
tokyo.jp/ja/events/42546/

令和2年1月28日報道発表

プレミアムコンサート～未来へのハーモニー
～羽村公演

東京都、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

5/12 中止

東京都文化振興部文化事業課
TEL：03-5320-7703
アーツカウンシル東京
TEL：03-6256-8432

https://www.artscouncil-
tokyo.jp/ja/events/41629/

プレミアムコンサート～未来へのハーモニー
～瑞穂町公演

東京都、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

5/30 延期

東京都文化振興部文化事業課
TEL：03-5320-7703
アーツカウンシル東京
TEL：03-6256-8432

https://www.artscouncil-
tokyo.jp/ja/events/42488/

〈プレミアムコンサート〉

羽村市生涯学習センターゆと
ろぎ

瑞穂ビューパーク・スカイ
ホール

〈六本木アートナイト2020〉

六本木エリア

https://www.artscouncil-tokyo.jp/ja/events/42546/
https://www.artscouncil-tokyo.jp/ja/events/42546/
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