イベントの種類

イベントのご案内
徳川園（有料）

開園時間

建中寺

9：30～17：30
※入園は17：00まで

【問合】TEL 935-8988
【休園日】月
（祝日のときは直後の平日）、年末年始（12月29日～1月1日）

※各イベントは、諸事情により当日変更になる場合
があります。あらかじめご了承ください。

国

県

市

都市景観

F-3

庭園
10：00～15：00
混雑時は入場整理券配布
今年も1日限定で普段見られない庭園を
ご覧いただけます。ぜひお越しください。

徳川園ガーデンホール 13：30～14：30
出演：筧聰子、筧真美子、堀田裕子、木村洋子、
金田紗希里（ピアノ）

学ぶ

国 国の重要文化財

国 国登録文化財

聴く・魅せる

買う・味わう

県 県指定文化財

市 市指定文化財

三菱東京UFJ銀行貨幣資料館

11月3日
特別開館

【問合】TEL 933-5151
【休館日】月、祝、年末年始

11月3日限定 庭園特別公開

筧聰子と仲間たちのコンサート ～爽秋に歌う～

遊ぶ・体験する

徳源寺

【問合】TEL 937-3737
【休館日】月
（祝日の場合は開館、翌平日休館）
、年末年始、展示替え期間

徳川園ガーデンホール 10：15~11：30
市指定無形民俗文化財である、
東区の山車のお囃子やからくり人形の実演
運営：NPO法人東区山車まつり振興会
出演：西之切奉賛会、古出来町奉賛会

左文庫（閲覧無料）

日本盆栽協会指定の貴重な盆栽二十数点をはじめ６０点を展示
○「真柏」樹齢約200年 第84回国風盆栽展入賞（写真）
ちょうじゅばい

○「長寿梅」銘「左大臣」樹齢約100年
第80回国風盆栽展国風賞受賞など約60点

9：30～17：00

開館時間

開館時間 10：00～17：00

国

※入館は16：30まで

【問合】TEL 935-6262
【休館日】月
（祝日・振替休日のときは直後の平日）
、12月14日～1月3日

8月31日～11月19日
アンティークオルゴールの演奏
4階展示室 14：00～（15分程度）
100年以上続く豊かな音色を心行くまでお楽しみください。

マザック工作機械ギャラリー＜入館無料＞
・ギャラリートーク ①10：30～ ②13：30～ （各15分程度）
最新工作機械の加工実演や実際に加工されたサンプルワークなどを展示
・ギャラリートーク参加の方にボールペンをプレゼント
（各回先着10名）

名古屋陶磁器会館

国

11月3日
特別開館

景観

9：30～16：00

【問合】TEL 935-7841
【休館日】土、
日、祝、お盆休み、年末年始（臨時休館有）

古典の日記念講演会「名古屋と古典芸能」
徳川園ガーデンホール 11月1日 13：30～15：00
先着100名（別途、徳川園の入園料が必要です）
講師：名古屋女子大学教授 林和利

E-2

猛虎震威図（部分）

国

1階ミュージアムショップ 9：30～16：00
輸出用の珍しい陶磁器を特別販売

企画展「江戸川乱歩と人形」
2階展示室5

緑茶で一服 憩のひとときを！ 境内 10：00～15：00
ご来訪者に呈茶をサービスいたします。

ハンドメイド作品展 9：30～15：30
手芸品、工芸品などを展示。一部販売あり。
ハンドメイド作品展

カフェコーナー 9：30～15：30

熊野屋
F-3

築87年を迎える講堂（登録有形文化財）
で東区と東海の近代史をコンパクト
にレクチャーします。
講師：東海高等学校教諭 西形久司

旧豊田佐助邸

11月3日
【休館日】月（祝日の場合は直後の平日）、12月29日～1月3日 特別開館

9：30～16：00

D-3

写真・パネル展示Ⅰ
“語りつごう！東区ゆかりの近代産業”
「輸出陶磁器産業の隆盛」

11月3日
特別営業

11：00～15：00
熊野屋特製甘酒またはコーヒー（どちらもおやつ付） 300円
「江戸時代 灯（あかり）の道具」
「街道図録（尾州信管）」なども展示

名古屋市市政資料館

国

人力車体験＜有料＞

和館1階北西の間 9：30～16：00
主催：東区文化のみちガイドボランティアの会

市政資料館 - カトリック主税町教会
料金 1人500円、小学生以下無料
受付：市政資料館駐車場横
主催：東区まちそだての会

尾張万歳 御殿万歳 公演

ひがしネット・ギャラリー（パソコンペイント倶楽部）
和館2階 10：00～15：00
パソコンで描いた文化のみち風景や花の絵画を展示します。
主催：ひがしネット

金城学院管弦楽部
金城学院中高グリークラブ

11月3日 9：30
特別公開 ～16：00

都市景観

主催：東区文化のみちガイドボランティアの会

写真パネルで見る本庁舎の今昔

9：30～16：00

東日本大震災被災地支援パネル展
11月3日
特別開館

9：30～16：00

C-2

正庁

9：30～16：00

こだわり市場 本庁舎駐車場 9：30～16：00
授産製品、農産物、交通局グッズなどの販売

合唱「さくらんぼ会」東区在住のママさん達

フェアトレードタウンなごや企画「フェアトレード・コーヒーガーデン」

ホール 10：00～11：00
出演：山吹小学校PTA、
東桜小学校PTA、
冨士中育友会、
桜音

さくらんぼ会

本庁舎駐車場、屋上 9：30～16：00
フェアトレードコーヒーの飲み比べ、
スイーツなどの販売

愛知県庁本庁舎

合唱「谷鈴代と仲間たち」
ホール 11：15～13：30
出演：NCCバンビーニ＆NCCクレッシェレ
（名古屋少年少女合唱団50年をつなぐ唄・歌・うた）、
鈴の音コーラス
（100才を目指して元気に歌います！）、
朝日女性コーラス（66年を迎えました）
、
セカンドポリヒムニア
（高校の合唱部の仲間たち）、
コール・コラーレ アンジャリ
（3人で何ができるかな？）

都市景観

【問合】TEL 954-6055（財産管理課）

11月3日
特別公開

9：00
～16：00

マリンバ 木音mo_ne

A-3

和太鼓集団 志多ら
明和高校合唱部
SKE48トークショー
花に込めるメッセージ花束贈呈式
徳川家康と服部半蔵忍者隊
明和高校吹奏楽部
YOSAKOIダンスチームkagura

名古屋城（有料）
11月3日
特別営業 10：00～16：00

C-4

国

【問合】TEL 231-1700
【休園日】12月29日～1月1日

和室2 14：30～15：30
出演：徳山流現代津軽三味線家元
徳山弦泉 ほか

徳山弦泉と弟子

10：00～15：00 1個250円（完売次第終了）
愛知商業高校ユネスコクラブ×「くすむら」×東区まちそだての会のコラボ商品。
文化のみちにある
「早咲き桜みち」をイメージ
した、食べ歩きにピッタリのドーナツを販売し
ます。ぜひご賞味ください。

徳川はちみつおとうふどーなつ

「歩こう！文化のみち」
ウェブ写真館
11月3日当日の「歩こう！文化のみち」の写真を募集します。
いただいた写真は、後日東区ウェブサイトなどにて公開します。
※なお、人物が特定できる場合など、写真によっては公開できない場合があります。

【申込】
メール本文に＜イベント名＞、＜撮影者の氏名＞、＜電話番号＞、
＜メールアドレス＞を記載の上、写真（3MB以下）を添付して下記
あて先までお送りください。
（3MBを超える写真を提出したい場合は、
ご相談ください）
締切：11月17日
あて先：a9341106@higashi.city.nagoya.lg.jp
（東区役所企画経理室）

「旧春田鉄次郎邸の歴史」展
旧春田鉄次郎邸（C-3） 10：00～15：30
（時間によっては、入館できない場合があります）

館内ガイド
旧春田鉄次郎邸（C-3） 10：00～15：00（随時）
主催：東区文化のみちガイドボランティアの会
神霊教名古屋教会（D-3） 9：30～16：00
お庭で呈茶をサービスいたします。
抹茶（お菓子付）は有料（300円・数量限定）
境内にて各種菊花を展示しており、
無料でご休息いただけます。

13：00～14：50
市政資料館 - 主税町公園（森村組跡地）- 旧春田鉄次郎邸、
旧豊田佐助邸 - 文化のみち橦木館 - 名古屋陶磁器会館
主催：東区文化のみちガイドボランティアの会

宗教改革５００年を記念する聖書の
「お話」
・グーテンベルク復刻版聖書の展示とオルガン演奏
日本基督教団金城教会（E-4） ①11：00～12：00 ②13：00～14：00
聖書についてのお話と讃美歌とオルガン演奏
ヨハネス・グーテンベルク
（ドイツ）の活版印刷による
世界初の印刷された聖書の復刻版をご覧いただけます。

9：30～11：30 ＜要事前申込＞定員20名
料金 500円（別途、文化のみち二葉館の入館料が必要です）
市政資料館 - カトリック主税町教会 - 白壁町並 - 旧豊田佐助邸
- 文化のみち二葉館
協力：東区文化のみちガイドボランティアの会

昭和初期のレコード～
「音」
で感じる昭和の暮らし～
愛知県庁大津橋分室（A-4）
①10：30～11：30 ②14：00～15：00（定員各30名）
戦争に関する資料館で、
レコード鑑賞会を開催します。
あわせて、
ガイド付きで建物の見学もお楽しみください。
受付：1階愛知・名古屋 戦争に関する資料館入口（各15分前受付開始）
【問合】Tel 052-972-2223（名古屋市総務局総合調整室）

イベントを観てプレゼントをもらおう！
○景品のお渡しは、施設スタンプを5個以上集めた方に限
ります。
（お渡し場所・時間は、スタンプラリー記念品と
同じです）
○旧豊田佐助邸における「尾張万歳 御殿万歳 公演」
（15：00～15：45）は、イベントスタンプの対象ではありません。

①10：45～11：15 ②14：30～15：00
名古屋フィルハーモニー交響楽団OBによる弦楽四重奏（定員各120名）

県の農林水産物などの販売

庭園（雨天時和室1） 14：00～14：30
出演：華なり会代表 成瀬朝香 ほか

お休み処～四季の庭 和ごころ～

尾張万歳（門付万歳）
を観てイベントスタンプをもらった方にはステキな景品
（数量限定）
をプレゼントします。
尾張万歳は、11：00～15：00の間に町並み保存地区エリアに登場！

講堂ミニコンサート ※当日、整理券配布 ①9：30～ ②12：00～

岩﨑知子日本画展「the 10th anniversary」

くれない

剣舞「紅」

今、甦る陶磁器 明治・大正＜有料＞

正面玄関ステージイベント
○ 9：00～ 9：30
○10：00～10：20
○11：30～12：00
○12：15～12：30
○12：30～13：00
○13：30～14：00
○15：15～15：45

東白壁コミュニティセンター（D-2） 9:00～13：00（返却は16：00まで）
着物レンタルとプロ美容師による本格的な着付けで「着物美人」に変身
してまち歩きをお楽しみいただけます。
（参加者には抹茶をサービスいたします）
料金 2,500円 タオル、履物はご持参ください。
（足袋は持参または購入）
主催：東区まちそだての会、東白壁学区連絡協議会

【申込】ホームページ http://yattokame.jp/machiaruki/

本庁舎一般公開 9：00～16：00 講堂、知事室、貴賓室、正庁 ほか
名古屋少年少女合唱団

「マリンバ 木音mo_ne」
ホール 14：00～15：00
出演：水野みどり、伊藤麻美、清水育子（ピアノ）
岩﨑知子日本画展「the １０th anniversary」
ギャラリー 9：30～16：00

国

大正浪漫着物道中

やっとかめ文化祭｢まち歩きなごや｣お屋敷まち白壁＜有料＞

正庁コスプレ撮影開放 正庁 9：30～16：00

11月3日特別入館料（パンフレット持参の方）
大人400円 絵葉書プレゼント、飲物とクッキー付

庭園（雨天時和室2） 11：00～11：30
出演：崇真館武導道場館主 薮内崇視、蹴上大志

その他イベント

まち歩きイベント

【申込】11月3日 9：30～12：00 旧豊田佐助邸にて受付
【問合】Eメール info@higashibgv.com

9：30～16：00

映画やドラマのロケ地紹介パネル展

11月3日特別入館料（パンフレット持参の方）
大人160円 名古屋市敬老手帳をお持ちの方50円 中学生以下無料

和室2 11月4日 14：00～15：30
出演：井沢英子、梶田恵臣、平野透山

ガイド
「輸出陶磁器産業の面影を訪ねて」＜要事前申込＞
A-2

本庁舎一般公開 9：30～16：00 正庁、貴賓室、時計塔 ほか

会の機関誌「あれこれ」13号発刊

C-3

錦秋のお箏のコンサート
（関連イベント）

【問合・申込】Tel 090-1279-8839 ※
052-201-6009（KKRホテル名古屋美容室）
Eメール nfdjp731@yahoo.co.jp ※
※英語対応可

機関誌「あれこれ」

国

世界の子供の絵展示

変身！大正浪漫でまち歩き！＜要事前申込＞限定30名＜有料＞

10：00～16：00

「歩こう！文化のみち」
ポスター展

名古屋市役所本庁舎

オリジナルコースターやしおりを作ろう
9：30～15：30
書いたり、はったり、
スタンプしたり、
世界にひとつ自分だけの作品を作ってみませんか？

集合・受付：カトリック主税町教会（12：20受付開始）
主催：東区まちそだての会

【問合】TEL 972-2106（総務局総務課）

11月3日 9：30
特別開館 ～17：00

文化のみちスイーツ
「徳川はちみつおとうふどーなつショップ」

観賞をします。
（着物や袴（着付け含む）はご自身でご
用意ください。着物などをお持ちでない方は下の「変
身！大正浪漫でまち歩き！」をご利用ください。）

3階常設展示室前 10月24日～11月10日 9：00～17：00
市立工芸高等学校グラフィックアーツ科
※11月7日～11月12日
市民ギャラリー矢田にて
「市工芸100周年記念展覧会」開催

9：30～15：00
主催：東区文化のみちガイドボランティアの会

D-3

町並み保存地区エリア 13：00～15：00
着物や袴など大正浪漫をテーマにした装いで町並み保存地区のまち歩きを
楽しみます。途中、文化のみち橦木館にて剣舞「紅」の

人力車体験
ガイドの様子

館内ガイド

ギャラリー花藤

9：00～17：00

金城生が奏でる文化の音色

写真・パネル展示Ⅲ
「魅力ある文化のみちの紹介」

1階大広間 11月5日 13：30～15：00（第1部 講演50分、第2部 朗読40分）
講演「乱歩と人形 ～夢か、
うつつか～」
と作品「人でなしの恋」の朗読
講師：金城学院大学文学部教授 小松史生子
朗読：いのこ福代

長谷川坦男ステンドグラス作品展示会 9：30～15：30

B-3
【問合】TEL 953-0051
【休館日】月
（休日の場合は直後の平日）、第3木（休日の場合は第4木）、12月29日～1月3日

中央階段室
○14：30～15：00
○15：00～15：30

【定休日】土、
日、祝

開館時間

景観

日本武術 迫真の演武

連鶴を折ってみよう 9：30～15：30
指導：連鶴作家 角信雄

熊野屋お休み処＜有料＞

洋館2階和室 11月3日～11月5日
主催：東区文化のみちガイドボランティアの会

文化のみち百花百草（有料）

E-2

中央階段室 10：30～11：10
市立桜台高等学校によるファッションショー

写真・パネル展示Ⅱ
“語りつごう！東区ゆかりの近代産業”
「中部の近代輸出産業」

【問合】TEL 931-1036
【休館日】日～火、年末年始

9：30～15：30

桜台高校ファッションショー

洋館1階大応接室 11月3日～11月5日
主催：東区文化のみちガイドボランティアの会

和館1階 15：00～15：45
出演：今枝社中

いのこ福代

世界の子供の絵展示 9：30～15：30
協力：世界の子供の絵文化交流会

カフェコーナー

11月3日
10：00
特別建物公開 ～16：00

小松史生子

10月18日～11月15日 10：00～17：00

禅隆寺

クラシックギターコンサート 14：30～15：00

【問合】TEL 931-8301
【定休日】日、
月、祝

文化のみち橦木館（有料） 市

大人の現代津軽三味線コンサート

ひがしネット・ムービーシアター 集会室 10：00～15：00
「東区100年の歩み」
「なごやまつり古歌」
「東区の山車」
「金城学院大後藤ゼミ作成・歩こう！文化のみち撮影映像」
主催：ひがしネット

洋菓子とコーヒーまたは紅茶を販売（1セット100円）
無料でご休憩いただくこともできます。

藤田嗣治「占いの老女」

【問合】TEL 939-2850
【休館日】月
（祝日の場合は直後の平日）、12月29日～1月3日

「江戸川乱歩と人形」講演と朗読

E-2

日本の近代美術を代表する芸術家たち
近代美術を代表する梅原龍三郎と、エコー
ル・ド・パリの時代に活躍した藤田嗣治、炎
の女画家として人気の三岸節子の代表作。
現代日本画界をリードし続けた加山又造
の大作数点を展示。さらに棟方志功の大作
とアジアの現代絵画、フィリピンのRodel
Tapaya、日本の桑久保徹、小西紀行、六角
彩子などの傑作を展示します。ご期待くだ
さい。
※無料休憩所もあります。
ぜひお立ち寄り
ください。
しゅもくかん

「海季の水墨」展

1階集会室、2階和室 11月3日～11月10日
10：00～17：00（最終日は15：00まで）

G-1

雑貨、古着などを販売

出演：野村芳生

館内ガイド

画家・柳瀬辰久「海季の水墨」展

赤塚神明社

都市景観

D-3

輸出陶磁器の展示イメージ

ミニバザー 9：30～15：30

国

【問合】TEL 936-3836
【休館日】月
（祝日の場合は直後の平日）、12月29日～1月3日

11月3日 9：30
特別開館 ～17：00

うみ とき

輸出陶磁器の販売

【問合】TEL 935-7716

講堂

景観

D-3

11月3日特別観覧料 お一人様 3００円（※小学生未満無料）

9：30～15：00
主催：東区文化のみちガイドボランティアの会

1階展示室 9：30～16：00
名古屋から世界へ輸出した製品の数々を紹介

特別展「天璋院篤姫と皇女和宮」
「大名家の御用アーティスト」

東海学園

文化のみち堀美術館

1階集会室 11：00～
受付にて整理券配布（11：00～）
（先着100名）

輸出陶磁器の展示

日本福音ルーテル復活教会

文化のみち二葉館（有料） 国

我が国最古の歴史を有する日本盆栽協会
国風盆栽展は昨年第90回を迎え、
皇太子殿下もおいで下さいました。
第80回国風盆栽展で最高の栄誉である
国風賞を受賞した「長寿梅」銘「左大臣」
を始め、
写真の「真柏」は、第84回国風盆栽展に入賞し
た樹齢約200年の貴重盆栽です。
みなさまのお出かけをお待ちしております。
11月3日 10：00～17：00
（有料）
特別開館 ※入館は16：30まで
【問合】TEL 856-6677
【休館日】平日
（月～木）、資料整理日、夏季休暇、年末年始

歩こう！文化のみち
「ふたば茶屋」抹茶サービス

10月28日～11月5日 10：00～16：30

9月16日～11月5日

D-2

11月3日特別入館料（パンフレット持参の方）
大人160円 名古屋市敬老手帳をお持ちの方50円 中学生以下無料

平成29年11月24日～平成30年2月25日

蓬左文庫古書市
蓬左文庫エントランスホール

11月3日 9：00
特別公開 ～15：00

○ 9：00～ 9：45 ハープアンサンブル部による演奏
○12：00～12：30 パイプオルガンの演奏（出演：鈴木牧子）
○13：30～14：30 ハンドベルクワイアによる演奏
○書道部・ペンクラブの作品展

木彫りどうぶつ美術館 はしもとみおの世界

11月3日特別観覧料（パンフレット持参の方）
一般1,200円 高校・大学生600円 小・中学生400円

都市景観

金城学院で感じる文化の香り

ヤマザキマザック美術館コレクション展

国

蔦吉版東海道 宮

D-3

金城学院高等学校 榮光館 国

D-3

しんぱく

D-6

11月3日特別入館割引（パンフレット持参の方）
一般200円引き・18歳未満50円引き・小学生未満無料＆絵葉書プレゼント

【問合】TEL 935-2173
【休館日】月
（祝日・振替休日のときは直後の平日）
、12月14日～1月3日

徳川美術館（有料）

ヤマザキマザック美術館

9：30～16：00 ※雨天中止

10月3日～12月3日
歌川広重の数ある東海道五拾三次シリーズの中でも、
特に各宿場の名物記、名所記の要素が感じられるシリ
ーズです。江戸時代に摺られた貴重なオリジナル版画
を 4 年ぶりに一挙公開します。

主税町長屋門

（有料） 11月3日 10：00～17：00
開館時間 ※入館は閉館30分前まで

11月3日
特別公開

浮世絵版画特別展「蔦吉版東海道」

F-2

黒門くらふと市

出来町天王祭の山車囃子・からくり競演

町並み保存地区の歴史的景観に寄与している建造物

D-4

盆栽の鬼頭邸

つた きち

筧 聰子

棒の手

景観重要建築物

景観

E-2

11月３日 入館者にオリジナルしおりプレゼント
（先着300名）

鍋屋上野町源氏天流棒の手

徳川美術館前中央園路 10：00～16：00（小雨決行）
手作りクラフト体験と販売

都市の景観に深みと個性をもたらし、
地域のシンボルとなる重要な建築物や樹木等

貞祖院

9：00～16：00
※入館は15：30まで

す

徳川美術館前広場 15：00～15：30（雨天中止）
名古屋市指定無形民俗文化財、棒の手の演技
出演：上野棒の手保存会

都市景観 都市景観重要建築物

日付 の 記 載 がないものは1 1月3日限 定 のイベントです。

G-1

11月３日開園記念日 無料開園

建造物の種類

要申込イベント

登場時間の目安
○11：00頃 旧豊田佐助邸
○11：30頃 文化のみち二葉館

○12：00頃 文化のみち橦木館
○13：30頃 文化のみち百花百草
○14：00頃 カトリック主税町教会

尾張万歳

横山美術館（D-6）
平成29年10月1日～平成30年1月31日 10：00～17：00（入館は16：30まで）
11月3日特別入館割引（パンフレット持参の方）200円引き・中学生以下無料
＆オリジナル卓上カレンダープレゼント
（先着100名）
【問合】Tel 052-931-0006

愛知登文会国登録有形文化財特別公開2017＜要事前申込＞
11月18日 建築の専門家や所有者による登録有形文化財の解説
・名古屋陶磁器会館と日本陶磁器センターを巡る近代建築ツアー
10：00～12：00／14：00～16：00
・日本福音ルーテル復活教会 10：00～11：00／13：30～14：30
・カトリック主税町教会 11：30～12：00／15：00～15：30
主催：愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会
【問合・申込】Tel 052-242-3262（都市研究所スペーシア）

9：00～16：00

国

開園時間

9：00～16：30

※天守閣・本丸御殿への入場は16：00まで

A-2

11月3日は
記載施設を巡る

スタンプラリーを開催！

9：30～15：30
台紙は当日各会場で配布
記念品協力／愛知大学

11月3日特別観覧料（パンフレット持参の方） 大人400円

カトリック主税町教会

【休館日】日、火、木

国

都市景観

C-3

ご自由にご見学ください。

猿面茶席前 10：00～15：00
金城学院高等学校・大学茶道部による野点

11月3日限定 信者会館特別公開

金城生が魅せる文化の香り

信者会館

9：30～15：30

館内ガイド
聖堂、信者会館、ルルドの洞窟 9：30～15：00
主催：東区文化のみちガイドボランティアの会

○施設スタンプを5個以上集めると記念品（数量限定）
をプレゼント！
○スタンプラリー記念品お渡し場所（16：00まで）
：徳川園・金城学院高等学校・建中寺
○スマートフォンアプリ
「名古屋歴史スマートナビ」
（無料）のフォトラリーでもご参加いただけます
【11月3日限定】

金城生がもてなす文化のひととき＜有料＞

二之丸ステージ
○10：00～10：45
○11：00～11：30
○11：45～12：30

金城学院合気道部

2017
合気道部・剣道部・空手道部による演武
能楽同好会による演舞
書道部による書道パフォーマンス

11月3日
限定！

このパンフレットを持参の方に

対 象 名古屋城、徳川美術館・蓬左文庫、
施 設 文化のみち二葉館、 文化のみち橦木館、

入館料の割引 があります。

文化のみち堀美術館、 文化のみち百花百草、
ヤマザキマザック美術館、横山美術館

