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特集　

○「東京」１５０年とは？○「東京京」 ０年と
時は遡ること1868年、時代が江戸から明治へと移り変わり、人々の暮ること1 時代が ら明治へ 変わり、 暮りわりわりわりわりわり変わり変わり変わり変わり変わり変わり 人り 人り 人人人り、り 人人り、人り、

らしや文化が大きく変化していったこの年に、私たちが住むこの地域の名ら 化が大き していっ 年に 私 住むこの 名らしや文化 きく変化し ったこの年 私たちが住 の地域の名むむ

前も「江戸」から「東京」へと変化しました（「江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔」）。前も「江戸 東京」へと しました（ 称シテ東 スノ詔」）

2018年はこの1868年からちょうど150年にあたり、明治150周年であ2018年年はこの11868年かからちょうど1550年にああたり 明明治1500周年であ

ると同時に、 京」が生ま てから150年 の年でもあるのです。る に、「東京 まれてか 年の節目 もあるの

を巡りつつ、東京の歩みを振り返ってみましょう。文化財を つつ、東京 みを振り みましょ

○明治１５０年・東京１５０年記念イベン○ １５０ 東京１ 年記念イ ント
この秋の 文化財ウィークでは、明 15 年、東京150 にちなんの東京文 ウィークで 明治150年 京150年に だ

文化イベントが盛りだくさん！ここではその一部をご紹介します。文化イベン 盛りだくさ こではそ をご紹介

会場への交通手段やお問い合わせ等、詳しくは、ガイドブック『東京文会場へのの交通手手段やおお問い合わわせ等 詳しくはは ガイイドブックク『東京文文

化財ウィーク2018　特別公開・企画事業編』の該当ページをご覧ください化 ーク2018 別公開・企 編』の該当 ジをご覧 い。

　「明治150年　江戸から東京へ
　　江戸城無血開城から東京の新たな幕開け」
内容 末の黒船から江戸無血開城へ、そして明治10年代までの激動の時代｜ 幕末 から江戸 城へ、そ 治10年代 激動の時

江戸東京に住んだ人々の目を通して、街並みや社会の変化についを、 京に住ん の目を通 街並みや 変化につ
て紹介します。て紹紹介します

日時｜平成 10月5日（ ～12月2日（成30年10 （金）～12 日）
場所｜千代田区立日比谷図書文化館　１階特別展示室代田区立 図書文化館 階特別展示日立日立立日立立 比谷図比谷比谷比谷

　　　　　　今年の東京文化財ウィークは
ここに注目！

「東京」１５０年記念イベント

　　　 　　　　 　

之図（東京大学史料編纂所　蔵東京桜田門 京大学史料 蔵）蔵）蔵）蔵）蔵）蔵）蔵）料編纂所料編纂所編纂所所料編纂所料編纂所料編纂所東東東 図（図図之門門之門門之門門門之図（東京大学史料編東京桜田門 京大学史料図（図図門之門門門門之門
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　中央区立郷土天文館第19回特別展
　　「東京150年記念　中央区の西洋医学事始」
内容｜ 江戸時代 本区 ンダダ商館長長 在す がありり、区内に江戸時代、戸時代江江江戸時代、戸戸時代代、時代江江戸時代、戸時代 本本区本区本区本本区本区本区に ランンににはオランにははオランランにに ランン する長崎する長崎す滞在在長長長の長の滞在長長の滞在滞在滞在在長長長の がンダンダンンンンンダンンダンンンンダンダ商商ダ商 長崎る長崎長崎崎長崎る長崎長崎長崎る長崎する在す在すすする長するすす在在在すす在すすする長す在在在 る長するす在すすすすするす在すすする長するすす在在在 があが崎崎屋があ屋が屋屋崎屋崎崎屋屋屋屋崎屋があが崎崎崎崎 に内に内に内にににににに内にに内内にににににに内に館商館商館館館館商館商館館館商館商館館長館長館長長長長館長館館長館長長長長長長長長長館長館長長長長｜江｜ 江江江江戸時代江戸江江 長 滞

医師が多く居住していました。また幕末から明治はは 医医師が師が多多 していま また幕末 治にかは蘭 医医蘭学者やは蘭 医やは蘭 医 多く多くが多多くが多多くが多多が多が多多が多 末末た 末末末末た 末末末た住住住住住住住住居住居住居住居住居住居住してしてししししし住ししし た 末た 末た 末末た 末た幕末たた幕末たたた幕末た幕末たた幕末たたたたた幕末末た 末た 末末た から明から明かから明 かけてかけてかけ明治治にかか医師が 居居住医医者や医医師が師が 居く居居多く居が多く居居く居師が く居居居 末末末居住居住居住住住住住し た幕末末末末た幕末た幕末から明か末末から明かかかか 明か末
蘭学の隆盛と築地居住地への西洋医学の流入にともない、本区はは、 隆盛 地への西の西 のの流入流入にに い、本区入に入に入に学の隆隆盛学の隆隆盛盛学の隆学の隆隆盛蘭学の蘭学の蘭学の蘭学の蘭学の蘭学の 地居盛 築地居盛と築地居盛 住住住住住住 流入流入流入流入流流入流入 本区は本区は区区区区はは本区は区は区は区

西洋医学の拠点のひとつともなりました。今回の特別展では、本区洋医学 つとも ました。今 特別展では で回の特回の回の特回回回回回のののののののの回の特の特の特特別の特特の特の特特特特別展特特別特別展特 展展特特別展点学 点点点拠点学の拠点学 の つとのひひとつの つと
隆盛をみた蘭学と西洋医学の展開に焦点をあて、その歴史を振り返盛をみた 西洋医学の に焦点をあ その歴史を りそそそそその歴そその歴そその歴蘭学みた蘭学みた蘭蘭学みた 西洋医西西洋医西西洋医西洋医西洋医西西洋医
ます。ますす

日時 成30年10月20日（土）～12月16日（日）まで。火曜日～｜ 平成 0月20日 ～12月16 まで。火 ～金曜日　火曜日火曜日火曜日火曜日日～～日～～日～～～金曜～金曜～金曜曜～金曜
：00～19：00／土・日・祝日　10：00～17：0010 9：00／ ・祝日　 0～17：土・土・土・日日日日 000000

場所｜中央区立郷土天文館（タイムドーム明石）区民ギャラ央区立郷土 館（タイム 明石）区民 リームタイタタイタイ館（タ館館（タ（タタタタタタ館館（タ（館館（タ（館館（タイイムムイムイイムムムイムイムイイムイムムイムイム ギャャギャギギャ ーーー

秋の文化財めぐり　明治150年　志士ゆかりの地をめぐる
①東京に残された西

せ ご

郷どんの足跡を巡る②吉田松陰の時代
内容｜ 区内・区外にある文化財・史跡などの文化遺産をバスなどで講師の解内・区外 文化財・史 どの文化遺 バスなどで 解解講師の解解講師の解解の解解講師の解解解解解解解解解解解解解解解解解解

説とともにめぐりまとともにめ ます。
日時｜ ①平成30年10月27日（土）8：30～16：30（予定） ｜ ①平平成30年年10月277日（土）88：30～16：30（予定） 

平成30年11月3日（祝）8：45～16：00（予②平 年11月3日 ：45～1 予定）
場所 央区立郷土天文館（タイムドーム明石）｜中央 土天文館 ムドーム明
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「浜離宮恩賜庭園で知る・楽しむ！「東京150年」」
内容 京府開設150年を記念し、江戸から明治への移り変わりを中心に、｜ 東京 設150年を 、江戸か へのへの移り移り を中心にり変りり変り変りり変りし、江、江し、江し、江江戸江戸戸江戸から戸かから戸かららから戸か を中中中中中ををををををりをりをりをををりをりを中を中を中中をを中中心中心中心中心心中心中心をを中中中を中を中を中を中を中

講演会、パネル展のほか、11月 4日・11月25日は日本文化体験等屋講演演会、パネル展ののほか、11月24日日 月月25日はは日本文化化体験体験等等屋は日は日は日は日日日日は日は日は日はは日は日は日は日は日はは日は日は日は日はは日は日本日本日日日日本日本日本日本日本日本日本日本日本242442242244422222242421月1月1月月月1月月11月111月月月111月11月11月111月 日24日日24日24日24日4日4日日24日 体験体験体験験体験体験体験験体験験験体験体験化文化化体化化化化化化化化化化化化文化化体体化化化化体文化化体
外イベントを実施しイベント します。

日時｜ 【講演会】① 11月3日「激動の浜御殿・浜離宮～新たな時代の政治・外講演会】① 日「激動の ・浜離宮 な時代の政 外
交の表舞台～」交の表舞

　　　　　　　② 1 10日「明治時 浜離宮―明 皇と皇后（昭 太　　　　 11月10 時代の浜 明治天皇 昭憲皇太
后）の御滞在を中心に―」后）の御滞滞在 中中心に―」

　　　　　　③11月17日トークリレー「文明開化と日本の鉄道開業」　 　　③ 日トーク 「文明開化 本の鉄道開道道鉄道鉄道道鉄道鉄道の鉄道の鉄道道道の鉄道の鉄道の鉄道の鉄道道道道道道開開業道開開業道開開開開業道開道開道開開業道開開道開道開開開道開開道開
　　【園内イベント】①11月24日、11月　 内イベン 1月24日 25日
　　　　　　　　　　「よってらっし い、やってらっしゃい、見てら しゃら や 見　　　　 　「 よっ っしゃい、 らっしゃ てらっし

！東京15 にぎわゐ広い 50年にぎ 場」
　　　　　　　　　　②11月25日スタンプラリー「江戸と明治を探せ！」②1 月 日スタンプ ー「江戸と明治 探探せ！」
場所｜ 【講演会】11月3日　中央区立教育センター（視聴覚ホ講演会】11 中央区立 センター（視 ホール）
　　　　　　11月10日　 墨田区役所前発着場にて水上バス乗船（約１時　 　　11  墨田区 発着場に バス乗船

間）～浜離宮恩賜庭園間） 浜 恩賜庭園浜離宮恩
　　　　　　　11月17日　 　　　　 1月17日　旧新橋停車場内ビヤダイニングライオン汐留店2Ｆ橋停車場内 イニングラ 汐留店2

ＶＩＰルームルーム
　　いず 0月12日 要事前申込 加費：有料　 ずれも10 までに要 込　参加 料
　　詳しくはHP　 しくはHP http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index028.htm//www.to rk.or.jp/p mat/inde ml
　　　【園内イベント】浜離宮恩賜庭園内園内イベン 離宮恩賜庭　　【園 ント】浜離 庭園内

秋の歴史文化講座②明治150年記念講演
「ヴィクトリアン・タイル―旧宣教師館を彩る装飾」

講師：志水圭歩氏（美術史家）
内容｜ 雑司が谷旧宣教師館の暖炉まわりを彩るヴィクトリアン・タイルにつ｜雑司司が谷旧宣教師館館の暖炉ままわりをを彩るヴィ ト アン・タイル つ

いてお話しいただきてお話し きます。
日時｜平成30年11月11日（日）14：30～16：00成30年1 日（日）14 16：00｜平成 月
場所 島区立雑 谷旧宣教師館｜豊島 司が谷旧 館
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浜離宮と新橋停車場～東京150年　江戸から東京～
内容｜ 浜御殿から浜離宮への変遷や、鉄道開業、築地居留地に関わる史資御殿か への変遷や 道 関わ 料宮か 浜離から浜 宮か 宮へへの変変遷宮へへの変宮へへの変宮へへの変変遷 留地地居留留地道開業、築道道開業、築道開業、築道開業、築道 留留留留留留築地地地居地築、、築、築築、築地築築築地築地居築地築築築築、築築築築地地地居地築築、築築地居留留留地居留留留留留地居留居留居留居留居留居留留留留留留地居留留留留留留留地 関留留地留留留地に関地に関地に地に関地に関地に関留留地 関地 料史史資史資料料資料料料料史資や変遷や変遷遷変変変変変遷変遷や遷変遷変変遷変遷変変遷変遷やや変遷や変遷遷変変変変変変変 やややややや 鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄道道道道道道道道鉄道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道鉄道道道道道道道 関わわ関わ関関関関わわ関関わ関関関わわ関わ関関 る史史資史資料料史資資

をパ 等 紹介しま 。パネル等 紹介等をパネル等パネル等をパネル等パパネルル等ネルをパ ル等パネル等等で紹介等で紹等で紹等でで紹等で紹等で紹介介 。介介します。介しします。。介介 。。をををををパをパをを
日時 日（火）～1 2日（日）、10：00～17：00｜｜ 平成平 0月30日 12月2日 0：00～ 0　月曜平成 00成30年10平成 0平成 0 日（火日（火0日3 ）日（火0日日（火）30日 ）日（火0日3 ） 0 ～）～）～））～）～））～）～1211211212112121121121111121121 0 ～～：00：00：00～000：00～～17：～17：～17： 月曜休月曜休月曜：000　0月30日（火）～12月2日（日）、10：0 ～0月30 火）火 ～1 （日） 12月2日 00000成30年10000 3030 火火）火日（火）30日 火火火）30 火）火火 ～0 ～～～0 ～01）～））～））～1111211112112 ：00～～～～：00～：0 ～～17：～～～～～17：～～～～17：～～～～

但し、祝祭日の場合は開館、翌日休館）館（ 祝祭日 開館、翌翌日日祝祝祭祝祝祭祭祝祝祝祭但し、祝但し、祝館（但し、祝館（但し、祝但し、祝但し、祝館（ 合は日 場合は日の場合は日 は開は開は開は開は開は開開館開館館館館館館開館館開館開館
場所｜旧新橋停車場　鉄道歴史展示室｜ 新橋停 展示停車場　停停車場　停車場停車場　停 鉄道歴史展展鉄道歴史展道歴史展鉄道歴史展展

文化講座「明治維新150年　水元旧小合新田にあった千葉道場」
内容｜ 旧小合新田村（葛飾区東水元）の農家にあった北辰一刀流の道場につい｜旧小 村（葛飾区 元）の農家 た北辰 道場につ小合新田村 区東水元 家にあった 一刀流の いの 場飾区東飾区区東東東飾区東区区東飾飾区東区区東東水東水東水東水東水東水元水元元水元水水水元元水元元元水元元水元 のの道場道場の道場場場の道場道場の道のの道場の道場道場の刀流の刀流の流の刀流の刀流の刀流の

て、歴史研究家の「あさくらゆう」氏にお話しいただき歴史研究 あさくら 氏にお話し きます。あさくくさくさくくらくくくくららくらくら いたたいたたいた ますますますますますます
日時｜平成30年10月28日（日）14：00～1成30年10 日（日）14 16：0000000000
場所 飾区郷土と天文の博物館（葛飾区白鳥3-25｜葛飾 と天文の （葛飾区白 5-1））））255-1）1255-155 15-1255-1

「明治江東人物伝」
内容｜明治150年にちなみ、現在の江東区域で活躍した人物に焦点をあて、｜ 明治 にちなみ の江東区 躍した人 点をあて

の履歴と地域との関わりについて紹介するその 地域との について る。
日時｜平成30年11月3日（土・祝）～23日（金・祝）｜平成 1月3日（ ～23日（成30年11 （土 祝） （金 祝）
場所｜深川東京モダン館川東京モダ

左上 )陸陸奥宗光、右上 )中村弥六、中央 )渋沢沢栄栄一、左下 )高田早苗、右下 )星亨亨左 宗光、右上 六、中央 )渋 左下左下 )高田 下 )星亨) 高) 高) 高 早苗陸陸上 )) 陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸奥陸奥陸奥陸奥陸陸陸奥陸))) 陸) 陸) 陸左上 )左上左上 )左 )左 )左上 )左 ))))))))) 陸陸陸陸陸陸奥奥陸
立国会図書国立 書館　蔵）国（国国国国国立国会立 会会立立 会立国会立立立国会立
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東京都公文書館企画展示「東京150年　～公文書と絵図が語る　首都東京の歴史」
内容 指定重要文化財の東京府・東京市行政文書を紹介。東京府開設から｜ 国指 文化財の ・東京市 書書を紹を紹介介 府開設か介。介介。介。介介。介府・東・東府・東府・東東京京東京京東京市行京市市行京市行行市行京市 開開設開設開設開設開設府府開府府開府開府開府府開府開京府府開京府京府府開府開府開京府開京府府開開開開開開開開開設か開設か開設か開設か開設か開設か開開開開開開開開開

150年にわたり蓄積された公文書原本を展示し、首都東京の成立と展150年にわたり蓄積積された公公文書原原本を展示示し、首首都東京のの成立成立とと展首都首都都首都都首都都都都首都首都首都首首都首首都首首都首首都首都首都首都首首都首都東都東都都都都東都東都東都東都東都東都東都東都東書原書書書書原書書書原書書書書書書書書書書書原書書公文公文公文文文公文文公文た公公文文文た公公文公文公文た公公文 原本書原原本書原書原原本書原原原原本書原 成立成立成立立成立成立成立立成立立立成立成立の京のの成のののののののののののののの成成のののの成成のの成
開をたどります。をたどり

日時｜ 平成30年10月23日（火）～11月20日（火）9：00～17：00（入館成30年1 日（火）～ 0日（火） ～17：0 は
16：30まで）土日祝日休館16 で）土日祝

場所 京都公文書｜東京 書館

9999

明治150年関連企画展
「明治期の調布―教育・産業・戦争―」

内容｜ 今年は、明治元年から満150年の年に当たります。教育・産業・戦争｜ 今 明治元年 1550年の年年に たり 育 産産業・戦争争明今今年は、明年は今 明今年今年今年は、明年年は 明今 明今年は、明年は 明治治元明治元明治元明治元明治治元治元治元明治元明治元年元年 満11年から満1年かから満1満1年元年 満11 りますります。り当たた年年年年に当た年に当た当た当たた年年年 育 戦戦満15151511155155151550年0年50年 すます。す。すます。すすます。りまたりたりりりますりまりりりりたりりりまりまりたりりりりりたりりまりりり 育・育教育・教育教教教教教教教教教教育・育 争戦争戦戦争戦争争戦争争戦争争争争争争争戦争争戦争争争争争争争戦争争の年の年ののの年の年ののの年の年のの年の年の年年年年の年の年年年年年年年年年の年年年年年明 年に当たり年の年 り｜今｜今 明今今 明今年は、明今年 明今今 ま年に当年年に当年年に当年に当年に当年50年50年50年 ますま
に、明治期の調布の様子についてご紹介します。を 、明治明治期期 の様様子に子 ご紹介しまに、を 、テーマに、をテ に、を 期の期の治期期の治期期の治期期の明治期治期期期の治期期の治期 ましまましまましましましま布の布布布布布布布調布調布調布調布調布調布の様の様のの様ののののの様様様のの様の 紹介しし紹 しししし紹介し紹紹介し紹紹紹介し紹介し紹紹介し紹紹紹介しし紹 ししし紹 ます。。ます。ますます。ま治治期治期治 ままましまましまますま

日時 成30年1 12 金）～1 16日（日）9：00～16：00　※ 祝｜ 平成 月1 12月166日日 ：0000 1～166 ※月曜（祝6～16～166～16年1 月年100月月年1年1 月成30年成30年成30年成30年成30年成30年 金）～1 日（金）12日 金）～1 0～00～000～000～00～ 曜（祝祝曜（祝曜（曜（祝曜（祝曜（祝祝祝祝祝（祝祝（祝
日の場合は翌日）休の場合 日合 日日日翌日合は翌日合 ）休休館館）休

場所｜調布市郷土博物館1階展示室布市郷土 階展示室博物郷土博物郷土博博物郷土 階展示階展示階展階展示階展示階展示

明治（東京）150年市制施行60周年記念展示『小金井の絵図』
内容｜ 明治（東京）150年市制施行60周年記念事業として、修復した3枚の大｜ 明治治（東京）150年市市制施行660周年記記念事業業として、修復したた3枚の大大

村絵図（貫 小金井村 もに近世～ の多数の絵 開判村 貫井村・小 村）ととも ～近代の 絵図を公開
る。する

日時｜平成30年11月1日（木）～平成30年12月24日（月）9：00～16：3300成30年11 （木）～平成 12月24日 ：00～1
場所｜小金井市文化財セン金井市文化 ンター

調布市布田１丁目付近（明治43年撮影）調調布市布田田１丁目付付近（明治43年撮影影）
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明治150年　激動の時代と多摩の人々
内容 末から明治に掛けての激動の時代の西東京市と多摩地区の歴史を紹｜ 幕末 治に掛け 動の時代 京京市と市と多多 の歴史を多摩多多摩多摩多多摩多激動動の動の動激動動の激動動動動動動動動激動動のの時時の時時の時代の時代代の時代のの代の時代 歴史歴史歴史歴史歴史の歴の歴の歴の歴の歴の歴区のの歴区の歴区のの歴の歴の歴区 歴の歴区のの歴歴歴歴歴歴歴歴歴史を歴史を歴史を歴史をを歴史を歴史を歴歴歴歴歴歴歴歴歴

介・展示します。介・展示します。
日時｜ 平成30 0月20日 ～1 月30日 10：00～17：00成30年10 日（土）～1 日（金）10 ～17：003 ～～1～1～～1～～～17777777330日日日日30日日日30日日11月11111月1 月月11月1

※休室日　毎週月・休室日　毎 火曜日 
※最終日は12：00終了となります。※最 12：00 なります。

場所 東京市郷土資料室｜西東 土資料室

明治150年　振り返れば明治～多摩の『聖蹟』検証
内容 治時代の多摩の歩みを学んでもらうため、幕末～明治期の書画・文｜ 明治 多摩の歩 んでもら 、幕末～ の書画・

書・写真資料等を中心とした企画展を実施します。・写真資料 中心とした 展を実施し
日時｜ 平成30年10月20日（土）～平成30年12月24日（月・成30年10 日（土）～平 年12月24 祝） 

休館日　毎週月・水曜日・12月11日（火）・18日（火）館日 毎週 水曜日・1 日（火）・ 火）休館 週月・水 12月11日 18日（火
場所 多摩聖蹟記念館（多摩市連光寺5-1-1・都立桜ヶ丘公園内）｜旧多 記念館（多 連光寺5-1 立桜ヶ丘

西東京市歴史ジオラマ「田無農兵隊の出動」（西東京市郷土資料室　所蔵）西東東京市歴史史ジオラマ「田無農兵兵隊の出動動 （西東京京市郷土資資料室 所蔵蔵）


