
第35回 文京あじさいまつり第35回 文京あじさいまつり
6/8（土）～16（日）白山神社、白山公園
The 35th Bunkyo Hydrangea Festival

June 8(Sat.)~June 16(Sun.) Hakusan Shrine and Hakusan Park

●住所：文京区白山5-31-26
●交通：都営三田線「白山」下車 徒歩3分
●富士塚公開：9：00～17：00
●問い合わせ：文京区観光協会 TEL.03-3811-3321

※掲載の施設やイベント等につきましては、内容が変更となる場合がございます。また、身
分証明書（学生証・障害者手帳等）の提示を必要とする場合や、曜日により休業する場合がご
ざいますので、各記事のお問い合わせ先にご確認の上お出かけください。
*Information about facilities and events provided in this guidebook is subject to 
  change. 
  Please check the details in advance by using the contact information provided for 
  each facility/event.

　神社の境内から隣接する公園
にかけて約3,000株ものあじさ
いが咲き誇ります。期間中の週末
には、あじさいが彩る富士塚の公
開や歯ブラシ供養もあり、多くの
露店や屋台で毎年賑わいをみせ
ています。

第35回 文京あじさいまつり
Guide to events along railway lines

沿線イベントガイド

新スポットに
出

沿線の

　訪れるたびに新しい顔を見せる東京の街。
東京の今を訪ねてみませんか。

　普段使いの美術館をコンセプトにリニューアル。お子さまが楽しめる美
術書を集めた「こどもとしょしつ」、フルサイズとハーフサイズの料理を用
意したレストランなど、子どもから大人まで楽しめます。リニューアル・
オープン記念展として、企画展「百年の編み手たち ―流動する日本の近現
代美術―」が6月16日（日）まで開催中。

江東区三好4-1-1　木場公園内
 　10：00～18：00 ＊展示室入場は閉館の30分前まで
  展覧会による
 （2019年6月 - 12月の期間） 月曜日（7/15、8/12、9/16、9/23、10/14は開館）、
  6/17-7/11、7/16-7/19、8/13、9/17、9/24、10/15、10/21-11/15、12/28-12/31
         TEL.03-5245-4111（代表）　TEL.03-5777-8600（ハローダイヤル）

住所
開館時間
観覧料
休館日

お問い合わせ

The streets of Tokyo present new faces every
time you visit. Why not visit today’s Tokyo?

かけよう

Reopening after approx. three years of extensive renovations
約 3年にわたる休館を経てリニューアル・オープン

MUSEUM OF CONTEMPORARY ART TOKYO
東京都現代美術館

Visit new sightseeing spots
along the Toei transportation lines!

　プラネタリウムドームシアターと多目的デジタルドームシアターを常設
した日本初のツインドームプラネタリウム。最大８Kの高解像度映像や全天
周映像作品の上映では、今までにない一体感を経験できます。美しい星空を
鑑賞しながらお酒を楽しめる「Bar PLANETARIA」もおすすめです。季節に
よって子どもも楽しめる作品も上映しています。

千代田区有楽町2-5-1　有楽町マリオン9階
　 10:30～22:00（最終受付は21:00）　※土日祝のみ22:30まで営業。（最終受付は21:30）
   大人1,600円～　子ども1,000円～
   なし（作品入替・機器メンテナンス期間は休館）
　      TEL.03-6269-9952（電話受付時間は10:00～19:00）

住所
営業時間
入館料
定休日
お問い合わせ

Sky-viewing for adults that makes you forget the noise and bustle of the metropolis
都会の喧騒忘れる大人の空間

コニカミノルタプラネタリア TOKYO
都営三田線「日比谷」下車　徒歩7分
7-min.walk from Hibiya Station on the
Toei Mita Line

　訪れるお客様により一層楽し
んでいただけるように、300以上
もある多彩な店舗が順次リ
ニューアル。本格的なタイ料理や
中華、和食も楽しめるフードコー
ト「ソラマチ タベテラス」では
キッズメニューもご用意。ウエス
ト2階のフードマルシェでは買っ
たお寿司やお弁当、スイーツをそ
の場で食べられるなど、「食」の楽
しみが充実しました。さらに、期
間限定カフェ『KIRBY CAFÉ（カー
ビィカフェ）』が、好評につき9月
23日（月・祝）まで期間延長決定。
イーストヤード4階で開催中。

TEL.03-3824-7811（留守電）お問い合わせ

Wonderland of continuously evolving Food
進化し続ける「食」のワンダーランド

TOKYO Solamachi

KONICA MINOLTA PLANETARIA TOKYO 

東京ソラマチ
都営浅草線「押上」下車　徒歩1分
1-min.walk from Oshiage Station
on the Toei Asakusa Line

新スポットに
出かけよう

　神保町唯一の子どもの本（新刊絵本）
専門店。軽食をいただけるカフェもある
のでゆっくり絵本に親しむことができ、
キッズスペースやおむつ替え、授乳室も
ありますので、小さなお子さま連れでも
安心です。絵本の読み聞かせなど、赤
ちゃん連れでも参加できるイベントを
定期的に開催しています。
かわしまはるこさん絵本原画展
「あまがえるのかくれんぼ」 6/3（月）～21（金）

千代田区神田神保町2-5 北沢ビル1F
     平日：11：00～21：00 土日祝：11：00～19：00
         TEL.03-6261-6177

住所
営業時間
お問い合わせ

The place to encounter your first picture book
初めての絵本に出会う場所

Book House Cafeブックハウスカフェ
都営三田線・新宿線「神保町」下車　徒歩1分
1-min.walk from Jimbocho Station on the
Toei Mita and Toei Shinjuku Lines

　眺望や高さをさまざまな形で楽しめる「遊べる展望台」には、フォトジェニックなスポッ
トが満載！巨大な光と鏡のトンネル「無限スケープ」や、外と中の景色が上下左右反転して
映り込む「モザイクSKY」、キラキラ輝く万華鏡が幻想的な「カレイドスコープ60」など、
とっておきの1枚を撮りに行きましょう。

豊島区東池袋3-1 サンシャイン60ビル 60階
 　 10：00～22：00＊最終入場21:00まで
　大人1,200円/大学・専門学校・高校900円/中・小学生600円/4歳以上300円

住所
開館時間
入館料

  なし（年中無休）
         TEL.03-3989-3457

休館日
お問い合わせ

Photogenic space in the sky
天空のフォトジェニック空間

Nipporikan Rakugo Entertainment

SKY CIRCUS
東京さくらトラム（都電荒川線）「東池袋四丁目停留場」下車　徒歩4分
4-min.walk from Higashi-ikebukuro-yonchome Stop on the Tokyo
Sakura Tram (Toden Arakawa Line) 

　谷中の観光名所「夕やけだんだん」を下ったすぐの場所に、今春小さな演芸場「にっぽ
り館」がオープンしました。林家たけ平師と三遊亭萬橘師の幟が目印です。谷中銀座商
店街で、お惣菜やスイーツを楽しんだあとは落語を一席！

荒川区西日暮里3-14-11住所 「ひぐらし亭」2,500円
ホームページをご確認ください(https://nipporikan.jimdofree.com)

料金
公演日

Listen, laugh, eat, enjoy!
聴いて、笑って、食べて、楽しむ！

落語演芸 にっぽり館
日暮里・舎人ライナー「日暮里」下車　徒歩5分
5-min.walk from Nippori Station on the
Nippori-toneri Liner

都営大江戸線「清澄白河」下車　徒歩13分
13-min.walk from Kiyosumi-shirakawa
Station on the Toei Oedo Line

都営新宿線「菊川」下車　徒歩15分
15-min.walk from Kikukawa Station
on the Toei Shinjuku Line
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天空の未確認展　6/7（金）～7/7（日）

墨田区押上1-1-2
 　 10：00～21：00

不定休　　
       TEL.0570-55-0102

住所
営業時間

定休日
お問い合わせ
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サンシャイン60展望台

山路を登りながら

SKY CIRCUS Sunshine 60 Observatory

ⒸNintendo/HAL Laboratory, Inc.
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June

都営地下鉄/東京さくらトラム（都電荒川線）/日暮里・舎人ライナー
Toei Subway Line/Tokyo Sakura Tram（Toden Arakawa Line）/Nippori-toneri Liner

Enjoy your Tokyo trip on the
Toei Transportation!

沿線ガイド
Trackside Guide

お出かけは
環境に優しい
都営交通で

Pick upPick up

お出かけは
環境に優しい
都営交通で

　都営交通と東京メトロでは、「都営まるごときっぷ」等の特
典対象乗車券をお買い上げのお客様がご利用いただける、沿線
施設での料金の割引やプレゼント等の特典をご紹介した特典ガ
イド『ちかとく』を配布中。東京人気スポットめぐりにぜひご
活用ください！
English Version of the guidebook is available（英語版あり）

●配布場所：都営地下鉄各駅（押上・新宿線新宿を除く ､都営バス営業所・支所
●特典対象乗車券：「都営まるごときっぷ」「都営地下鉄ワンデーパス」「都バス一日乗車券」など
●特典対象施設：都営交通沿線及び東京メトロ沿線のレジャー、飲食店、美術館等
●詳細は、 ちかとく 誌面でご確認ください。

を

都 営 交 通 ニ ュ ー ス
Toei Transportation News

●会場：荒川電車営業所
●時間：10:00～13:00(雨天決行・荒天中止） ※最終入場は12:45まで
●イベント内容：車両撮影会（ヘッドマーク付き8810号車、6086号車）、とあらん撮影会、
　　　　　　　 都電グッズの販売、鉄道部品販売、車庫内見学など
●お問い合わせ：都営交通お客様センター TEL.03-3816-5700(9:00～20:00)
●アクセス：東京さくらトラム（都電荒川線） 荒川車庫前停留場 下車すぐ

「2019 路面電車の日」記念イベント開催
"2019 Tram Day" Memorial Event held

6月9日 日  June 9 (Sun.)
6月9日“路面電車の日”
を記念し、記念イベント
を開催します。

A commemorative event 
will he held to celebrate 
"Tram Day" on 9th June.



小川町
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