
平成25年度

文化庁文化芸術振興費補助金

(文化遺産を活かした地域活性化事業)

【主催】名古屋文化遺産活用実行委員会　【問合わせ】徳川美術館 TEL.052-935-6262
【協力】名古屋市歴史まちづくり推進室　　　※裏面の各イベントについては、各施設にお問合わせください。

写真 : 徳川美術館

「尾張徳川家の雛まつり」
2月8日(土) ～ 4月6日(日)

文化のみちと名付けられた

名古屋城から徳川園に至るエリア
には、江戸から明治、大正へと続く

名古屋の近代化の歩みを伝える

貴重な歴史遺産が多く残されています。

この印刷物は再生紙を使用しています。
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①名古屋城 ②名古屋市市政資料館 ③橦木館 ④二葉館

⑤名古屋陶磁器会館 ⑥徳川園 ⑦徳川美術館 ⑧蓬左文庫

【会場】文化のみち 各施設



3/1 ｢目で見る雛まつり～十二単着装公開～｣

3/2 ｢凸盛り絵付け体験｣

2/22 ｢楽しいお琴の演奏会｣

2/8 ｢二葉館開館９周年記念イベント｣

｢市政資料館スプリングコンサート｣ 3/15

｢第４０回名古屋城つばき展｣ 3/1
3/3 ｢名古屋城ひなまつり｣

○｢技の伝承塾｣作品展　　　　　 2/24
○｢ノーマン・ロックウェルの世界｣     

3/1 ｢花を誘う 徳川園の梅、桃、桜｣

2/8 ｢川上貞奴が愛した雛人形｣・｢福よせ雛｣

2/8 ｢囲碁・将棋和室大解放｣
2/8 ｢かわいいお雛様大集合｣

2/8 ｢尾張徳川家の雛まつり｣

2/7 ｢北区制７０周年企画展｣

1/18 ｢武器武具大百科｣

1/4 ｢旅をつづる｣・「名所図会の世界」
2/14 ｢ひなの世界｣「大名家の礼法ー小笠原家伝書ー」
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名古屋市市政資料館　　　　　　　　　　　　　　 TEL /０５２-９５３-００５１
開館時間 /９：００～１７：００ 　休館日 / 月曜日、第３木曜日　入館料 / 無料

２月７日 (金) ～３月６日(木) ｢北区制７０周年企画展｣
写真やパネルなどで北区の歴史・文化・自然の魅力を紹介。
３月１５日 (土) １４：００～１５：００ ｢スプリングコンサート｣
重要文化財｢中央階段室｣で、セントラル愛知交響楽団メンバーによる弦楽四重奏。
シュトラウスの名曲のほか、春をテーマにした日本の唱歌も演奏。参加無料。

名古屋陶磁器会館　　　　　　　　　　　　  　   　  TEL /０５２-９３５-７８４１
開館時間 /１０：００～１７：００   休館日 / 土・日・祝日 (２月２4日～３月９日休館日なし )  入館料 / 無料

２月２４日 (月) ～３月９日 (日) 
○ ｢技の伝承塾｣作品展～春のよろこび～
　名古屋絵付けの伝統技法｢凸盛り｣の紹介展示。
○里帰りした珠玉の陶磁器
　｢ノーマン・ロックウェルの世界｣
３月２日 (日)  ①１１：００～１２：３０ ②１４：００～１５：３０
凸盛り絵付け体験｢桃の節句｣ 定員各１０名、申し込み制。

文化のみち二葉館 (名古屋市旧川上貞奴邸)　　　TEL /０５２-９３６-３８３６
開館時間 /１０：００～１７：００(２月８日は２０：００まで )　休館日 / 月曜日
入館料 / 大人２００円 (２月８日は無料 )、中学生以下無料

２月８日 (土) 二葉館開館９周年記念プレゼント ( 先着１００名 )
　１８：００～１９：４０　「二葉館開館９周年記念イベント」
　 端唄やシンセサイザー・二胡・琴による演奏会。
２月８日 (土) ～２月１５日 (土)
雛人形展｢川上貞奴が愛した雛人形｣・｢福よ
せ雛 ｣

文化のみち橦木館　　　　　　　　　　　　 　　　  TEL /０５２-９３９-２８５０
開館時間 /１０：００～１７：００ 　休館日 / 月曜日　
入館料 / 大人２００円 (２月８日は無料 )、中学生以下無料

２月８日 (土) ～３月９日(日) ｢かわいいお雛様大集合｣
小さくてかわいらしいお雛様が大正時代のお屋敷に並びます。
２月８日 (土) ～２月２１日(金) 
｢囲碁・将棋和室大開放 ｣
２月２２日 (土)１３：３０～１５：００ 
｢楽しいお琴の演奏会｣

名古屋城　　　　　　　　　　                     　　  　          　 TEL /０５２-２３１-１７００
開館時間 /９：００～１６：３０（天守閣・本丸御殿への入場は１６：００まで）
観覧料 / 大人５００円、中学生以下無料

１月１８日 (土) ～３月９日 (日) 特別陳列｢武器武具大百科｣
名古屋城収蔵品の中から代表的な武器や武具を一堂に展示。【場所】天守閣２階
３月１日 (土) ～３月１０日 (月) ｢第４０回名古屋城つばき展｣
名城つばきの会の会員の方々が育てた「つばき」約５００点を展示。【場所】西之丸
３月３日 (月)１４：００～ ｢名古屋城ひなまつり｣
あいち戦国姫隊がひなあられをプレゼント。【場所】西之丸

徳川園　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　  　  TEL /０５２-９３５-８９８８
開園時間 /９：３０～１７：３０( 入園は１７：００まで ) 　休園日 / 月曜日 (３月３日臨時開園 )
入園料 / 大人３００円、中学生以下無料

３月１日 (土) ～４月６日 (日) ｢花を誘う  徳川園の梅、桃、桜｣
　３月 １日 (土) ～２日 (日)　ひなあられプレゼント
　３月 ２日 (日)
　３月１４日 (金)　
　３月１６日 (日)
　４月 ６日 (日)

徳川美術館　　　　　　　　　   　　　　　　　　  　   TEL /０５２-９３５-６２６２
開館時間 /１０：００～１７：００( 入館は１６：３０まで )　休館日 / 月曜日 (３月３日臨時開館 )
入館料(蓬左文庫との共通券)/大人１，２００円、高大生７００円、小中学生５００円（土曜日は小中高生無料）

２月８日 (土) ～４月６日 (日) 
特別展｢尾張徳川家の雛まつり｣
尾張徳川家伝来の豪華な雛人形や雛道具を一堂に展示。
３月１日 (土)  ①１１：００～１２：００ ②１４：００～１５：００
特別企画｢目で見る雛まつり  ～十二単着装公開～｣
入館者見学自由。

蓬左文庫　　　　　　　　　　　　　　　     　　　 TEL /０５２-９３５-２１７３
開館時間 /１０：００～１７：００( 入館は１６：３０まで )　休館日 / 月曜日 (３月３日臨時開館 )
入館料 ( 徳川美術館との共通券 )/ 大人１，２００円、高大生７００円、小中学生５００円
１月４日 (土) ～２月１１日(火・祝) 企画展示｢旅をつづる｣・「名所図会の世界」
参勤交代の旅の様子を伝える文芸作品と江戸時代の旅ブームを
背景に生まれた各地の名所図会を中心に紹介する二つの展示。
２月１４日 (金) ～４月６日(日) 
○企画展示｢ひなの世界｣
江戸から昭和まで町家に伝えられた様々な雛飾りの展示。
○企画展｢大名家の礼法ー小笠原家伝書ー｣

期間中、文化のみちの各施設を巡ってスタンプを集めると、お雛様の台紙 (各館で配布)が完成するよ！ ４施設以上のスタンプを集めた方に記念品プレゼント

徳川園の流し雛
音楽の庭コンサート
徳川園起源の日 ( 無料開園 )
桜・二胡演奏会
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