
 

 

 

＜報道関係各位＞ 

平成 29年 8月 

公益財団法人 通信文化協会 

郵政博物館 

 

郵政博物館誕生 115年記念  

錦絵-東京浪漫
ろ ま ん

展 
 

2017年 9月１6日（土）から 11月 26日（日）まで開催 

【前期：9月 16日～10月 24日 後期：10月 26日～11月 26日】 ※展示替え有り 

（会期中の休館日：10月 4日（水）、10月 25日（水）、11月 15日（水）） 

 

華やかなりし文明開化の東京を錦絵で懐古… 

                                        

公益財団法人 通信文化協会は、郵政博物館 企画展示場において、郵政博物館誕生１１５年記念「錦絵‐東京浪漫
ろ ま ん

」展 

を 11月26日（日）まで開催します。 

1868年、王政復古の大号令により江戸幕府が廃止とな

り明治新政府が発足、以降、日本は欧米に並ぶ近代国家

への道を歩み始めます。 

文明開化により、都心を中心に欧米の新しい文化・文

物が積極的に取り入れられると、街のようすや人々の生

活にも変化が訪れました。東京は、江戸の風情を残しつ

つ西洋の建築や文化を取り入れた美しい都として大きく

発展していきます。 

郵政博物館では、今年で 115年を迎えることを記念し、

常設展では展示する機会の少ない、文明開化の東京等の名

所を描いた当館収蔵の錦絵等を展示し、当時の観光名所や風物を懐古する記念企画展を開催します。 

（前期と後期で一部資料を展示替えします） 

 

 本展関連イベントとして記念講演会を開催するほか、期間中は季節イベント「星月夜イベント」として、天体観望会や

星占いなどの親子でお楽しみいただけるイベントも開催。楽しい企画が盛りだくさんです。 
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《東京名所 両国報知社図》 

歌川広重（三代）/ 郵政博物館蔵 

左：《鉄道馬車往復京橋煉瓦造 

ヨリ竹河岸図》 歌川広重（三代） 

右：《東京第一之劇場 新富座 

 大当ノ図》歌川広重（三代） 

    ※すべて郵政博物館蔵 



関連イベント                                                                

Ⅰ.「東京浪漫展」記念講演会 

1「すみだが生んだ偉人 北斎」 

[日時]9 月24 日（日） [ 講師] すみだ北斎美術館 学芸員 五味和之 

2「東京名所と郵便錦絵」 

[日時]10 月21日（土） [ 講師] 郵政博物館 館長 井上卓朗 

3「錦絵にみる文明開化と郵便」 

[日時]11月25 日（土） [ 講師] 郵政博物館 主任資料研究員 田原啓祐 

■時間 15:00 ～ 16:00 終了予定   ■定員 40 名 

■会場 郵政博物館 多目的スペース 

■参加方法 15 分前に会場にお集まりください 

 

Ⅱ. 墨田区施行70 周年記念事業 地域巡回展「写真でたどるすみだの街角」 

■会期 10 月20 日（金）～ 11月6 日（月） 

■会場 郵政博物館 常設展示場 

■協力 すみだ郷土文化資料館 

星月夜イベント 

季節イベント                                                            

星月夜 イベント 

Ⅰ．ソラマチから仰ぐ、ロマンティックすみだ・秋の星空「天体観望会」  

秋の星空を観望してみませんか。 

■日時 11月4日（土） 18 時30 分集合～ 20 時 ※雨天の場合は、室内での講義となります。 

■会場 郵政博物館に集合  ※博物館内は閉館しているため展示場はご覧になれません 

■講師 府中市郷土の森博物館 学芸員及び天文ボランティア 

■参加料 無料 

■定員 40 名 往復はがきでお申し込みください    

※中学生未満は保護者同伴。保護者も1名としてお申し込みが必要です。 

■申込み方法 

往復はがきに必要事項を記入の上、下記の申込み先にお申込みください。先着順に受付し定員に 

なり次第締め切ります。往復はがき1枚につき同伴者1名までお申し込みが可能です。その場合、同伴 

者は必ず代表者と一緒にご来場ください。 

・往復はがきの往信部裏面に、①イベント名「天体観望会」②お名前③ご住所④電話番号⑤年齢 

⑥同伴者がいる場合は、同伴者のお名前（1名まで） 

・返信部表面に、返信用のお名前とご住所をご記入ください。 

【申込み先】〒131-8139 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ9 階 

郵政博物館「天体観望会」係 

Ⅱ．月占い・星占い 無料鑑定コーナー 

天文学、暦などに密接に関わりながら現代まで続く占術。月相や星による占いが無料で体 

験できるイベントを開催。日本占術協会所属の占い師が鑑定をします。 

■日時 9 月16 日（土）、9 月23 日（祝土）、10 月1日（日）、10 月28 日（土）、 

11月3 日（祝金） [時間]13:00 ～ 16:30 受付終了 

■定員 50 名予定 ※鑑定時間1人10 分程度   ■参加料 無料（別途入場料がかかります） 

■協力 一般社団法人日本占術協会 

ハハロウィン イベント 

下記の期間、入館時に、受付で合言葉「Tric or Treat（トリック オア トリート）」をお伝え 

いただいたお客様先着100 名に、ノベルティをプレゼント！ 

■期間 10 月27 日（金）～ 10 月31日（火） 
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その他、期間中のイベント                                                            

Ⅰ．絵手紙教室 

■日にち 9 月17 日（日）、10 月15 日（日）、11月5 日（日） 

■時間 14:00 ～ 15:30        ■定員 10 名 

■会場 郵政博物館 多目的スペース  ■参加方法 15 分前に会場にお集まりください 

■講師 日本絵手紙協会公認講師   

Ⅱ．笑い文字教室 

■日にち 9 月22 日（金）、10 月5 日（木）、11月2 日（木） 

■時間 14:00 ～ 15:30        ■定員 10 名 

■会場 郵政博物館 多目的スペース  ■参加方法 15 分前に会場にお集まりください 

■講師 笑い文字普及協会認定講師 

Ⅲ．特別切手コレクション展 

【共催】ＮＰＯ法人郵趣振興協会 http://kitte.com   ※各初日は12 時からオープンの予定 

1「日本の記念特殊切手コレクション展」 10月7日（土）～ 9日（祝月） 

記念特殊切手の製造・発行・使用面を研究するグループの結成10 周年記念特別展示 

（展示団体：記念特殊切手研究会） 

2「心をつないだ年賀郵便の歩み- そして未来へ」展  11月11日（土）～ 12日（日） 

送り手の真心と郵政マンの努力の結晶「年賀郵便」の歴史を紐解く 

（展示団体：NPO 法人郵趣振興協会） 

 

＜企画展＞ 郵政博物館誕生 115年記念「錦絵－東京浪漫
ろ ま ん

」展 の概要 
【会期】  2017年 9月 16日（土）～11月 26日（日）  10:00～17:30（入場は 17:00まで） 
         [前期：9月 16日～10月 24日、後期：10月 26日～11月 26日] ※展示替え有り 
【休館日】  10月 4日（水）、10月 25日（水）、11月 15日（水） 
         ※上記は本展会期中の休館日です。それ以外の休館情報は、当館ＨＰにてご確認ください。 
【主催】  郵政博物館   【後援】 観光庁 
【会場】   郵政博物館 企画展示場  （〒131-8139 東京都墨田区押上1-1-2  東京スカイツリータウン・ソラマチ 9階） 
【入館料】 大人 300円、小中高 150円     

※10名以上の団体は、大人 250円/小中高 100円 ※障がい者手帳をお持ちの方と介助の方は無料 
【展示内容】  
郵政博物館が今年で 115年を迎えることを記念し、文明開化の東京名所等を描いた当館収蔵の錦絵を紹介。記念講

演会やファミリーで楽しめる季節イベント「星月夜イベント」等も開催。 
 

【アクセス】 
[交通]   東武スカイツリーライン・東京メトロ半蔵門線 

          京成押上線 都営浅草線：「押上（スカイツリー前）駅」下車すぐ 
         東武スカイツリーライン：「とうきょうスカイツリー駅」下車 

※博物館専用の駐車スペースはございません。公共の交通機関をご利用ください 

[東京スカイツリータウンイーストヤード 9階へのアクセス]  
       エスカレーターまたはエレベーターで8階まで。 
 8階で8-10階専用エレベーターへ乗りかえ、9階で降り右折正面。 
【H P】  http://www.postalmuseum.jp/ 
【TEL（一般）】 TEL 03-6240-4311 
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【プレスリリースに関するお問い合わせ】 
郵政博物館（公益財団法人通信文化協会博物館部） 担当：岩島、冨永 

  ℡：03-6240-4377  Fax:03-3625-2521 

東京スカイツリータウン® 

  

http://www.postalmuseum.jp/

