
 

 

 

 

 

 

 

 

即位礼正殿の儀を慶祝して 

施 設 を 無 料 公 開 し ま す 
 

 即位礼正殿の儀を慶祝して、10 月 22 日（火・祝）に次の施設を無料公開します。 

 

１ 実施日 

  令和元年 10 月 22 日（火・祝） 

 

２ 対象施設及び無料公開の内容 

○横浜開港資料館；企画展及び常設展の観覧無料 

○横浜都市発展記念館;常設展の観覧無料 

○横浜ユーラシア文化館；企画展及び常設展の観覧無料 

○横浜美術館；コレクション展の観覧無料 

○大佛次郎記念館； 入館料無料 

○横浜人形の家; 常設展の観覧無料 

○三溪園；入園料無料 

○はまぎん こども宇宙科学館；入館料無料 

○横浜市立金沢動物園；入園料無料 

○横浜市立よこはま動物園ズーラシア；入園料無料 

○帆船日本丸・横浜みなと博物館；入館料無料 

  ※横浜市歴史博物館は改修工事のため休館中です。 

※各施設情報及びお問い合わせ先については、別紙をご覧ください。 

 

お問合せ先 

（開港資料館、都市発展記念館、ユーラシア文化館に関すること）教育委員会事務局生涯学習文化財課長 
 宮田 純一 Tel 045-671-3236 

（美術館、大佛次郎記念館に関すること）文化観光局文化振興課施設担当課長 鬼木 和浩 Tel 045-671- 3860 
（人形の家、三溪園に関すること）文化観光局観光振興課長    永井 由香 Tel 045-671- 3940 
（こども宇宙科学館に関すること）こども青少年局青少年育成課長 金子 利恵 Tel 045-671- 2297 

（金沢動物園、ズーラシアに関すること）環境創造局動物園課長  綱河 功  Tel 045-671- 2607 
（帆船日本丸・みなと博物館に関すること）港湾局賑わい振興課長  有路 益義 Tel 045-671- 2874 

令 和 元 年 1 0 月 1 1 日 
教育委員会事務局生涯学習文化財課 
文化観光局文化振興課・観光振興課 
こ ど も 青 少 年 局 青 少 年 育 成 課 
環 境 創 造 局 動 物 園 課 
港 湾 局 賑 わ い 振 興 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 



施設名 所管課（問合せ先） 施設所在地 施設連絡先 施設URL 10月22日開館時間 無料公開の内容 （参考）通常料金

横浜開港資料館

教育委員会事務局
生涯学習文化財課長
宮田　純一
TEL045-671-3236

横浜市中区日本大通３ TEL　045-201-2100
http://www.kaikou.city
.yokohama.jp/

9:30～17:00
（入館は16:30まで）

企画展「横浜開港160周年記
念 開港前後の横浜 村びと
が見た1858～1860」及び常
設展の観覧無料

一般200円、小学生・中学生100円

横浜都市発展記念館

教育委員会事務局
生涯学習文化財課長
宮田　純一
TEL045-671-3236

横浜市中区日本大通12 TEL 045-663-2424
http://www.tohatsu.cit
y.yokohama.jp/

9:30～17:00
（入館は16:30まで）

常設展の観覧無料
一般300円、小学生・中学生150円
※この料金で横浜ユーラシア文化館も観覧可
※10/22は都市発展記念館の企画展は開催しておりません。

横浜ユーラシア文化館

教育委員会事務局
生涯学習文化財課長
宮田　純一
TEL045-671-3236

横浜市中区日本大通12 TEL 045-663-2424
http://www.eurasia.cit
y.yokohama.jp/

9:30～17:00
（入館は16:30まで）

企画展「サウジアラビア、オ
アシスに生きる女性たちの50
年―『みられる私』より『みる
私』
」及び常設展の観覧無料

一般300円、小学生・中学生150円
※この料金で常設展及び横浜都市発展記念館も観覧可

横浜美術館

文化観光局
文化振興課施設担当
課長
鬼木　和浩
TEL045-671-3860

横浜市西区みなとみらい３-４-
１

TEL 045-221-0300
https://yokohama.art.
museum/index.html

10:00～18:00
（入館は17:30まで）

コレクション展の観覧無料

【コレクション展】
一般 500円、高校生・大学生 300円、中学生100円
【企画展（「オランジュリー美術館コレクション　ルノワールとパ
リに恋した12人の画家たち 」）】
一般1700円、高校生・大学生1200円、中学生700円
※当日に限り、企画展の観覧券でコレクション展も観覧可

大佛次郎記念館

文化観光局
文化振興課施設担当
課長
鬼木　和浩
TEL045-671-3860

横浜市中区山手町113番地 TEL　045-622-5002
http://osaragi.yafjp.or
g/

10:00～17:00
（入館は16:30まで）

入館料無料
一般200円
※中学生以下無料

横浜人形の家

文化観光局
観光振興課長
永井　由香
TEL045-671-3940

横浜市中区山下町 18番地 TEL　045-671-9361
http://www.doll-
museum.jp/

9:30～17:00
 (入館は16:30まで)

常設展の観覧無料
一般400円、小学生・中学生200円
※企画展は別途観覧料が必要

三溪園

文化観光局
観光振興課長
永井　由香
TEL045-671-3940

横浜市中区本牧三之谷58-１ TEL　045-621-0634
https://www.sankeien.
or.jp/

9:00～17:00
 (入館は16:30まで)

入園料無料
【入園料】
一般700円、小学生・中学生200円

はまぎん こども宇宙科学
館

こども青少年局
青少年育成課長
金子　利恵
TEL045-671-2297

横浜市磯子区洋光５-２-１ TEL 045(832)1166
http://www.yokohama
-kagakukan.jp/

9：30～17：00
（入館は16:00まで）

入館料無料
※宇宙劇場(プラネタリウム）
については有料

【入館料】
一般400円、小学生・中学生200円
【宇宙劇場(プラネタリウム）入場料】
一般600円、小学生・中学生300円、４歳以上300円

横浜市立金沢動物園

環境創造局
動物園課長
綱河　功
TEL045-671-2607

横浜市金沢区釜利谷東５-15-
１

TEL 045-783-9100

http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/z
oo/kanazawa/

9：30～16：30
（入園は16：00まで）

入園料無料
【入園料】
一般500円、中人・高校生300円、小学生・中学生200円

横浜市立よこはま動物園
ズーラシア

環境創造局
動物園課長
綱河　功
TEL045-671-2607

横浜市旭区上白根町1175-１ TEL 045-959-1000
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/z
oo/zoorasia/

9:30～16:30
（入園は16:00まで）

入園料無料
【入園料】
一般800円、中人・高校生300円、小学生・中学生200円

帆船日本丸
・横浜みなと博物館

港湾局
賑わい振興課長
有路 益義
TEL045-671-2874

横浜市西区みなとみらい２-１-
１

TEL　045-221-0280

https://www.nippon-
maru.or.jp/nipponmaru
/

10:00～17:00
（入館は16:30まで）

入館料無料

【共通券】（日本丸と博物館）
一般600円、65歳以上400円、小・中・高校生300円
【単館券】（日本丸か博物館のいずれか）
一般400円、65歳以上250円、小・中・高校生200円
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