12:30 12:35 12:40 12:45

５便 14:00 14:05 14:10 14:15

14:30 14:35 14:40 14:45

６便 15:00 15:05 15:10 15:15

15:30 15:35 15:40 15:45

７便 16:00 16:05 16:10 16:15

16:30 16:35 16:40 16:45
青梅線 御嶽駅より徒歩3分

〒198-0174
東京都青梅市御岳1-75

４０台
（入館16：30まで）

3月～11月＝10：00～17：00

普通車

0428-78-8335

休 館 日

大 人
学 生
小学生

600円
500円
300円

青梅きもの博物館

皇室衣裳・時代衣装

各館のみどころ

桜文様蒔絵櫛

http://kushikanzashi.jp/

大 人
500円
小・中学生 200円

https://ome-yoshikawaeiji.net

写真提供：公益財団法人吉川英治国民文化振興会

◆「宮本武蔵」
「新・平家物語」など代
表的な作品関係の資料や自筆の書画な
どを、入れ替えながら約300点を展示
◆吉川邸（草思堂）は昔のままなたたず
まいを見せ、庭園には四季折々の草花
が咲き来館者の心を和ませる。
◆令和３年３月28日
（日）まで新春展示
「吉川英治の書画展」を開催しています。

梅の里を愛した
国民的文学作家の
素顔にふれる記念館

月曜日（祝休日の場合は翌平日）・
年末年始

（入館は16：30まで）

１３台（障がい者専用1台）
３台

10：00～17：00

普通車
バ ス

0428-74-9477

団体（20名様以上）
大 人
400円
小・中学生 150円

個人

青梅線 二俣尾駅下車 徒歩15分
柚木 （吉川英治記念館） 下車

◆外国では自国の民族衣装資料館があ
りますが、日本ではあまり見られま
せん。
◆皇室衣裳
大正天皇即位式に梨本宮殿下妃殿下
御着用衣冠束帯小袿、明治天皇内親
王着用の小袖祝着 他
◆時代衣装
武家公家町家着用小袖打掛 他
◆浜尾記念室（元東宮侍従）
皇太子（浩宮）殿下御幼少時着用の
洋服 他（皇室拝領品）
◆収蔵品は500点を超え、年4回展示
替えをします。

日本の伝統文化を誇る美と心
皇室・武家・公家・町家・
花嫁衣裳等を展示

☎03-3821-2341

月～木曜日・12、1、2月
団体予約
駒込和装学院

（12、1、2月は休館）

２台

毎週 金・土・日曜日
10：00～16：00

普通車

0428-76-2019

個人 大 人
800円
小・中学生 500円
団体（20名様以上）
大 人
600円
小・中学生 400円

青梅線 日向和田駅下車 徒歩15分
都営バス 「吉野梅林」 下車

http://www.omekimono.jp/

大正天皇即位式
梨本宮伊都子妃殿下御着用

http://www.gyokudo.jp/guide.html

◆女性の髪飾りや衣裳等の面から
日本文化の枠を満喫できる美術
館です。
◆櫛かんざしを主とした収蔵品
は、江戸より昭和に至る数々の
工芸の技法・材質を網羅し、絢
燗・精緻・情緒を堪能していた
だけます。
◆また、四季折々の多摩川の清流
を眼下に、付属庭園の散策も楽
しめます。
◆年４回展示切り替えをします。

江戸から昭和に至る
4000点のコレクション
を誇る美術館

この地を愛した
日本画壇の巨匠川合玉堂
を記念した美術館

（入館16：30まで）

８０台
８台

10：00～17：00

普通車
バ ス

0428-77-7051

団体（20名様以上）
大 人 500円
学 生 400円
小学生 200円

個人

青梅線 沢井駅下車 徒歩約10分
都営バス 「櫛かんざし美術館」 下車

月曜日（祝休日の場合は翌平日）・
金曜日（祝日と11月は営業）・
年末年始他

◆玉堂美術館は1961年に開館しました
◆展示品は川合玉堂が15歳から最晩年
の作品まで、幅広く展示いたします。
◆また、随時企画展も開催いたしますの
で、いつ訪ねても新しい作品に出合う
ことができます。
◆庭園は枯山水の美しい庭で春の新緑や
秋の紅葉の頃は特に見頃です

吉川英治記念館

青梅市

〒198-0064
〒198-0063
〒198-0064
東京都青梅市柚木町3-764-1 東京都青梅市柚木町1-101-1 東京都青梅市梅郷4-629

月曜日（祝休日の場合は翌平日）・
年末年始

（入館16：00まで）

開館時間 12月～2月＝10：00～16：30

駐 車 場

話

大 人
500円
大学生・中学・高校生400円
小学生 200円
団体（20名以上）
大 人
400円
大学生・中学・高校生300円
小学生
150円

個人

 バス 都営バス 「玉堂美術館」 下車

入 館 料

電

し
休

交通ＪＲ

11:00 11:05 11:10 11:15

所 在 地

吉野街道沿い無料循環バス時刻表

櫛かんざし美術館

2021年3月11日(木)・12日(金)の各日、有料入館された
各館先着50名様に『青梅産ヒノキの入浴木』をプレゼント
♪休館日の美術館も3/11.12は特別に開館いたします♪

澤乃井

春の
美術館
めぐり

玉堂美術館

青梅きもの博物館入口
梅郷４丁目駐車場

返

休
運
青梅市吉川英治記念館

り

２便 11:30 11:35 11:40 11:45
櫛かんざし美術館

折

１便 10:30 10:35 10:40 10:45
玉堂美術館 上
御岳１丁目駐車場

玉堂美術館 上
御岳１丁目駐車場

運
櫛かんざし美術館

３便
青梅市吉川英治記念館

13:30 13:35 13:40 13:45

名

（2021年3月11日(木)・12日(金)のみ運行）

青梅きもの博物館入口
梅郷４丁目駐車場

バス停

４便 13:00 13:05 13:10 13:15

館

吉野街道でアートに出会う
五衣小袿

