東京都指定名勝 旧安田楠雄邸庭園
2019 年

11 月 9 日（土） 再公開のお知らせ

福田悟氏撮影

1919 年に建てられた旧安田楠雄邸庭園。今年で築 100 年を迎えました。
旧安田楠雄邸庭園では、2018 年 9 月より耐震補強等工事を実施して参りましたが、この度、11 月 9 日（土）
に再公開することが決定いたしました。
＊
旧安田楠雄邸庭園では、大正・昭和期の山の手住宅とその庭園をご覧いただけます。庭と建築との一体感が強
調された空間は、いつまでも座っていたくなるような場です。

工事にご関心のある皆さま、また、旧安田楠雄邸庭園にご関心のある皆さま、ぜひ 11 月に旧安田邸へお越し
ください。皆さまのご来館を心よりお待ちしております。
＊庭園は邸内から鑑賞していただきます。ただし、11 月 23 日および 30 日は特別に園路を開放いたします。
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＊ 混雑状況によっては入場制限を行う場合があります。
＊1 受付は 15 時までです。
＊2 受付は 11 時 30 分までです。

東京都指定名勝旧安田楠雄邸庭園
1919（大正 8）年に建てられた近代和風建築の住宅とその庭園。1995 年に当主の安田楠雄氏が亡
くなられたあと、ご遺族より（公財）日本ナショナルトラストへ寄贈される。
市民ボランティアにより週 2 回の公開が行われ、季節のイベントなどを実施している。
【一般公開日】毎週水・土曜日

公開 10:30-12:00* 2

10 時 30 分〜 16 時（入館は 15 時まで）

※イベントによる連続公開、悪天候等による休館、夏季・冬季休館あり。
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詳細は裏面をご参照ください▶

（公財） 日本ナショナルトラストとは
日本のすぐれた文化財や自然風景地など
を保全し、利活用を通じて次の世代につ
なげることを目的に活動している公益財
団法人です。1968 年設立。詳しくは公

【入館料】大人 500 円、中高生 200 円、小学生以下（保護者同伴）無料、JNT 会員無料

式サイト・Facebook をご覧ください。

【住所】東京都文京区千駄木 5-20-18 （裏面に地図掲載）
【アクセス】東京メトロ千代田線「千駄木駅」1 番出口徒歩約 7 分
JR 山手線・京浜東北線「日暮里駅」
「西日暮里駅」徒歩約 15 分

http://www.national-trust.or.jp/
https://www.facebook.com/japannationaltrust/

JNT とは（公財）日本ナショナルトラストの略称です

再公開来館特典

11 月 9 日の再公開日にお越しになられた皆さま全員に、
旧安田邸 100 周年を記念したオリジナル缶バッジをプレゼントいたします！

11 月に
来館され
た皆さま
旧安田邸
には、
見学の割
（一枚で
引券
2 名様ま
で有
プレゼン
トいたし 効）を
ます！

【日時】11 月 9 日（土）10 時 30 分〜 16 時（入館は 15 時まで）
【入館料】大人 500 円、中高生 200 円、小学生以下（保護者同伴）無料、JNT 会員無料

旧安田楠雄邸庭園 100 周年記念 「耐震補強工事報告会」
11 月 13 日（水）および 16 日（土）に耐震補強工事報告会を開催いたします。
当日は、耐震目標や文化財としての価値を守るための工事方針、実際の工事内容等について報告いたします。
【日時】11 月 13 日（水）14 時〜 15 時、11 月 16 日（土）14 時〜 15 時 ※両日とも同じ内容です。
【会場】旧安田楠雄邸庭園（文京区千駄木 5-20-18）
【定員】先着 30 名（当日 13 時 30 分より受付開始）
【参加費】入館料 500 円（JNT 会員無料）
【問合先】以下「お問い合わせ先」までご連絡ください
今回の耐震補強工事では邸内の印象の変化を最小限に抑えるような工法を採用し、工事前後で殆ど様子は変わっていませんが、一部で
耐力壁を見ていただくことができます。

2 階床下の補強

耐力壁の壁塗り

耐力壁の設置

旧安田邸ボランティア大募集！
旧安田楠雄邸庭園では、公開運営に協力してくださるボラ
ンティアさんを募集しています！
活動は、邸内の清掃や庭園の維持管理をはじめ、公開時の
受付やガイドなどです。ご都合に合わせた頻度でご参加い
ただけます。長く続けていただける方、大歓迎です！
ご関心のある方は、旧安田邸の管理を受託している特定非
営利活動法人文京歴史的建物の活用を考える会（通称たて
もの応援団）までご連絡ください。

出前講座のご案内
「旧安田邸の耐震補強工事について詳しく知りたい」
「日本ナショナルトラストはどんな活動をしているの？」
そのようなご要望にお応えする出前講座を行っています。
ぜひお気軽に JNT までお問い合わせください！
【対象】約 10 名以上で構成された団体やグループ
【費用】応相談
【講座を開催できない場合】

出前講座の目的に反し、開催が適当でないと思われるとき。

たてもの応援団
E-mail: info@tatemono-ouendan.org
TEL: 080-4863-5463

旧安田楠雄邸庭園
東京都文京区千駄木 5-20-18
アクセス
・東京メトロ千代田線「千駄木駅」
1 番出口より徒歩約 7 分
・JR 山手線「日暮里駅」「西日暮里駅」
より徒歩約 15 分
・文京区コミュニティバス B ーぐる
「特養ホーム千駄木の郷」より徒歩
1分
＊駐車場はございませんので、公共交
通機関をご利用ください。

お問い合わせ先
公益財団法人日本ナショナルトラスト 事業課 大久保
〒102-0083 東京都千代田区麹町 4-5 海事センタービル 4F
TEL：03-6380-8511（平日 10:00 〜 17:00）
FAX：03-3237-1190
E-mail：y-okubo@national-trust.or.jp
WEB：http://www.national-trust.or.jp/

