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企 画 展
「練馬の川と文化－人 と々水とのかかわり－」

平成31年4月20日（土）～ 6月9日（日）

江戸水道配水図　享保2（1717）年〜享保3（1718）年頃／館蔵

表紙は、江戸に住む人々の生命線であった上水道について、
分かりやすく描かれた資料です。上水の供給源ごとに色彩が
変えられており、神田上水が赤色、玉川上水と練馬区内を
流れていた千川上水などは青色で示されています。
（表紙では方角をイメージしやすいように北を上にしています。）
この他、絵図や出土品なども展示します。
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企画展「練馬の川と文化－人々と水とのかかわり－」
■ 会　期：平成31年4月20日（土）～ 6月9日（日）
■ 会　場：石神井公園ふるさと文化館2階 企画展示室
　練馬区内を流れる石神井川や白子川、江戸時代に開削された千川上水などの水資源は、人々のくらしを密接に支えてきまし
た。本展では、旧石器時代から現在までの水と人々との関わりについて、産業、自然環境などの視点から紹介します。

千川用水絵図 千川上水の記録フィルム

第7回ねりま手工芸公募展　作品募集について

観覧無料

関連イベント
①講演会「地図で見る武蔵野台地と石神井川」
講　師：角田清美（青梅市文化財保護指導員）
日　時：４月28日（日）14：00〜 15：30　定　員：90名（先着順）　参加費：無料
会　場：石神井公園ふるさと文化館　１階　多目的会議室
②講演会「千川上水の水利用」
講　師：小坂克信（産業考古学会・水車と臼分科会代表）
日　時：5月26日（日）14：00〜 15：30　定　員：90名（先着順）　参加費：無料
会　場：石神井公園ふるさと文化館　１階　多目的会議室
〈①・②の申し込み方法〉４月11日（木）より電話（03-3996-4060）にて
＊このほか、展示解説会などを開催します。
　詳しくは、本展チラシ、当館ホームページまたはねりま区報４月11日号をご覧ください。

　石神井公園ふるさと文化館を会場に、「第７回ねりま手工芸公募展」を開催します。あなたの作品を、発表してみませんか。
皆様からのご応募をお待ちしております。

応募資格：練馬区在住・在勤・在学の16歳以上の方
応募作品：1人1点または1組
　　　　　応募者本人オリジナルの手工芸作品に限ります。
応募期間：平成31年6月19日（水）～ 7月19日（金）※応募・出展無料
展示期間：平成31年9月1日（日）～ 9月7日（土）
審査方法：練馬区手工芸作家連盟役員・練馬区伝統工芸会役員・ふるさと文化館
　　　　　館長による審査のうえ、展示作品を決定します。

※作品募集についての詳細は、ねりま区報4月21日号または当館ホームページをご覧ください。
主催：ねりま手工芸公募展実行委員会（練馬区手工芸作家連盟、練馬区伝統工芸会、練馬区、公益財団法人練馬区文化振興協会）

前回の様子
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分室　常設展示リニューアル

ギャラリー企画展　「ホタル－生命の輝き－写真展」

旧内田家住宅の保存管理について

平成31年度　展覧会年間予定　（■は、有料展）

■ 会　期：平成31年4月13日（土）～ 平成32年3月29日（日）
■ 会　場：石神井公園ふるさと文化館分室1階 
　　　　　「練馬区ゆかりの文化人」展示室
　分室の常設展示が新しくなります。展示室を６つのコーナーに区切り、テーマ
ごとに練馬区ゆかりの文化人を紹介します。
　１．作家・檀一雄の書斎再現
　２．区ゆかりの文化人の紹介
　３．「石神井ホテル」図面の展示
　４．少女漫画家たちのアパート「大泉サロン」紹介
　５．作家・田中小実昌の書斎再現
　６．区ゆかりの絵本作家等の絵本や児童文学作品紹介（読書コーナー）

■ 会　期：平成31年6月1日（土）～ 7月31日（水）
■ 会　場：石神井公園ふるさと文化館 ２階ギャラリー
　かつて練馬区では、石神井川や三宝寺池などでホタルが飛び交う光景が見られまし
た。今では見ることができなくなってしまったゲンジボタルに関する写真パネルを展
示し、ホタルの生態を紹介します。
　ホタルの夕べ（鑑賞会）は、6月中旬ごろ開催予定です。

　当館隣接の区立池淵史跡公園内に移築された旧内田家住宅（練馬区指定文化財）は、
明治20年代初めに練馬区中村に建てられた茅葺屋根の古民家です。解体時の調査に
より、部材の一部には、江戸時代の古材も使われていることがわかっています。
　昔はいろりやかまどで火を焚く生活をしており、このいろりから立ち昇る煙が、茅
や木材の防菌・防虫に優れた効果を発揮していました。旧内田家住宅では、日常的に
いろりに火入れをすることができないため、6月と12月の年2回、特
許技術を持つ専門業者に委託し、古民家内に火気を持ちこまずに一般
的な家屋の約60倍の総排煙量の煙を発生させる燻煙装置を用いて、茅
葺屋根の燻煙を行っています。
　また、移築後約10年が経ち、北東側を中心に茅葺屋根に痛みが生じ
てきたことから、昨年11月、隙間が空いたり表面が凹んだりした部分に、
新しい茅を差し込む差茅（さしがや）を行いました。
　皆様に親しんでもらいながら、旧内田家住宅を後世に伝えていくた
め、今後も保存と活用に努めて参ります。

観覧無料

観覧無料

檀一雄書斎再現

茅葺屋根の燻煙

茅葺屋根の補修

展覧会名 会期

企画展「練馬の川と文化～人々と水とのかかわり～」 平成 31年 4月 20日（土）～6月 9日（日）

企画展「昭和のくらし～ちょっと昔の道具たち～（仮称）」 平成 31年 6月 22日（土）～8月 12日（月・休）

■特別展「江戸の医術～病と養生について～（仮称）」 平成 31年 9月 14日（土）～11月 4日（月・休）

■特別展「江戸のマンガ～浮世絵・黄表紙・戯画本の世界～（仮称）」 平成 32年 1月 25日（土）～3月 15日（日）



  催し物のご案内（4月～6月）
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  利用のご案内（平成31年2月現在）

※各催しの開催時期・内容は変更になることがあります。また、募集時期・申込方法については、ねりま区報や当館ホームページ等でお知らせします。

開館時間　9時～18時（会議室の利用は、9時～21時 30分）　入館無料　※特別展は有料
休 館 日　月曜日（月曜日が祝休日のときは、その翌平日）、年末年始（12月 29日～1月 3日）、臨時休館日

石神井公園ふるさと文化館 分室

最寄駅
●西武池袋線「石神井公園駅」下車　徒歩15分
●西武新宿線「上井草駅」下車　徒歩25分

●西武池袋線「石神井公園駅」下車　徒歩15分

バス

●＜西武バス＞「JA東京あおば」下車　徒歩5分
　　荻14（石神井公園駅南口～上井草駅～荻窪駅）
●＜みどりバス＞「JA東京あおば」下車徒歩5分
　　関町ルート（関町福祉園～武蔵関駅南口～
　　上石神井駅～練馬高野台駅～順天堂練馬病院）
●＜西武バス＞「三宝寺池」下車徒歩2分　
　　荻15（長久保～大泉学園駅南口～上井草駅～
　　荻窪駅～阿佐ヶ谷駅）

●＜西武バス＞「石神井郵便局」下車徒歩1分  
　　吉60（成増町～石神井公園駅北口～上石神井
　　駅～吉祥寺駅）
　  荻15（長久保～大泉学園駅南口～上井草駅～
　　荻窪駅～阿佐ヶ谷駅）

徒歩10分

荻14

吉60

荻15

荻15

関町ルート

石神井公園ふるさと文化館
ふれあい土曜事業　毎週土曜日開催イベント

石神井公園ふるさと文化館では、毎週土曜日、いろいろな
ものづくりや体験ができる催しを行っています。申込は、
当日先着順です。

①春柄を楽しむブックカバー作り

4月6日（土）　①13時～　②14時～
定員：各回20名　参加費：200円

②いろり端で聞く昔ばなし

4月13日（土）、6月8日（土）
いずれも  ①13時～  ②14時～  定員：なし  参加費：無料

③端午の節句・鯉のぼりかざりを作ろう

4月20日（土）　①13時～　②14時～
定員：各回20名　参加費：100円 

④クイズラリー  石神井公園ふるさと文化館を探検しよう

4月27日（土）、5月25日（土）、6月22日（土）
いずれも　13時～　定員：なし　参加費：無料

⑤とり笛を作ってならそう

5月4日（土・祝）　①13時～　②14時～ 
定員：各回20名　参加費：50円

⑥いろり端で楽しむ紙しばい

5月11日（土）　①13時～　②14時～
定員：なし　参加費：無料

⑦江戸のおもちゃを作って遊ぼう 

5月18日（土）　①13時～　②14時～
定員：各回20名　参加費：150円

⑧型染めで作る和紙のカード

6月１日（土）　①13時～　②14時～
定員：各回15名　参加費：300円

⑨光るホタルのメモクリップ作り 

6月15日（土）　①13時～　②14時～
定員：各回20名　参加費：200円

⑩七夕にかざるちがや馬を作ろう

6月29日（土）　13時～15時
定員：30名　参加費：100円

石神井公園ふるさと文化館展覧会
企画展「練馬の川と文化ー人々と水とのかかわり」　
平成31年４月20日（土）～6月9日（日）
※展覧会関連イベントの詳細につきましては、２ページをご覧ください。

ゴールデンウィーク事業
①立体かぶとを作って遊ぼう
5月3日（金・祝）　①13時～　②14時～　定員：各回20名　参加費：100円
②昔遊び・伝承遊びを楽しもう
5月5日（日・祝）　13時～15時　定員：なし　参加費：無料
③タイムスリップ！昔の衣装体験
5月6日（月・休）　13時～15時　定員：なし　参加費：無料

季節体験事業
歳時にあわせた年中行事を再現し、季節ごとに飾りつけなどを行います。
会場：旧内田家住宅（当館隣接）      
 

周辺散策事業
「石神井公園の歴史と文学散歩」 
石神井公園周辺の歴史、文学に関する知識を散策しながら学びます。
5月12日（日）　14時～16時　対象：中学生以上　定員：20名　参加費：50円（保険料）
申込：事前申込制

ふるさと文化講座（参加費：無料）
歴史・民俗・自然など様々なテーマの講座を行います。（要事前申込制、定員90名） 
「初公開映像上映と解説─昭和初期の遊園地「豊島園」・「花月園」他」
4月14日（日）　14時～16時　講師：小宮佐知子（当館学芸員）
「江戸のくらしと食べ物」
5月25日（土）　14時～15時30分　講師：江原絢子（東京家政学院大学名誉教授）
「古文書の収集・整理・保存とその活用」
6月25日（火）　14時～16時　講師：柴辻俊六（戦国史研究家）

やさしい詩の朗読
石神井公園ふるさと文化館隣接の旧内田家住宅で、詩の朗読を行います。
4月21日（日）、23日（火）　13時30分～14時　定員：なし　参加費：無料　申込：不要

ホタルの夕べ
当館で育ったホタルの鑑賞会を行います。淡い光をお楽しみください。
6月中旬（開催日はホタルの生育状況によります）。　19時30分～21時（予定）
定員：なし　観覧無料　＊詳細はホームページをご覧ください。

分室
五味康祐遺品のオーディオ装置によるレコードコンサート

4月27日（土）、5月25日（土）、6月22日（土） 
Ⓐ：13時30分～15時　Ⓑ：15時30分～17時　対象：中学生以上　定員：各回20名
参加費：各回300円～500円（解説員により異なる）　申込：事前申込制 

その他のイベント
①ピアノとヴァイオリンによる初夏のミニコンサート
6月2日（日）　14時～15時　演奏：浅野桜子（ピアノ）　伊藤万桜（ヴァイオリン）
定員：100名　参加費：無料　申込：当日先着順
②親子いけばな       
6月23日（日）　14時～15時30分　講師：田中江月（練馬区華道茶道連盟理事長）
対象：小中学生と保護者　定員：15組（1組3名まで）　参加費：1人500円　申込：事前申込制

五月人形飾り
4月27日（土）～
5月6日（月・休）

七夕飾り
6月29日（土）
～7月7日（日）


