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新型コロナウイルスの感染状況により、本誌掲載イベントのほか当館が
主催するイベント等が中止となる場合がございます。イベント等の実施
につきましては、当館までお問合せいただくか、当館ホームページにて
ご確認いただきますようお願いいたします（随時更新いたします）。



　　　　  「75 年前に戦争があった
　　　　　  ―資料が語る戦時下のくらし―」
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■ 会　期：6月20日（土）～ 8月15日（土）
■ 会　場：石神井公園ふるさと文化館2階 企画展示室
　昭和20（1945）年8月15日、アジア・太平洋戦争の終結が伝えられ、15年も続いた戦争の時代が終わりました。そ
れから75年がたとうとする現在、当時の記憶が失われつつあります。
　この展覧会では、これまでに館へ寄贈された、戦時下の生活の様子が伝わる実物資料を展示し、時代を生きた人々のく
らしを振り返ります。

　第 8 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「戦争と子どもたち─学童集団疎開」
講　師：青木　哲夫（東京大空襲・戦災資料センター主任研究員）
日　時：7月5日（日）午後２時～３時30分　定　員：30名　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「成増陸軍飛行場の軌跡─その始まりから終焉まで─」
講　師：山下　徹（郷土史家）
日　時：8月2日（日）午後２時～３時30分　定　員：30名　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〉６月２日（火）より電話（03-3996-4060）にて先着順
＊詳しくは、本展チラシ、当館ホームページをご覧ください。

会　期：7月31日（金）～
　　　　8月18日（火）

会　場：石神井公園ふるさと
　　　　文化館　2階
　　　　ギャラリー

主　催：練馬区総務課総務係
　　　　（03-5984-2600）

同時期開催
ギャラリー展示

「平和祈念パネル展」

　石神井公園ふるさと文化館を会場に、「第8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：6月24日（水）～ 7月24日（金・祝）　※応募・出展無料
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、当館ホームページをご覧ください。

防空頭巾 国策湯丹保（こくさくゆたんぽ）

前回の様子

企画展

学童集団疎開の準備　家から駅まで荷物を運ぶ 千人針（大勢の人が一針ずつ刺して出征する兵士にお守りとして贈ったもの）
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　第 8 回ねりま手工芸公募展

　令和元年度寄贈資料

■ 会　期：8月30日（日）～ 9月5日（土）
■ 会　場：石神井公園ふるさと文化館2階　企画展示室
■ 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）

　昨年度も多くの方から当館に資料を寄贈していただきました。受領した資料は、常設展示や調査研究等に活用させてい
ただいております。ご寄贈くださいました方々に、厚く御礼申し上げます。

寄贈者名
（敬称略・50音順） 資料名

田中　開 田中小実昌資料（遺品）

中村　澄雄 地図類
味の素の缶

西村　昭彦 江古田付近の手書きの地図

平塚　襄

防空救護所看板
戦時中医療器材等
アメリカ製包帯
焼夷弾片
戦闘機部品破片等
アルミ片
高射砲部品破片
米軍戦闘機等 弾、薬莢

村上　悦栄 練馬第二耕地整理組合関係資料

観覧無料

西大泉町明細図
江古田付近の手書きの地図

戦時中医療器材等

　せみのぬけがらには何が入っているのかな？練馬区ゆ
かりの詩人・木島始（昭和３（1928）年～平成16（2004）
年）は「せみのぬけがら」という詩のなかで、「あんな
はちきれる／みんみん　みーん／うたごえの　もとが／
つまっていたなんて！」と書いています。そして、「ぼ

くもまた　すっぽり／ぬぎすててしまいたい／たましいの　ごわごわを！」と結びます。
　広島で原爆を体験し、級友を看護した経験が木島の詩の原点ですが、その言葉はやわら
かく透明です。「木」という絵本のなかでは、おおきな木が語る鳥や空や虫たちとの物語を、
やさしい言葉で紹介しています。誰もが知らずに着けている「たましいのごわごわ」が、そっ
とはがれ落ちるようです。
　今年度の分室常設展示の木島始コーナーに、創作メモや推敲のあと、自筆の挿絵原画な
どを展示します。のぞいてみてください。

木島始　詩画集『もぐらのうた』表紙原画
1970年頃　当館蔵

「めぐり合い」

　「どうかなさいましたか？」
　「あの写真中央の人、私なんです。」
　常設展示室のアニメーション撮影台の前でじっと立って
いる小柄な男性。聞けば東映へ入社し、４年目、24歳の頃
の自分という。思わず顔をのぞき見てしまいました。私と
ほぼ同年配に見受けられました。写真の彼はまだ少年のよ

うでイケメン。昭和30年度の頃のものだそうです。
　「どうぞ時々若い頃のあなたに会いに来てください。」ふ
るさと文化館が開館して間もない頃の出会いでした。他に
も練馬大根の展示コーナーにある漬物屋さんの布地の写真
に写る方のご家族や、展示している資料を寄贈された方と
も出会いました。
　サポーターをしていると様々なめぐり合いの場面に立ち
会えます。

ふるさと文化館には、案内やイベントのお手伝いをするサポーター（ボランティア）
が活動しています。今回は、サポーターの須賀頼子さんのコラムをご紹介します。サポーターコラム

ふる文ニュース
分室コラム
「詩人・木島始」
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※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の定員を超えた場合は②の整理券を配ります。
夏がきらきら　七夕手ぬぐいを作ろう
7月4日（土）　13時～
定員：30名　参加費：300円
いろり端で楽しむ紙しばい
7月11日（土）　①13時～　②14時～
定員：なし　参加費：無料
ペーパークラフトで作る貝のランプ
7月18日（土）　①13時～　②14時～
定員：各回20名　参加費：100円
クイズラリー  石神井公園ふるさと文化館を探検しよう
7月25日（土）、8月22日（土）、9月26日（土）
いずれも　13時～16時　定員：なし　参加費：無料
夏模様のオリジナル風鈴を作ろう
8月1日（土）　①13時～　②14時～
定員：各回20名　参加費：300円
江戸時代の玩具 ずぼんぼを作って遊ぼう
8月8日（土）　①13時～　②14時～
定員：各回20名　参加費：100円
ペットボトル空気砲を作って遊ぼう
8月15日（土）　①13時～　②14時～
定員：各回20名　参加費：無料
ペーパークラフトで恐竜を作ろう
8月29日（土）　①13時～　②14時～
定員：各回20名　参加費：300円
石にお絵描き ペーパーウェイト
9月5日（土）　①13時～　②14時～
定員：各回20名　参加費：50円
いろり端で聞く昔ばなし
9月12日（土）　①13時～　②14時～
定員：なし　参加費：無料
お月見を楽しむ十五夜飾り
9月19日（土）　①13時～　②14時～
定員：各回20名　参加費：150円

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。
七夕飾り　　7月1日（水）～7日（火）
十五夜飾り　9月29日（火）～10月4日（日） 

石神井公園ふるさと文化館展覧会
企画展「75年前に戦争があった―資料が語る戦時下のくらし―」
6月20日（土）～8月15日（土）
※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。

文化講演会
著名な講師による歴史、民俗、自然等に関する一般的なテーマで講座を行
います。
①「元号の歴史　大化から令和まで」     
7月19日（土）　14時～16時　講師：宮瀧交二（大東文化大学教授）
②「家族から見た菊池寛」（仮称）
9月13日（日）　14時～15時30分
講師：菊池夏樹（菊池寛記念館名誉館長／菊池寛の孫）
申込：事前申込制

ふるさと文化講座
歴史・民俗・自然など様々なテーマの講座を行います。
「江戸の妖怪」　（仮称） 
8月23日（日）　14時～15時30分　講師：横山泰子（法政大学教授）
参加費：無料　申込：事前申込制

分室
五味康祐のオーディオで聴くレコードコンサート

9月26日（土）　※7、8月はお休みです
Ⓐ：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：500円　申込：事前申込制 

その他のイベント
絵本とあそぶ会
9月6日（日）　14時～15時　読み手：練馬区立南田中図書館司書
定員：30名　参加費：無料　申込：当日先着順 

　催し物のご案内（7月～9月）

　利用のご案内（令和2年6月現在）

令和2年（2020）6月1日発行

常設展示の解説動画や家で簡単にできる

工作など、ご自宅で楽しめるコンテンツ

をホームページで公開しています。


