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平成 22 年度第１回石神井公園ふるさと文化館運営懇談会会議の概要 

 

日時   平成 22 年 12 月 14 日（火） 10：30～12：30 

場所   石神井公園ふるさと文化館 会議室２ 

出席者  委員 13 名 

議事等  １ 委員委嘱 

２ 教育長挨拶 

     ３ 座長・副座長の選出 

     ４ 議事 

      （1）施設概要について 

      （2）運営状況について 

      （3）次回日程について 

      （4）施設見学 

傍聴者  なし 

配布資料 １．練馬区立石神井公園ふるさと文化館運営懇談会設置要綱 

     ２．練馬区立石神井公園ふるさと文化館運営懇談会委員名簿 

     ３．施設概要について 

     ４．運営状況について 

 

会議の概要 

１ 委員委嘱 

       （教育長より各委員に委嘱状交付） 

（委員自己紹介） 

事務局   ありがとうございました。なお、本日４名の委員より欠席の連絡をいただい

ております。 

 

２ 教育長挨拶 

教育長   この石神井公園ふるさと文化館が開館するまでは、石神井図書館の地下にあ

った郷土資料室を、子供たちをはじめ多くの区民の皆さまにご利用いただいて

おりましたが、あまりにもスペースが狭いという課題がありました。そこで平

成 16 年 10 月に、（仮称）ふるさと文化館整備検討懇談会を設け、新たな施設整

備についての提言をいただきました。平成 18 年には（仮称）ふるさと文化館建

設準備委員会を設置し、具体的な整備計画等についてご意見をうかがい、また

地域の方々のご協力を得ながら、今年３月 28 日に開館することができました。

既に 17 万名という多くの方々にご来館いただいております。練馬区の歴史など

を知っていただくこと、伝統文化を通じた交流をしていただくということが大
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きな目標のひとつであります。また、この施設の隣の池淵史跡公園にあります

旧内田家住宅も、練馬区が農村であったころの文化を伝える建物で、多くの方々

に来ていただいて関心をもっていただいております。石神井公園ふるさと文化

館が充実し、何度も来てもらえる施設になるように、このたび石神井公園ふる

さと文化館運営懇談会を設置しました。ご意見をいただきながら、いつまでも

皆さまに愛される施設として、また学術的にも意義のある施設として運営でき

ますようご協力をお願いいたしたいと思います。簡単ではございますが、冒頭

のご挨拶に代えさせていただきます。 

 

３ 座長・副座長の選出 

事務局   座長・副座長の選出をお願いいたします。資料１の練馬区立石神井公園ふる

さと文化館運営懇談会設置要綱の規定に基づきまして、委員の互選により座長

を選出し、副座長は座長が指名することとなっております。委員の皆さま、い

かがでしょうか。 

（候補に関する自薦、他薦の発言なし） 

事務局   それでは、事務局から提案させていただきたいと思います。建設準備委員会

の委員長をお願いしていました品田委員はいかがでしょうか。 

       （拍手） 

事務局   ありがとうございます。品田委員が互選により座長に選出されました。座長

に議事を引き継ぎます。 

座長    改めまして挨拶させていただきます。教育長からお話がありましたように、

数年にわたって地元の方々とご一緒に準備を進めてきました。今年夢がかなっ

て３月に開館して、開館したと思ったら十何万の人がいらっしゃったというこ

とで、私も大変喜んでいるわけでございます。未来に向けて着々と、体験学習

などいろいろな事業が実績を積み重ねておりますが、限られた人員・予算の中

で、まだこれからのことも多く、一層の夢を実現することを期待して我々も一

緒にお手伝いをする役割となるのではないかと思います。ふるさと文化館のミ

ッションのひとつは区民とともに歩むということでございますので、皆さんの

ご協力をお願いしたいと思います。 

それでは副座長については座長が指名する規定になっていますので、指名さ

せていただきます。建設準備委員会で一緒に委員をやっていただきました前田

委員にお願いしたいと思います。 

副座長   ご指名でございますので、副座長をさせていただきます。私は観光を対象と

してのミュージアムを専門のひとつとしております。ミュージアムは、単に鑑

賞をしたりそこで学んだりする施設ではなく、ふるさとのことについて興味を

もっていただいて、それに基づく活動をする場であり、機会となるという考え
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方をしていく必要があると思っております。 

この館には、大変特徴的なことがふたつございます。ひとつは練馬で採れた

ものを館内休憩コーナーでお客様に提供するうどん屋が出店しています。 近

盛んに言われている「地産地消」の問題を実際に知っていただき、そして興味

を持っていただいた方は２階にあがって学んでいただく、これが非常に面白い

ところだと思います。もうひとつは、あまり気がつかなかった練馬区の文化の

歴史を発掘する機会をつくっています。ここを利用して、ふるさとを知り、そ

れを地域の発展に生かす活動の場になっていただければと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

 

４ 議事 

座長    それでは会議の進め方等につきまして、事務局から説明がありますか。 

事務局   会議の公開につきましてご説明させていただきます。「付属機関等の会議の公

開および区民公募に関する指針」に基づきまして、この会につきましても原則

公開とさせていただきます。方法につきましては、会議の傍聴、並びに議事録

をホームページに掲載するという形で公開をさせていただきます。なお、本日

はバックヤードを含めて視察を 後にしていただく予定です。 

座長    公開につきましてご異議はないと思います。今日の傍聴はございますか。 

事務局   ありません。 

座長    それでは次第に基づきまして、施設概要について事務局より説明をお願いい

たします。 

 

（1）施設概要について 

事務局   （資料３の説明） 

座長    ありがとうございました。この後施設の見学がございますが、今の段階でご

質問がございましたら、お願いいたします。 

無いようでしたら、次の議題に移りたいと思います。 

 

（2）運営状況について 

事務局   （資料４の説明） 

座長    ありがとうございました。たくさんの事業をやっていらっしゃるのでびっく

りしました。皆さん、ご意見、ご質問がございましたらお願いします。 

委員    先日杉並の郷土博物館に行ってきましてけっこう楽しんだのですが、来館者

の問題では苦労しているようです。当館は現在のところ 17 万人という数で、次

年度は大変だろうと思いますが、がんばっていただきたいと思います。 

ふたつ質問とお願いがございます。ひとつめの質問ですが、ＰＲはどうなさ
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っているのでしょうか。私も近くに住んでいるのですが、知らないうちに事業

が終わってしまったことがありまして、もっとＰＲを徹底していただいた方が

いいのかなと思います。もうひとつの質問は、来館者のアンケートは取ってい

るでしょうか。 

それからお願いのひとつめは資料４の２ページ「平成 21・22 年度 教育普及

事業計画及び実績」のふるさと文化講座「練馬と昆虫学者―加藤正世の蝉類博

物館―」についてですが、この方は石神井中学校の校章をつくっておりますし、

富士見中学校・富士見高校の先生だったと思いますので、できましたら学校へ

の周知をしていただきたいと思います。もうひとつのお願いは「マルチプレー

ン・ヒストリー－名作アニメを生んだ撮影台―」という講座があり、この春先

にアニメーションのＰＲを強化されるのだと思いますが、思い切ってやってい

ただきたい。練馬がアニメでどのくらい優れているのか、どういった歴史をも

っているのか、知らない方も多いと思っていますので、できたら特別展なども

あわせて企画していただけたらと思います。 

事務局   まずＰＲですが、「ねりま区報」、ふるさと文化館のホームページ、「石神井公

園ふるさと文化館ニュース」等で行っております。館内では掲示板等に事業の

掲示を行っております。特別展につきましては、現在「御・鷹・場―徳川将軍

家の鷹狩り―」を開催しており、練馬区内の駅等にもポスター掲示を行って周

知はしておりますが、今後より一層ＰＲの工夫を行っていきたいと思います。

また、現在サポーターがたくさんいらっしゃって、口コミ等も徐々に広がって

いると聞いております。そういったことも大切にしていければと思います。 

アンケートの実施につきましては、サポーターの方々、また私ども職員がご

来館いただいた方と会話し、聞き取りにより、来館者の感想や意見を把握し、

運営に反映させていただいているところです。 

ご要望につきましては、今後の事業を行う中で参考にさせていただきたいと

思います。 

座長    ありがとうございました。広報につきましては、私もたくさんの事業の中で

知らないことも多かったものですから、何か良い方法があれば皆さまと考えて

いかなければならないと思います。 

それから、来館者の反応というのは、館長も頻繁に接しているようですし、

職員の方もいろいろと話をして情報を集めていらっしゃると思います。ただ、

いろいろなところで行っている評価というものは、私はあまり好きではありま

せん。なんとなく思いのない評価が多いような気がします。アンケートがいい

のか分りませんけれども、その点もご検討いただければと思います。 

委員    私は小学校の校長でございますが、私がお話できることを申し上げます。特

別展等の案内は小学校にも来ます。文化館の対応としては、ただ単に公的な場
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所にポスターを貼るだけではなく、各学校を通してもＰＲされている一面があ

ります。また、アニメのＰＲ事業ですが、今、３・４年生の社会科の副読本の

編集作業を行っておりまして、その中のコラム欄として２ページ分、「アニメの

まち練馬」が織り込まれます。ですから子供を中心として練馬のアニメについ

て啓発している状況にあります。 

座長    ありがとうございました。運営懇談会はアイデアを出していただいてご一緒

にやっていこうというものですから、今後のいろいろなテーマとして出てくる

と思いますし、皆さんのご意見をいただきたいと思います。 

副座長   ５ページの「平成 22 年度 ふれあい土曜事業実施計画及び実績」で多面的に

開催しておりますが、この夏の猛暑にもかかわらずがんばられたというのが率

直な印象です。補足の意味でうかがいますが、「いろり端で聞くねりまの昔ばな

し」について、語り部をどうやって育てていくかをご説明いただけますか。 

事務局   「いろり端で聞くねりまの昔ばなし」は一回に２話程度、区の刊行物『ねり

まの昔ばなし』から、サポーターの方々に読み聞かせを行っていただいていま

す。現在サポーターも登録者が 90 名を超えていますが、交替で読み聞かせを行

っております。来年度以降の内容について現在検討していますが、今後も続け

ていきたいと思っております。 

座長    ありがとうございました。他にございますか。 

委員    お尋ねしておきたいことがございます。岩波区長が石神井城を建設したいと

いう要望をもっていましたが、石神井城は天守閣のある城ではなかったため、

計画はなくなりました。それからこのように資料室が発展的に大きくなりまし

たけれど、石神井城、館（やかた）形式のイメージを建物に反映させるという

発想もありました。はじめてお目にかかる方もいらっしゃいますが、ふるさと

文化館の脇の井草通り沿いには盾みたいなものがあるのはご存知ですか。それ

は敵からの要害として、土塁のイメージでつくったはずです。笹を植えてある

のは、足にからまって戦いを困難にさせるというイメージもあります。ぜひ何

のために笹や盾みたいなものがあるのだろうかということも周知してほしいと

いうのが要望です。ここで生まれ育った者としては、自然や歴史を残したいと

いう気持ちが十分ございます。見学に来られる皆さんに、館の中だけでなく、

建物全体でアピールしてほしいという希望です。 

事務局   いろいろとご意見をいただきましてありがとうございます。各委員からいた

だきましたとおり、いろいろなご意見やアイデアをいただきながら、私どもも

もっとよくしていきたい。特に要害の関係で井草通り側の土塁に模した状況は、

ご来館された方々にいろいろな形でアピールをしていく、あるいは直接石神井

城を見学しながら理解できるように案内していくなど、工夫をしてまいりたい

と思います。また、アンケート等につきましても、なかなか正直な意見が出に
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くいということもございまして、今のところ観察という手法をとっております。

事務局から説明いたしましたが、サポーター、職員が直接ヒアリングをする、

またサポーターが記入している「サポーター活動日誌」を定期的に全職員に回

覧報告し、それに基づいて直すべきところは直すという対応をしております。

それについてもここでご意見をいただいて、よりよい運営にしていきたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

座長    ありがとうございました。いろいろと皆さんからアイデアをいただきたいと

思いますが、今日は施設見学等もありますので、アイデアをあたためていただ

いて、次回にぜひもう少し時間をとって会議をできればと思います。これから

施設を回りますが、その前に決めておくことがありましたらお願いいたします。 

 

（3）次回日程について 

事務局   次回の開催についてですが、３月の半ば頃を予定させていただきたいと思い

ます。では 後に郡部長より皆さまにご挨拶させていただきます。 

生涯学習部長 本日は第１回の運営懇談会ということで、さまざまなご意見をいただきま

した。３月に第２回を開催いたしますが、ご意見をいただき、よりよい運営を

してまいりたいと思いますのでよろしくお願いをしたいと思います。今日はあ

りがとうございました。 

座長    それでは館内をまわりながらご質問・ご意見をいただければと思います。あ

りがとうございました。 

 

（4）施設見学 

       （委員全員で館内視察） 



練馬区立石神井公園ふるさと文化館運営懇談会設置要綱 

 

平成 22 年 8月 24 日 

22練教生生第1927号 

 

（設置） 

第１条 練馬区立石神井公園ふるさと文化館（以下「文化館」という。）の運営および事業について、

区民および識者の意見を反映させるため、練馬区立石神井公園ふるさと文化館運営懇談会（以下「懇

談会」という。）を設置する。 

（懇談会の所掌事項） 

第２条 懇談会は、つぎに掲げる事項について調査、検討する。 

(1) 文化館の運営に関すること。 

(2) 文化館の事業に関すること。  

(3) その他文化館の運営等に関し必要なこと。 

（構成） 

第３条 懇談会は、つぎに掲げる者をもって構成する。 

(1) 学識経験者                           ３名以内 

(2) 文化館利用者                          ５名以内 

(3) 地元町会および石神井公園周辺地域で活動する伝統文化団体の代表者 ３名以内 

(4) 練馬区の観光振興にかかわる団体の代表者             ２名以内 

(5) 区立小中学校教職員                              ２名以内 

(6) 別表に掲げる職にある区職員                                   

２ 懇談会に座長および副座長を置き、座長は委員の互選により選出し、副座長は座長が指名する。 

３ 座長は、懇談会を主宰し、懇談会を代表する。 

４ 副座長は座長を補佐し、座長に事故あるとき、または座長が欠けたときはその職務を代理する。 

５ 第１項第２号に規定する文化館利用者は、公募により選任するものとする。 

（会議） 

第４条 懇談会は、座長が招集する。 

２ 座長は、必要に応じて、懇談会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱した日の翌年度の３月３１日までとし、再任を妨げない。ただし、委員

に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（庶務） 

第６条 懇談会の庶務は、文化館において処理する。  



（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、生涯学習部長が別に定め

る。 

付 則 

この要綱は、平成２２年９月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

 

総務部文化国際課長 

区民生活事業本部産業地域振興部商工観光課長 

生涯学習部生涯学習課長 



 

練馬区立石神井公園ふるさと文化館運営懇談会委員名簿 

 

種別 氏名 所属等 

品田 穰 東京農業大学客員教授（保全生態学） 

前田 勇 立教大学名誉教授（観光行動学） 学識経験者 

副島 弘道 大正大学教授（美術史） 

成塚 進 石神井町池渕町会長 

大村 宣雄 石神井公園の自然を守る会会長 
地元町会および 

伝統文化団体 

渡邉 雍重 石泉囃子連合会会長 

牧野 克好 
（株）ジェイコム東京 東エリア営業局長 

（練馬区観光協会推薦） 
観光振興関係団体 

川井 淳子 
練馬区手工芸作家連盟会長 

（東京商工会議所練馬支部推薦） 

今井 妙 （練馬区石神井町在住） 

加藤 亜実 （武蔵大学在学中） 

田村 麗子 （練馬区石神井台在住） 
公募区民 

古谷 茂雄 （練馬区下石神井在住） 

佐藤 民男 田柄小学校長 
学校 

大山 明 石神井中学校長 

尾崎 寛之 総務部文化国際課長 

米 芳久 区民生活事業本部産業地域振興部商工観光課長練馬区 

臼井 弘 教育委員会事務局生涯学習部生涯学習課長 

 

資料２



施設概要について 

１ 建設経過について 

平成16年10月 (仮称）「ふるさと文化館」整備検討懇談会（学識経験者、関係団体代表､ 学校関係者、

公募区民）を設置 

平成 17 年 10 月 (仮称)「ふるさと文化館」整備検討懇談会が「伝統文化を活かし、区民が誇れる地域

文化を創造する拠点にする」ことを提言 

平成17年10月 (仮称)「ふるさと文化館」基本構想策定委員会を設置 

平成18年 5 月 (仮称)「ふるさと文化館」建設基本構想策定 

平成18年 5 月 (仮称)ふるさと文化館建設準備委員会（学識経験者、町会等団体、学校長等）を設置。

展示、運営、建築設計等の検討に着手 

平成18年 7月 総合（運営基本計画、展示計画、建築計画）基本設計着手 

平成19年 3月 総合基本設計完了 

平成19年 4月 建築実施設計、展示実施設計着手 

平成20年 4月 旧内田家住宅復元移築設計着手 

    6月 新築工事着手 

7月 展示工事着手 

平成21年 6月 石神井公園ふるさと文化館条例制定 

7月 旧内田家住宅復元移築工事着手 

11月 石神井公園ふるさと文化館竣工 

平成22年 3月 旧内田家住宅竣工 

       石神井公園ふるさと文化館開館 

 

２ 施設の目的および施設づくりの経過 

 練馬区ではぐくまれてきた伝統文化を生かして、新たな地域文化の創造および観光振興の拠点となる施設。 

 計画を進めるにあたって＜ふるさと＞を合言葉（キーワード）として、区民が参加し活発に活動する施設

づくりを行った。展示解説やまち歩きなどで区民の方に活躍していただくため、平成19年度から開館までに

計20回のサポーター講座を開催した（延689人参加）。 

＜ふるさと＞ ふ  ふれあい・・・・・・交流する 

       る  ルーツを探る・・・・探求、学習する 

       さ  さわれる・・・・・・体験する 

       と  とりかえられる・・・更新性のある展示とする 

 

３ 施設の機能 

① 観光機能：練馬区の観光情報発信の場 

② 生涯学習機能：区民の学びあいの場 

③ 交流機能：世代を超えた交流の場づくり 

 

４ サポーター（ボランティア）制度について 

 館内案内や展示解説、ふれあい土曜事業などの各種イベントにおける補助活動など館の日常業務を支え参

加するボランティアとして、石神井公園ふるさと文化館サポーターの募集を行った。 

【第１次募集】 平成２２年２月  ５１名登録 

【第２次募集】 平成２２年５月  ４２名登録      計９３名登録（平成22年11月30日現在） 

資料３ 



 

 

 

 

運営状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 展示事業について 
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４． ミュージアムショップについて 

５． 受領資料について 
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平成22年11月30日現在

　＜企画展示室＞

区分 期間 入場者数

主催
3月28日～
5月16日

3,357

主催
7月1日～
8月4日

553

主催
11月20日～
1月16日

(603)

主催
2月11日～
3月21日

－

区分 行事名 利用団体
期間

（貸出期間）
入場者数

貸出 石神町会婦人部　第17回文化展 石神町会
6月2日～
6月6日

633

貸出 はたらく消防の写生会 石神井消防署
8月11日～
8月19日

934

貸出
森のアート海のゲイジュツPart10
合同展覧会

ﾜﾝﾀﾞｰｱｰﾄﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ
8月24日～
8月29日

760

共催
「没後30年 五味康祐の世界
　―作家の遺品が語るもの―」展　【有料展】

練馬区文化振興協会
9月5日～
10月11日

2,208

貸出 第18回　ＭＯＡ美術館　練馬　児童作品展
ＭＯＡ美術館 練馬

児童作品展　実行委員
会

10月30日～
 10月31日

515

共催 創立十五周年記念　練馬区手工芸作家展 練馬公民館
11月3日～
11月7日

3,749

　＜ギャラリー＞

区分 行事名 期間

主催
ギャラリー企画展
「ホタル―命の輝き」写真展

6月15日～
7月19日

主催
ギャラリー企画展
わがまち練馬の風景－奥下義昭染色画から－

10月23日～
11月28日

主催
ギャラリー企画展
（仮）練馬の風景の今昔

2月2日～
 3月30日

区分 行事名
期間

（貸出期間）

貸出 照姫まつり写真パネル展
3月28日～
5月9日

貸出 絽ざし展
5月11日～
5月23日

貸出 石神井公園ふるさと文化館をデザインした人々展
5月25日～
6月6日

貸出 夏休み　照姫まつりパネル展
7月22日～
9月5日

共催 伝統工芸展（パネル紹介展示）
9月15日～
10月11日

収蔵品企画展
「千川上水－千川家文書特別公開－」展

特別展
御・鷹・場－徳川将軍家の鷹狩‐　　　　【有料展】

練馬区の文化活動を支援する芸術家・
建築家・学芸員の会

照姫まつり実行委員会

経済課産業計画係

平成21・22年度　展示事業計画及び実績

収蔵品企画展
「アニメポスター展－ねりま生まれのテレビアニメ－」

利用団体

照姫まつり実行委員会

花と絽ざしの会

行事名

開館記念特別展
練馬区の博物館・美術館の共演　　【有料展】
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平成22年11月30日現在

１　特別展関連講座

①開館記念特別展「練馬区の博物館・美術館の共演」

事業名 講師 実施日 募集人数 申込数 受講者数

つまみ画体験講座 佐田つまみ画美術館副館長／佐田園子 4月4日 50 47 42

弦楽器、とくにヴァイオリンの
歴史について

武蔵野音楽大学楽器博物館学芸員／守重信郎 4月10日 100 101 79

ちひろの水彩画法体験 ちひろ美術館・東京学芸員／山田実穂 4月24日 30 67 30

写真今昔物語 日本大学藝術学部写真学科教授／高橋則英 5月9日 100 66 36

②「御・鷹・場―徳川将軍家の鷹狩－」

事業名 講師 実施日 募集人数 申込数 受講者数

鷹と将軍 慶應義塾大学講師／岡崎寛徳 12月5日 100 － －

放鷹実演 ＮＰＯ法人日本鷹匠協会員 12月19日 当日受付 － －

２　ふるさと文化講座

事業名 講師 実施日 募集人数 申込数 受講者数

スローライフのすすめ
―120年前の夢はかなったか－

東京農業大学客員教授／品田穣 6月6日 100 71 53

ホタルの生態と飼育 ホタル研究家／名児耶徳秀 6月20日 100 33 32

幕末維新期の江戸近郊農村 中央大学講師／牛米努 7月19日 100 110 76

練馬の自然－三宝寺池を通じて－ 石神井公園野鳥と自然の会会長／金澤伸行 7月31日 100 110 79

新しい観光とミュージアムの役割 立教大学名誉教授／前田勇 8月29日 100 51 46

江戸時代の村絵図を楽しむ 明治大学講師／森朋久 9月5日 100 110 79

職人の心意気 伝統工芸士／鈴木源吾 9月26日 100 29 28

風土が生み出した食文化 食文化研究家／加藤智春 10月11日 100 62 56

東京近郊の年中行事 二松学舎大学講師／田中正明 10月17日 100 39 29

友禅の成り立ち 伝統工芸士／江上昌幸 11月21日 100 36 39

練馬の民間信仰 法政大学講師／菊地照夫 11月27日 100 69 61

お江とその時代 早稲田大学講師／柴辻俊六 1月23日 100 － －

練馬と昆虫学者
―加藤正世の蝉類博物館―

東京大学総合研究博物館協力研究員／須田孫七 2月13日 100 － －

区民とあゆむ練馬の農業 東京農業大学客員教授／白石好孝 2月27日 100 － －

マルチプレーン・ヒストリー
－名作アニメを生んだ撮影台－

東京工芸大学講師／吉村次郎 3月13日 100 － －

【開館１周年記念講座】 石神井公園ふるさと文化館長／小金井靖 3月27日 100 － －

平成21・22年度　教育普及事業計画及び実績
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３　季節体験事業

事業名 実施日

七夕 6月26日～7月7日

十五夜 9月15日

年末年始行事（餅つき、正月飾
り、まゆ玉祭り）

12月26日～1月16日

ひなまつり 3月3日

４　ふれあい土曜事業

毎週土曜日開催 5頁参照

５　その他

①ＮＨＫ文化講演会

事業名 講師 実施日 募集人数 申込数 受講者数

「細川家の至宝」 永青文庫学芸員／三宅秀和 5月12日 100 333 96

②国際博物館の日記念事業

事業名 講師 実施日 募集人数 申込数 参加者数

周辺散策　歴史と自然豊かな三
宝寺池を楽しみませんか

当館職員 5月18日 当日受付 3 3

③文化財ウィーク事業

事業名 講師 実施日 募集人数 申込数 参加者数

石神井城跡発掘パネル展解説会 小金井靖（当館館長） 11月3日 当日受付 － 31

「旧内田家住宅」解説会 東北芸術工科大学講師／三浦卓也 11月14日 当日受付 － 73

練馬・板橋古民家めぐり
東北芸術工科大学講師／三浦卓也、
板橋区学芸員／吉田政博

11月14日 20 － 23

④ナイト・ミュージアム

⑤夏の展示

事業名 実施日 募集人数 参加者数 参加費

ふるさと文化館でワイヤーアー
ト

8月4日、8月15日、8月20日 当日受付 110 －

ヨーヨーつり 8月17日、8月19日、8月21日 当日受付 107 20円

スーパーボールすくい 8月18日、8月20日、8月22日 当日受付 48 20円

　【実施日】平成22年8月6日（金)
　【内　容】夜の館内を探検。行灯（あんどん）など「昔の明かり」も体験。
　【実　績】参加者数　35名（申込数　102名）
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⑥ふるさと文化館のお正月

実施日 内容 募集人数 参加者数 参加費

平成23年1月4日（火） ふくわらい 当日受付 － －

　　　1月5日（水） 巨大ふくわらい 当日受付 － －

　　　1月6日（木）～7日（金）正月遊びをたのしもう 当日受付 － －

　　　1月8日（土） かるたであそぼう（ふれあい土曜事業） 当日受付 － －

　　　1月9日（日） お正月初散歩 当日受付 － －

　　　1月9日（日） お正月抹茶サービス 当日受付 － 100円

　　　1月10日（月・祝） 干支の切り紙をつくろう 当日受付 － －

　【実施日】平成23年1月4日（火）～10（月・祝）
　【内　容】ふくわらいやかるた遊びなどお正月遊びを楽しむ企画や、お正月初散歩、抹茶サービスなどを実施予定。
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平成22年度　ふれあい土曜事業実施計画及び実績

平成22年11月30日現在

月 行事名
材料費
（円）

実施日 参加者数

兜を折ろう 100 5月1日 27

石神井公園ふるさと文化館を探検しよう － 5月8日 15

いろり端で聞くねりまの昔ばなし － 5月15日 61

勾玉をつくろう 270 5月22日 10

つくって遊ぼうわりばし鉄砲 － 5月29日 15

万華鏡をつくろう 420 6月5日 15

石神井公園ふるさと文化館を探検しよう － 6月12日 20

いろり端で聞くねりまの昔ばなし － 6月19日 41

ちがや馬をつくろう － 6月26日 20

七夕飾りをつくろう － 7月3日 33

石神井公園ふるさと文化館を探検しよう － 7月10日 48

いろり端で聞くねりまの昔ばなし － 7月17日 24

うちわをつくろう 100 7月24日 27

かざぐるまをつくろう 170 7月31日 14

プラネタリウムをつくってみよう － 8月7日 25

石神井公園ふるさと文化館を探検しよう － 8月14日 20

いろり端で聞くねりまの昔ばなし － 8月21日 31

勾玉をつくろう 270 8月28日 21

火おこし体験 － 9月4日 50

石神井公園ふるさと文化館を探検しよう － 9月11日 31

いろり端で聞くねりまの昔ばなし － 9月18日 24

縄文土器をつくろう 280 9月25日 17

でんでんだいこをつくろう 450 10月2日 14

石神井公園ふるさと文化館を探検しよう － 10月9日 11

いろり端で聞くねりまの昔ばなし － 10月16日 36

和紙ぞめ体験 550 10月23日 15

だるまちょきんばこをつくろう 270 10月30日 9

竹とんぼであそぼう 130 11月6日 22

石神井公園ふるさと文化館を探検しよう － 11月13日 6

いろり端で聞くねりまの昔ばなし － 11月20日 31

リリアンであそぼう 100 11月27日 17

消しゴム版画をつくろう 100 12月4日 －

石神井公園ふるさと文化館を探検しよう － 12月11日 －

ミニしめ飾りをつくろう － 12月18日 －

昔の大掃除を体験しよう － 12月25日 －

かるたであそぼう － 1月8日 －

石神井公園ふるさと文化館を探検しよう － 1月15日 －

こま犬をつくろう 250 1月22日 －

なわとびであそぼう（雨天時は室内でかるたであそぼう － 1月29日 －

プラネタリウムをつくろう － 2月5日 －

石神井公園ふるさと文化館を探検しよう － 2月12日 －

万華鏡をつくろう 190 2月19日 －

伝承あそびをしよう － 2月26日 －

未定 3月5日 －

石神井公園ふるさと文化館を探検しよう － 3月12日 －

いろり端で聞くねりまの昔ばなし － 3月19日 －

未定 3月26日 －

5

6

7

8

9

1

2

3

10

11

12
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平成22年11月30日現在

　小学校 38件 児童数　　3,199人　　　　引率者　　116人
　中学校 　4件 生徒数　　　131人　　 　　引率者　　 　7人

２　職場体験
実施日 事前訪問日程 生徒数

6月17日（木）
15：30～16：00

練馬区立大泉北中学校・2年生 1

6月24日(木)
15：00～16：00

練馬区立石神井東中学校・2年生 2

7月7日(水)～8日
（木）
8：30～15：00

6月29日(火)
16：00～16：30

練馬区立石神井中学校・2年生 2

３　講師派遣
実施日 人数 派遣講師

6月2日(水)
5校時
（13：30～14：20）

1年生
195名

当館
サポーター

7月29日(木）
（13：00～17：00）

中学校教諭
25名

当館職員

9月30日(木）
（9：00～10：00）

3年生
10人

当館職員

10月29日(金）
5校時
（13：40～14：25）

4年生
96人

当館職員

11月17日(水)
4校時
（11：35～12：20）

3年生
54人

当館職員

３　初任者課題別研修の受入れ
実施日 事前訪問日程 人数

7月31日(土)
　8：30～17：15

7月29日（木）
16：00～16：30

練馬区立光が丘第三中学校教諭 1

４　資料貸出し
貸出し日

9月28日(火)～
　10月30日（土）

石神井小学校

石神井小学校

練馬区の地域学習

練馬区の地域学習

平成22年度　学校関連事業について

6月29日(火)
8：30～15：00

　１　学校見学

練馬区立中学校教育研究会社会科
練馬区の地域学習

（春日町・赤塚周辺の巡検）

学校名

学校名

内容

練馬区の地域学習練馬区立関中学校

初任者

練馬区立中村西小学校 社会科見学事前指導

利用目的

特別支援学級の授業にて利用

学校名

練馬区立石神井中学校

利用資料

①火に関する資料
②衣・食に関する資料
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平成22年11月30日現在

受領日 品　物

平成19年4月9日 行燈、洗濯機（サンヨー製）、足踏み式ミシン（ジューキ製）、書棚（書籍含む）

平成19年7月5日 「選挙人名簿縦覧」告知ポスター、火事半纏

平成19年7月23日 ポータブル蓄音機（コロムビア製）とレコード

平成19年7月23日 白黒テレビ（日立製）

平成19年8月6日 小学教育掛図、吉田松陰書簡集

平成20年3月5日 アニメセル用品

平成20年11月11日 アニメーション撮影台一式

平成20年11月11日 漬物樽（とうご、四斗樽）、雛人形、五月人形

平成20年1月21日 土器、石器

平成20年1月21日 土器

平成21年1月22日 たらい、ハンディポット、卓上漬物器、氷けずり器、プラスチック皿、雑誌

平成21年2月19日 獅子頭・神楽面、囃子・神楽舞台用具他

平成21年2月20日 古文書類(西貝初子家文書）

平成21年4月14日 一般用米穀類購入通帳

平成21年4月20日 アニメーション資料（絵コンテ・動画・原画・セル画等）

平成21年5月12日 石神井東尋常小学校卒業記念写真帖、記念写真（電信電話開通式）

平成21年5月19日 玩具（着せ替え人形等）

平成21年5月28日 木銃

平成21年7月3日 鉄道関係資料

平成21年8月6日 木槌、大山講木太刀

平成21年11月19日 大山講掛軸等

平成22年1月22日 足踏みミシン

平成22年1月25日 文書類

平成22年2月23日 自動アイロン

平成22年4月27日 花器

平成22年5月10日 昭和30年代の紙幣、硬貨

平成22年5月20日 せいろ台

平成22年5月20日 カラーテレビ

平成22年9月8日 昭和40年代の生活用品（お菓子の缶等）

平成22年9月20日 漬物問屋で使用の半纏、前掛

平成22年10月6日 ガス台

平成19年度～平成22年度　石神井公園ふるさと文化館　寄贈品リスト
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平成22年11月30日現在

１．刊行物（「新版　練馬大根」など41種） 223,610 円 859 点

２．遺跡報告書（「溜淵遺跡」など24種） 9,300 円 4 点

３．オリジナルグッズ（「クリアファイル」など3種） 61,310 円 2,511 点

４．石神井公園ふるさと文化館刊行物
　　（「常設展示ガイド」など3種） 259,400 円 615 点

５．昔の玩具（勾玉作りキットなど11種） 220,690 円 967 点

６．石神井公園等関連グッズ
　　（「石神井公園の風景絵はがき」ほか11種） 428,467 円 1,017 点

合計 1,202,777 円 5,973 点

平成21・22年度　ミュージアムショップ　売上げ
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平成22年11月30日現在

１　会議室貸出し状況

多目的会議室 会議室１ 会議室２ 計

件数 124 77 67 268

利用人数 4475 1320 1129 6924

２　企画展示室等貸出し状況

企画展示室 ギャラリー 展示用ボックス 　

日数
（展示用ボックスは延月数） 74 125 187

人数（観覧者数） 8978

平成22年度　　施設貸出し状況
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