
石神井公園
ふるさと文化館

歴史と文化に触れると
きっと、郷土愛が深まる

Shakujiikoen furusato bunkakan

　区の歴史や伝統文化、自然などについて
体験しながら楽しく学べる施設です。観光
情報も発信しています。ギャラリーや会議
室などの施設貸し出しも行っており、創作
作品の展示発表をはじめ、さまざまな文化
活動の場としてもご利用いただけます。
　また、館内では、美味しい武蔵野うどん
なども味わえます。

石神井町5-12-16　☎3996-4060
午前9時～午後6時　　※常設展示は無料

Shakujii
Musashiseki

Nerimatakanodai

アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

　「旧内田家住宅」は明治20年代初めに建てら
れた茅葺き屋根の古民家です。室内見学もでき、
昔の暮らしぶりをうかがい知ることができます。

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

実際に使
って体験

できる

コーナー
がたくさ

んあり

ます。

指定文化財に触れる
　石神井公園には、室町時代の石
神井城主・豊島泰経の娘、照姫が落
城の際に、三宝寺池に身を投げたと
いう伝説があります。公園内には照
姫を祀ったといわれる姫塚があり、
昭和63年からは伝説にちなんだ照
姫まつりが行われています。

Column

￥ 

石神井公園
ふるさと文化館 分室

練馬ゆかりの文化人を知るならココへ！

Shakujiikoen furusato bunkakan bunshitsu

　文芸・音楽などの分野で功績をおさめた区ゆかりの文
化人を紹介する展示のほか、オーディオの神様と呼ばれた
作家・五味康祐の愛用品を展示。遺愛のオーディオ機器
によるレコードコンサートはオーディオマニア必聴です。ク
ラシックコンサートや、各種講座も開催しています。

石神井台1-33-44 石神井松の風文化公園管理棟内
☎3996-4060　　午前9時～午後6時

照姫に想いをよせて

毎週火・木曜の午前・午後に行う

オーディオメンテナンス時に貴重な

音が聴けるかも！

照姫まつり

きままに ねりま
散歩

※併設のスポーツ施設（7面の庭球場とゲートボールや少年野球、少年
サッカーなどのできる多目的広場）の利用は事前予約が必要ですので
お問い合わせください。

石神井松の風文化公園

武蔵野の自然を感じながら
スポーツも文化活動も楽しめる！

Shakujii matsunokaze bunkakoen

　石神井松の風文化公園は、みどり豊かな自然の中でスポーツ
や文化芸術・生涯学習活動を楽しむことができる公園です。
　園内には、石神井の歴史を伝えるアカマツ林のある「松林の
広場」や、区と縁のある自治体から贈られた「友好のつつじ」
をはじめ、武蔵野の自然をイメージした「花と木立ちの広場」など
があります。約4.7ヘクタールの広々とした園内を散策してみま
せんか。

気象観測をしているアメダスは23区に5か

所あります。その内の１つがこの公園内に

あり、気温、降水量、風向・風速を観測し

ています。

石神井台1-33-44　
☎5372-2455

午前8時～午後7時
（季節により変更あり）
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立野公園 お花見ポイント
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入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

石神井・武蔵関・
練馬高野台エリア

お花見ポイント

練馬区わたしの便利帳190
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アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

Shakujii
Musashiseki
Nerimatakanodai

　西武鉄道主催の『西武グリーンマ
ルシェ』では旬で新鮮な練馬産農産
物のほか、西武線沿線の農産物や
名産品、ご当地食材を集めていま
す。毎回、テーマを決めて、旬の野菜
や果実のほか、パンやピザやお惣菜
なども取り扱います。
　一番の魅力は生産者とコミュニ
ケーションをとれること。直接、美味
しい食べ方や旬の食材を教えてもら
うこともできます。このほか、区内で
は農業者主催のマルシェがたくさん
開催されています。

マルシェで旬を感じようColumn

ちひろ美術館・東京

きっと優しい気持ちになる
区内きってのアートスポット

Chihirobijutsukan tokyo

 『窓ぎわのトットちゃん』の挿絵などで知られる
画家、いわさきちひろの自宅兼アトリエ跡地に建
つ世界初の絵本美術館。小さな子どもが初めて
訪れる美術館「ファーストミュージアム」をコンセ
プトに、建物や絵の見せ方も工夫されています。
　ちひろが愛用したソファのほか、忠実に復元さ
れたアトリエにちひろが愛した草花が咲く「ちひ
ろの庭」、図書室やこどものへやもあります。

下石神井4-7-2　☎3995-0612

撮影：中川敦玲 撮影:大槻志穂

千川上水

武蔵関公園

野鳥の観察や
ボート遊びが楽しめる

Musashiseki koen

　遊歩道に囲まれたひょうたん形の大きな
池のある公園。この池にはボート場が整備
されているので、ボートに乗ってみどりを眺
めたり、野鳥観察もできます。また、平日・
休日に関わらず散歩やジョギングなどを楽
しむ人たちが多く訪れます。

　関町北3-45-1
☎3904-7557（全般）
☎3928-2484（ボート場）

立野公園と千川上水

広大な芝生広場が印象的な公園と
武蔵野の面影を感じる上水

Tateno koen & Senkawa josui

　園内中央に約7,000平方メートルの広場を持
つ公園。犬を連れて入園できることから愛犬家の
方々に愛されています。平成6年には友好交流を
行っている中国の北京市海淀区から碧桃樹と呼
ばれる花桃の苗木が贈られました。これを記念し
て碧桃樹を配した中国式の庭園があります。
　また、公園付近には玉川上水から分水された千
川上水が流れており、公園と合わせた散策にぴっ
たりです。

立野町32-1　☎3904-7557

石神井町3-23-8　☎5923-9220
午前9時～午後7時

　区内2か所目となる観光案内所。石
神井地域の見どころをはじめ、区の魅
力発信や区内名産品の紹介・販売な
どを行っています。無料Wi-Fiも整備
しています。

Shakujiikanko annaijo

石神井観光案内所

カメラ好きも通う水生植物の宝庫

Shakujii koen

　木々に囲まれ静寂な趣の三宝寺池と、ボートで
賑わう石神井池の二つの池を中心とした公園で
す。石神井城跡とこれに関する遺跡のほかに、野
球場やテニスコート、野外ステージが常設されて
います。

石神井台1-26-1（石神井公園サービスセンター）
☎3996-3950

石神井公園 　武蔵野三大湧水池といわれた三宝
寺池は、水生植物が自生する独自の観
葉花空間で、自然観察や散策に便利。

Sampojiike

三宝寺池

　景観保護を目的に作られた人工池。周
囲の緑を眺めながらのボート遊びなどが
でき、休日は市民の憩いの場となります。

Shakujiiike

石神井池

S h a k u j i i koen

S h a k u j i i koen

撮影:大槻志穂

ヘキトウジュ

￥ 
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