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歴史館催し物案内

幻となった武蔵野の未来図
平成２９年７月２２日土 ９月２８日木
現在の武蔵野市は、東西約６.４キロ、南北約３.１キロ、
ＪＲ中央線に添って、吉祥寺、中央、武蔵境圏に分かれ、
それぞれの個性を生かしつつ、調和したまちづくり
が進められています。しかし、現在の武蔵野市のま
ちの姿や町名はあらかじめ決められていたわけでは
ありません。歴史的な紆余曲折があり、実現しなかっ
た鉄道の路線やまちづくりの計画、町名の案があり
ました。
本展示では、武蔵野市域におけるまちづくり等に関
わる計画を紹介します。本展示をきっかけに、私た
ちが暮らすまちについて考えるきっかけとなれば幸
いです。

もうすぐ夏休み。武蔵野ふるさと歴史館では下記のような展示、講座などを開催しています。自由研究・

宿題などに、武蔵野の歴史をとりあげてみませんか ?　ご家族で、せひお出かけください。

平成２９年度 第２回企画展

夏休みの自由研究に!! 詳しくは４頁をご覧ください。

東京都公文書館所蔵

関連イベント

❶ 講演会「昭和前期・武蔵野町の様相
  －立川町と対比しながら－」

日時 ： ９月１６日（土）午後２時～４時
講師： 保坂一房 氏（（公財）たましん地域文化財団歴史資料室室長）
定員 : ５０名（中学生以上対象・定員を越えた場合は抽選）

❷ ワークショップ
　 「 武蔵野の未来の町をつくってみよう!」
※小学校３年生以上対象

❸ 担当職員による展示解説
日時： ８月２６日（土）・９月１０日（日） 午後１時３０分～
※各回３０分程度、お申込みは不要です。

❶の講演会に参加ご希望の方は、８月３１日（木・必着）までに、往復はがき・Eメールにて
①お名前 ②ご住所 ③年齢 ④電話番号を明記のうえ、歴史館「幻」係までお申込みください。
または、返信用はがき１枚をご持参のうえ、直接 歴史館事務室までお越しください。

申込み方法 歴史館にて直接お申込みできます。※事務室まではがき１枚をご持参ください。
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知らなかった井の頭公園の魅力を親子で発見しよう!

申込み方法

７月１８日（火・必着）までに、往復はがきに ①ご住所 ②お名前（ふりがな） ③電話番号 ④性別 ⑤学校名・学年 ⑥保護者名 を明記のうえ、
歴史館「むさしの発見隊」係までお申込みください。（※Eメールではお申込みいただけません）
または、返信用はがき１枚をご持参のうえ、直接 歴史館事務室までお越しください。

歴史館の七夕７月１日土 ８月２４日木
７月７日は七夕です。７月６日から７月８日まで、８月６日から８月８日までの期間
に、七夕の竹飾りを歴史館前に展示します。館内展示室では武蔵野の七夕
飾りの供え物の再現や、市域の昔の七夕についての写真やパネルも展示し
ます。竹飾りの短冊も用意していますので、一緒に飾りませんか。

年中行事展示

無料!!

保護者の方も
必ずご参加
ください

井の頭公園の歴史探索とアドベンチャー井の頭公園の歴史探索とアドベンチャー
〜親子で探検! 井の頭公園の歴史と生き物の謎を追う!〜

７２９月 日（土）

講座

午後５時３０分～７時３０分

むさしの発見隊

井の頭池の周りの遺跡で出土した

土器や石器に実際に触って

太古の歴史を発見！

❶発見発見

井の頭池周辺や夜の弁財天で

歴史と文化を発見！

❷発見発見

夜だけ咲く植物や昆虫などを観察して

夜の井の頭の自然を発見！

❸❸発見発見

対 象

会 場

講 師

主 催

市内在住・在学の小学3年～6年生と保護者15組
（定員を超えた場合抽選、初参加の方を優先させていただきます）

武蔵野公会堂・井の頭恩賜公園とその周辺

田中利秋 氏（井の頭かんさつ会）

小町友則 氏（同会、NPO 法人武蔵野自然塾）

西谷久美子 氏（井の頭自然文化園サービスガイド）他

武蔵野市教育委員会
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子ども体験講座

夏休み考古学体験夏休み考古学体験

❶土器をさわってみよう

日 時

対 象

会 場

おもに小学生以上、大人も可（※お申込みは不要です）

武蔵野ふるさと歴史館

平成２９年８月８日

平成２９年８月１４日

平成２９年８月１６日

（火）

（月）

（水）

午後1時30分～午後3時30分

午後1時30分～午後3時30分

午後1時30分～午後3時30分

本物の縄文時代の土器や石器をさわって、観察してみよう！
クレヨンを使って拓本をとってみよう!

無料!!

❷

８１３月 日（日）午後１時～午後３時３０分
対 象

会 場

講 師

内 容

小学３年生～6年生及び中学生 ２０名（定員を超えた場合抽選）

武蔵野ふるさと歴史館 前庭・第一展示室

林 徹 氏（国際基督教大学講師）

旧石器時代・縄文時代の生活や狩りの道具解説（第一展示室）約６０分

槍投げ・弓矢体験（歴史館前庭） 約75分

※雨天の場合、屋内での弓矢体験やスリングショット制作などに変更

８月７日（月・必着）までに、往復はがき・E メールにて①ご住所 ②お名前（ふりがな） ③性別 ④電話番号 ⑤学校名・学年 ⑥保護者名 を
明記のうえ、歴史館「狩り」係までお申込みください。
または、返信用はがき１枚をご持参のうえ、直接 歴史館事務室までお越しください。

申込み方法

無料!!

大昔の暮らし体験大昔の暮らし体験

り
狩

槍投げ・弓矢を体験してみよう !!
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http://www.city.musashino.lg.jp/shogaigakushu_koza/rekishikan/
E-mail: rekishikan@city.musashino.lg.jp

武蔵境駅より徒歩１２分／ムーバス「武蔵野ふるさと歴史館」バス停下車すぐ／駐車スペースはございません（高齢者・車椅子ご利用の方はご相談ください）

〒180-0022 武蔵野市境5-15-5　Tel 0422-53-1811
 開館時間 午前9時30分～午後5時 休館日 金曜・祝日・年 末 年 始

特別休館日

入場無料
バス停（ムーバス）

亜細亜大学
市民会館

スイングビル

至東小金井 西武多摩川線

JR 中央線

至三鷹
武蔵境駅

武蔵野市立
武蔵野ふるさと歴史館

武蔵野ふるさと歴史館に

紙芝居一座がやってくる!紙芝居一座がやってくる!

昔なつかしい紙芝居で、武蔵野の歴史や昔話を、お子様からご年配の
方々まで幅広い世代にお楽しみいただけます。毎回１３：３０～・１４：３０～
の２度、計６話を口演予定。入場無料、事前のお申込も必要ありません。
ご家族で、どうぞお出かけください。

・「武蔵野に汽車が初めて走った日」 ・「輝けきみの命」

・「武蔵野に電気がはいった日」 ・「その時あなたは」

・「そばもちとネズミ」 ・「ギザギザ屋根の中島飛行機」

７月の口演演目

※演目は都合により変更になる場合があります

第２回

歴史探訪講座

７２３月 日（日）
第３回は

９２４月 日（日）です

公式マスコットキャラクター
©むーくん

紙
芝居一座が

紙
芝居一座が

武
蔵野ふるさと歴史館に

武
蔵野ふるさと歴史館に

武蔵野市 歴史探訪講座

やってくる！やってくる！

年6回開催 !!年6回開催 !!

ことし

も

に合わせ、「武蔵野に

汽車が初めて走った日」や

「武蔵野に電気が

はいった日」などを

口演いたします。

７月は企画展

「幻となった

武蔵野の未来図」
大人も楽しめる昔なつかしい紙芝居。武蔵野の昔を語ります。

次回口演は の２回（日）７月2３日７月2３日 13:30・14:3013:30・14:30
口演：武蔵野昔話紙芝居一座 “むさしの”／各回３話ずつ、約３０分
会場：武蔵野ふるさと歴史館1階市民スペース
主催：武蔵野市教育委員会

申込
不要!!

入場無料!!

 開館時間 午前9時30分～午後5時 休館日 金曜・祝日・年 末 年 始
特別休館日

幻となった武蔵野の未来図

１頁より

関連イベント

キッズ
イベントが
いっぱい!

展示解説のあと、地図パネルの上に、駅、市役所、住宅、公園、病院、郵便局、商店
街などさまざまな建物の模型を置いて、自分だけの町をつくってみよう！

Ａ２判・Ａ３判の武蔵野市の白地図（４種類）にスタン
プと色鉛筆（クレヨン）で、武蔵野の未来図を描い
てみよう ! Ａ３判はラミネート加工してプレゼント。

開催期間中いつでも・申込み不要

町名整理の際に登場した武蔵野市域の町名
をパズル式でマグネットに貼り付けて、実現
しなかった町名で武蔵野の町をつくろう！

開催期間中いつでも・申込み不要

武蔵野の未来の町をつくってみよう！

Ａ自分だけの武蔵野の町をつくろう

Ｂ 町名パズルで遊ぼう Ｃ 武蔵野の未来図を描こう

日 時

対 象

申込み

日 時 日 時

夏休み期間中 毎週木曜日 午前１０時３０分～正午
小学校３年生～ 6年生及び中学生・毎回先着順 ５名
歴史館までお電話ください  　Tel ０４２２-５３-１８１１➡

ワークショップ

無料!!

７月２２日（土）より受付開始・おひとり１回のみ参加可

（ラミネート加工は平日 午前１０時～１１時３０分のみ受付）
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