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令和２年（２０２０）１月

歴史館催し物案内

年明けの武蔵野ふるさと歴史館は、学校教育連携の一環で、市内公立小学校の３年生が大勢やってきてにぎや

かになります。また、文化財に関するイベントや講座・展示などを多数開催いたします。

※イベントごとに別々にお申込みください。

申込みフォームはこちらから 

▲

❶に参加ご希望の方は、２月２0日（木 ※必着）までに申込みフォームまたは往復はがきにて ①「多摩の養蚕」 ②ご住所 ③ご本人のお名前（ふりがな） 
④電話番号 ⑤Ｅメールアドレス（お持ちの場合） を明記のうえ、歴史館「多摩の養蚕」係までお申込みください。
または、返信用はがき１枚をお持ちのうえ、直接 歴史館事務室までお越しください。

申込み方法

武蔵野市域において養蚕業は、農業に比肩する主要な産業で
した。市域では蚕を単なる商品として扱うのではなく、「お蚕
さま」と呼びならわし、大切に育てていました。生活空間に「お
蚕さま」が存在するようになり、大量の桑を与えるために桑摘
みを行い、温度管理のために暖房を焚くなど、養蚕によって大
きく変化した「くらしのうつりかわり」がありました。
武蔵野ふるさと歴史館で所蔵している資料の中には、養蚕に
使用された道具が数多く存在しています。また、明治・大正期
の生まれである寄贈者の方々から、道具の使用方法や、当時
のくらしはどのようなものであったか聞書きを行い、記録して
います。こうした情報とあわせて資料をご覧いただき、武蔵野
市域の養蚕の様子とともに、地域のくらしのうつりかわりにつ
いて知見を深めていただけたら幸いです。

令和２年１月１８日（土）～４月２３日（木）

武蔵野ふるさと歴史館 第二展示室会 場

ＯＫ
ＯＳＡＭA-NO-IE

お蚕さまの家
こ

森 安彦 氏

※イベントのタイトル、予定などは、やむを得ない事情で変更になる場合がございますのでご了承ください。

学校教育連携展示 企画展

関連イベント

日 時

会 場

２月１５日（土） 午前１１時～
２月２９日（土） 午後２時～ （各回３０分程度）
武蔵野ふるさと歴史館 第二展示室
お申込み不要 ※展示室前にお集まりください

❷展示解説
展示担当者による解説を行います。

日 時

講 師

対 象

会 場

３月１日（日）  午後１時３０分～３時
神 かほり 氏（日本民具学会会員）
どなたでも ５０名（※定員を超えた場合抽選） 
※中学生以上を対象とした内容になります

武蔵野ふるさと歴史館 市民スペース

❶講演会「多摩の養蚕と今和次郎の養蚕農家調査」
多摩地域の養蚕の実態について、「考現学」で著名な今和次郎が行った
調査などとともに解説します。

無料!!

無料!!

※タイトルは変更になる場合があります
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「樹木の話」－生きものとしての特徴から文化財まで－
午後１時３０分～３時令和２年 ３月７日（土）

無料!!

講 師

対 象

会 場

濱野 周泰 氏（武蔵野市文化財保護委員・東京農業大学客員教授）
どなたでも ５０名（※定員を超えた場合抽選） 
※中学生以上を対象とした内容になります

武蔵野ふるさと歴史館 市民スペース

生きものは大きく植物と動物に分けられる。生態系の中で植物は生産者として動物の生活を支えている。
植物の中でも樹木は、永年植物として草本（草）とは違った意味で人生の伴侶として存在している。
樹木は四季に応じた姿を鑑賞することは勿論、年々大きくなる樹形を成長の喜びとして見ることもある。
一方、日本の気候下では、連年成長する樹木は樹形を管理する必要もある。しかし、環境形成効果の大きい樹木は、
人の生活のみならず全ての生物の生活の基盤を支えている存在である。
人の寿命よりも長く生活する樹木は、加齢（エージング）とともに存在感は大きくなり、やがて人々の畏敬の念を
集めるようになる。それらの樹木は、文化活動の対象としての価値を有する存在となり、地域の天然記念物から、
国の天然記念物として指定されるものもある。

[濱野 周泰（はまの ちかやす） 氏 プロフィール ]
１９７６年東京農業大学助手、１９８７年同大学 講師を経て、東京農業大学地域環境研究所研究員、１９９９年より東京農業大学助教授、２００８年東京農業大学教授、２０１９年より現職。
造園や林苑成立の歴史的な意義と変遷を研究し、都市緑化による街づくりの実践で多大な成果をあげている。文部科学省「環境緑化材料」高等学校教科書作成にも携わる。花と緑の
まち三鷹創造協会理事長、武蔵野市文化財保護委員、三鷹市文化財保護審議会副会長。 
主な著書に『最新・樹木医の手引き 改訂４版』日本緑化センター（２０１４年）、『最新 環境緑化工学』朝倉書店（２００７年）、『原寸図鑑 葉っぱでおぼえる樹木２』柏書房（２００７年）など。

中学生のお仕事体験講座『めざせ翻訳家!!』 多摩郷土誌フェア第32回多摩郷土誌フェア

年1回開催される、多摩地域の郷土・歴史・文化財・自然などに関する様々な図書の展示
販売会。今回で３２回目の開催となりますが、武蔵野市も毎年参加しています。多摩地域
の多くの市町村が一堂に会す貴重な機会です。多くの方のご来場をお待ちしております。

会 場

主 催

立川市女性総合センター アイム １階ギャラリー

東京都立川市曙町２-３６-２ ＪＲ立川駅北口より徒歩7分

東京都市社会教育課長会文化財部会

令和２年１月１８日（土） 午前１０時～午後５時

１月１９日（日） 午前１０時～午後３時

入場
無料

イベント
申込みフォームはこちらから 

▲

参加ご希望の方は、２月２７日（木 ※必着）までに申込みフォームまたは往復はがきにて ①「樹木の話」 ②ご住所 ③ご本人のお名前（ふりがな） 
④電話番号 ⑤Ｅメールアドレス（お持ちの場合） を明記のうえ、歴史館「樹木の話」係までお申込みください。または、返信用はがき１枚をお
持ちのうえ、直接 歴史館事務室までお越しください。

申込み方法

無料!!

今年は明治２年（１８６９）の暮れから明治３年（１８７０）にかけて起こった
御門訴事件から１５０周年にあたります。井口家文書と井口家資料の中
から御門訴関係資料を紹介し、江戸から明治という転換期に地域で起
こった歴史について理解を深めていただければ幸いです。

昭和３０～５０年頃に作成された様々な商店の広告チラシ
から当時の暮らしを読み解きます。

特集展示

文化財保護委員特別講義

御門訴事件
令和２年２月６日（木）まで!!

武蔵野ふるさと歴史館 第一展示室 特集展示コーナー

告諭の高札（井口家資料）

会 場

令和２年２月１６日（日）～４月１６日（木）

昭和の広告
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※イベントのタイトル、予定などは、やむを得ない事情で変更になる場合がございますのでご了承ください。

無料!!
東京都市社会教育課長会文化財部会

埋蔵文化財担当者連絡会報告会
東京都市社会教育課長会文化財部会

埋蔵文化財担当者連絡会報告会

武蔵野市・小金井市・小平市共同事業

定 員

会 場
問合せ

１０８名 申込み不要 ※当日会場においでください
武蔵野市武蔵野公会堂 ２階第１・第２合同会議室 ※エレベーターはございません
武蔵野市教育委員会 武蔵野ふるさと歴史館（Ｔｅｌ：０４２２-５３-１８１１）
小金井市教育委員会 生涯学習課（Ｔｅｌ：０４２-３８７-９８７９）
小平市教育委員会 文化スポーツ課（Ｔｅｌ：０４２-３４６-９５０１）

武蔵野台地に所在する後期旧石器時代の代表的な遺跡について、武蔵野市、
小金井市、小平市の遺跡、出土資料を紹介いたします。

❶「井の頭池遺跡群について」武蔵野市教育委員会
❷「野川上流域の様相」小金井市教育委員会
❸「鈴木遺跡について」小平市教育委員会

❶「井の頭池遺跡群について」武蔵野市教育委員会
❷「野川上流域の様相」小金井市教育委員会
❸「鈴木遺跡の最新の成果」小平市教育委員会

令和２年 ３月２２日（日） 午前１０時～１２時３０分午後２時～３時４５分（開場１時３０分）

講演内容 ※タイトルは変更になる場合があります

小平市 鈴木遺跡発掘調査風景

武蔵野市 吉祥寺南町１丁目遺跡Y地点 東壁基本層序

小金井市 野川中州北遺跡D区泥炭層カラマツ

令和２年 ３月末 ※詳しくは市報、チラシ、HP、SNSなどでお知らせします

後期旧石器時代の代表的なナイフ形石器を
黒曜石で製作します。石材の特性、出土資
料から復元する石器づくりの技術について
学び、当時の生活・文化に触れていただく
ワークショップです。

対 象

会 場

講 師

主 催

市内在住・在学の小学５年生～中学３年生 １０名
（※定員を超えた場合抽選・保護者の見学可）

武蔵野ふるさと歴史館
鈴木 美保 氏（東京大学総合研究博物館学術支援専門職員）
武蔵野市教育委員会

市内在住・在学の小学５年生～中学３年生 １０名
（※定員を超えた場合抽選・保護者の見学可）

武蔵野ふるさと歴史館
鈴木 美保 氏（東京大学総合研究博物館学術支援専門職員）
武蔵野市教育委員会

無料!!

子ども体験講座

黒曜石でナイフ形石器をつくろう黒曜石でナイフ形石器をつくろう

申込み受付は
２月中旬頃
からを予定
しています。

申込みフォームはこちらから 

▲

参加ご希望の方は、２月２７日（木 ※必着）までに申込みフォームまたは往復はがきにて ①「黒曜石ＷＳ」 ②ご住所 ③ご本人のお名前（ふりがな） 
④電話番号 ⑤学校名・学年 ⑥Ｅメールアドレス（お持ちの場合） を明記のうえ、歴史館「黒曜石ＷＳ」係までお申込みください。
または、返信用はがき１枚をお持ちのうえ、直接 歴史館事務室までお越しください。

申込み方法

武蔵野の水道を探索しよう!武蔵野の水道を探索しよう!
令和２年 ３月２６日（木）
午前８時４５分～午後１時 （※当日の交通状況により終了時間は前後します。）午前８時４５分～午後１時 （※当日の交通状況により終了時間は前後します。）

武蔵野市の水道施設と東京都水道歴史館を見学して
市域の水道の仕組みと歴史を学びます。

対 象

会 場

主 催

市内在住・在学の小学3～6年生と保護者のかた １０組
（※定員を超えた場合抽選・保護者のかたは各参加者につき1名様に限らせていただきます）

武蔵野市水道施設・東京都水道歴史館
武蔵野市教育委員会

市内在住・在学の小学3～6年生と保護者のかた １０組
（※定員を超えた場合抽選・保護者のかたは各参加者につき1名様に限らせていただきます）

武蔵野市水道施設・東京都水道歴史館
武蔵野市教育委員会

申込み受付は
２月中旬頃
からを予定
しています。

無料!!

むさしの発見隊むさしの発見隊

公式マスコットキャラクター 
©むーくん

申込みフォームはこちらから 

▲

参加ご希望の方は、３月１１日（水 ※必着）までに申込みフォームまたは往復はがきにて ①「発見隊 水道」 ②ご住所 ③ご本人のお名前（ふりがな） 
④電話番号 ⑤学校名・学年 ⑥保護者名 ⑦Ｅメールアドレス（お持ちの場合） を明記のうえ、歴史館「発見隊 水道」係までお申込みください。
または、返信用はがき１枚をお持ちのうえ、直接 歴史館事務室までお越しください。

申込み方法
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歴史館講座

対 象

会 場

どなたでも 各回３０名（※定員を超えた場合抽選）
※高校生以上を対象とした内容となっています　

武蔵野ふるさと歴史館 ２階会議室

どなたでも 各回３０名（※定員を超えた場合抽選）
※高校生以上を対象とした内容となっています　

武蔵野ふるさと歴史館 ２階会議室

無料!!

１月２６日は文化財防火デーです。
歴史館の文化財指導員・学芸員・公文書
専門員が、文化財を用いた調査・研究の成
果について語ります。

１月２６日は文化財防火デーです。
歴史館の文化財指導員・学芸員・公文書
専門員が、文化財を用いた調査・研究の成
果について語ります。

文
化
財
防
火
セ
ッ
シ
ョ
ン

文
化
財
防
火
セ
ッ
シ
ョ
ン

令
和
２
年
２
月
１
日
・２
日

令
和
２
年
２
月
１
日
・２
日

令和２年２月１日（土）
午後１時３０分～２時３０分
❶「日本最初の文化財保護法」講師：米崎 清実 （当館学芸員）
近代日本最初の「文化財」の保護「古器旧物保存方」について、明治初期の文化行政を担った蜷川式胤を
中心に、蜷川式胤研究の第一人者米崎 清実（『蜷川式胤「奈良の筋道」』編著）が解説します。

午後２時４０分～３時４０分
❷「民間伝承にみる婚礼月」講師：波田 尚大 （当館学芸員）
結婚をするのによい日取りは「大安吉日」ですが、ジューンブライドのように結婚をするのによい月がかつて日本にはありました。
日本全国の自治体史や調査報告書などから見えてくる「結婚するのによい月、わるい月」とは！？

令和２年２月２日（日）
午後１時３０分～２時３０分
❸「文化財指定の流れ」講師：紺野 京 （当館文化財指導員）
武蔵野市の文化財指導員として１０年勤める。市文化財行政の担い手による「文化財指定の流れ」を
簡潔に解説します！

午後２時４０分～３時４０分
❹「文化財としての歴史公文書」講師：髙野 弘之 （当館公文書専門員）
現状、全国的に見ても数少ない公文書専門員（アーキヴィスト）による「文化財としての歴史公文書」について！
武蔵野市は村制開始時（明治期）からの公文書を閲覧公開に供する施設（公文書館）を有する稀有な自治体です。

令和２年２月１日（土）
午後１時３０分～２時３０分
❶「日本最初の文化財保護法」講師：米崎 清実 （当館学芸員）
近代日本最初の「文化財」の保護「古器旧物保存方」について、明治初期の文化行政を担った蜷川式胤を
中心に、蜷川式胤研究の第一人者米崎 清実（『蜷川式胤「奈良の筋道」』編著）が解説します。

午後２時４０分～３時４０分
❷「民間伝承にみる婚礼月」講師：波田 尚大 （当館学芸員）
結婚をするのによい日取りは「大安吉日」ですが、ジューンブライドのように結婚をするのによい月がかつて日本にはありました。
日本全国の自治体史や調査報告書などから見えてくる「結婚するのによい月、わるい月」とは！？

令和２年２月２日（日）
午後１時３０分～２時３０分
❸「文化財指定の流れ」講師：紺野 京 （当館文化財指導員）
武蔵野市の文化財指導員として１０年勤める。市文化財行政の担い手による「文化財指定の流れ」を
簡潔に解説します！

午後２時４０分～３時４０分
❹「文化財としての歴史公文書」講師：髙野 弘之 （当館公文書専門員）
現状、全国的に見ても数少ない公文書専門員（アーキヴィスト）による「文化財としての歴史公文書」について！
武蔵野市は村制開始時（明治期）からの公文書を閲覧公開に供する施設（公文書館）を有する稀有な自治体です。

講座プログラム ※タイトルは変更になる場合がございます

申込みフォームはこちらから 

▲

参加ご希望の方は、令和２年１月１５日（水 ※必着）までに申込みフォームまたは往復はがきにて ①「希望プログラム名（複数可）」 ②ご住所 ③ご
本人のお名前（ふりがな） ④電話番号 ⑤Ｅメールアドレス（お持ちの場合） を明記のうえ、歴史館「防火セッション」係までお申込みください。
または、返信用はがき１枚をお持ちのうえ、直接 歴史館事務室までお越しください。

申込み方法

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。毎回午後１時半から計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。

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。毎回午後１時半から計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。

１月の口演予定

第５回 第６回

スタンプを集めて、ステキな
歴史館グッズをもらっちゃおう!!

ご来場の
お子様には
駄菓子を
プレゼント!!!

会 場 武蔵野ふるさと歴史館 市民スペース

「炎の村 御門訴事件」「十二支のおはなし」

「玉川上水のはじまり」「開運武蔵野吉祥七福神めぐり」

「ぼくんちのごはん」「武蔵野の寺子屋」の６本です !!

令和２年 １月２６日（日） ３月２２日（日）３月２２日（日）
毎回 午後１時３０分～（約１時間）

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! 無料!!

歴史探訪講座

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

紙芝居ス
タンプカ

ード

スタンプ
カードも
配布中!!

●twitter●Facebook●HP[HP] http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shogaigakushu_koza/rekishikan/
[Facebook] https://www.facebook.com/musashino.rekishikan/
[Twitter] https://twitter.com/musashino_reki
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