企画展関連プログラム

Themed Exhibition-Related Programs

港区の文化財をめぐろう！

06

1/5〜電話申込

港区内の文化財をめぐり、港区の魅力を再発見します。
今回は新たに指定された港区指
定文化財に関連する「東禅寺」
「紅葉館（現東京タワー）
」に焦点を当てます。
両文化財の
簡単な解説、企画展
「新指定文化財展」
を観覧した後に、徒歩約 1 時間 30 分（ 予 定 ）の
文化財めぐりに出かけます。
●荒天時は、
館内での解説と企画展観覧のみ開催
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講師：当館学芸員 対象：小学3年生以上 ※小学生は保護者同伴
定員：15名 参加費：企画展観覧料が必要です

2 月21日（日）午後１時〜４時

明治20年代の紅葉館（当館蔵）

オリジナル御朱印帳を作ろう

1/5〜電話申込

講座

伝統的な製本である「折り本」の形態を用いて、オリジナルの
御朱印帳を作ります。自分で作った御朱印帳を持って、港区内
の文化財めぐりを楽しむきっかけにしてみませんか。
対象：小学4年生以上

定員：20名

午後 1時 30 分〜３時

オリジナル消しゴムはんこ

Themed Exhibition

古文書講座
近世文書から読み解く港区の歴史（全4回）

材料費：500円

1月30日（土）・2月13日（土）

Course

匠の世界 ―木工芸家・中䑓瑞真と彫金家・服部雅永―
なか だい ずい しん

講師：当館学芸員 対象：４回全てに参加できる方
定員：20 名 参加費 : 無料
※往復はがきによる申込 。
定員を超えた場合は抽選。
応募要項は 12月21日
（月）
以降、
当館ホームページ、
または
「広報みなと」
12月21日号にてご確認ください。

対象：小学4年生以上 ※彫刻刀を使用します
定員：16名 材料費：500円

2月5日（金）・12日（金）・19日（金）・26日（金）

3月13日（土）午後1時30分〜３時30分

午後２時〜３時30分

桐拭漆二十弁輪花喰籠 中䑓瑞真 作（当館蔵）

Welcome Events

だれでもものづくりテーブル 〜紋切り遊び〜

申込不要

４階ギャラリーに “ 紋切り遊び ” がテーマ
の「だれでもものづくりテーブル」を無料
開設します。季節を感じる文様をモチーフ
に切り紙が楽しめます。気軽に立ち寄って
紋切りの楽しさを体験してください。

みんなで紋切り

2/20〜電話申込

移ろう季節の形について学びながら、紋切りを楽しむ
ワークショップです。
あなたの作った紋切りと「だれで
もものづくりテーブル」
の紋切りを合わせ、冬から春の
風景を美しい文様で紡ぎ、
館内に展示します。
講師:下中菜穂（造形作家､もんきり研究家） 定員：20 名
材料費：500 円 ※小学 3 年生以下は保護者同伴

※
「だれでもものづくりテーブル」
で制作した紋切りは
「みんなで紋切り」
で使用し、
３月下旬〜４月上旬
（予定）
に館内で展示されます。
午前10時
1月23日 (土）〜3月20日 (土・祝）の土・日・祝日 〜午後4時

港区立郷土歴史館 ご利用案内

【開館時間】 午 前 9 時〜午後 5 時（土曜日のみ午後 8 時まで） ※入館受付は閉館の30分前まで。
【休 館 日】 第３木曜日、年末年始 (12月29日〜1月3日）、特別整理期間
小・中・高校生 100 円

彫金額「森」 服部雅永 作（当館蔵）

※特別展・企画展は別料金です。

3月21日 (日）午後1時30分〜３時30分

展示資料の状況確認等のため、以下の通り
展示室を休室いたします。
休室期間 ● 2020年12月21日
（月）
〜28日
（月）
休室場所 ● 常設展示室、特別展示室、コミュニ
ケーションルーム、ガイダンスルーム
上記期間中も、図書室、カフェ、ミュージアム
ショップは通常通りに開室いたします。
建物見学（旧講堂・旧院長室・旧次長室等）も
可能です。

ご来館の皆様へのお願い
公式 SNS

歴史館ニュース
第6号

令和2（2020）年12月11日発行
発行：港区立郷土歴史館

〒108-0071 東京都港区白金台 4-6-2 ゆかしの杜内
電話：03-6450-2107 FAX：03-6450-2137

※駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

展示室休室のお知らせ

展示・イベントの会期・内容等が変
更となる場合があります。最新情報は
ホームページにてご確認ください。

※港区在住・在学の小・中・高校生、港区在住の 65 歳以上の方、港区在住の障害者とその介助者（１名）
の観覧料は無料となります（証明ができるものをご持参ください）
。

【アクセス】 ●東京メトロ南北線・都営三田線 白金台駅 ２番出口 徒歩１分
●都営バス・東急バス 白金台駅前停留所 徒歩１分

同時
開催

港区は、みどりの保全とごみの減量に努めています。
この印刷物は、古紙を活用した再生紙を使用しています。

日本では古来より自然の恵みを受けてモノを
つくり、生活に利便性と潤いをもたらしてきま
した。育まれた技術は独自の文化を醸成し、
そ
の時代の歴史を彩ってきました。
こうして培わ
れた現代に生きる技のありようを伝統工芸と
いいます。港区でもさまざまな匠たちが技を
磨き、
伝統工芸を今に守り伝えてきました。
本展では木工芸家・中䑓瑞真（1912〜2002、
人間国宝・港区名誉区民）
と彫金家・服部雅永
（1918〜2009、港区無形文化財保持者）に焦
点をあて、
館蔵の作品を中心に、
図面や制作道
具、
制作工程の映像もあわせて展示し、
港区が
誇る
「匠の世界」
をご紹介します。

未来に伝えよう！みなと遺産

新指定文化財展（令和2年度）

令和２年度も新たに、港区の歴史にかかわる重要な建造物１件、
歴史資料２件の計３件を文化財指定しましたので、
ご紹介します。
建 造 物・旧畠山一清邸
翠庵・明月軒・沙那庵・浄楽亭・毘沙門堂
（５棟）
歴史資料・東禅寺事件銀製メダル及び江幡家文書
（32点）
・紅葉館資料（２点）

会 場：特別展示室

観覧料 ： 大人 200 円 小・中・高校生 100 円
常設展セット券 大人 400 円 小・中・高校生 100 円

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
ご理解とご協力をお願いいたします。

■ご来館前に健康状態の確認と検温を行い、
体調のすぐれない場合はご来館をお控えください。
●37.5度以上の発熱がある

●息苦しさ
（呼吸困難）
・強いだるさがある

■館内ではマスクをご着用ください。

●軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある

など

■周囲の方と適度な距離（最低１m以上）
を保ってください。

■指定箇所での手指消毒にご協力ください。 ■混雑時は入場制限を行う場合があります。
※令和2（2020）年12月１日現在の情報です。状況により変更となる場合があります。
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企画展「匠の世界」の展示資料を
基にした、装飾モチーフの型紙を
使用し、好きな文字と組み合わせ
て、オリジナル消しゴムはんこを作
成します。カードや和紙に添えて自
分らしさを届けましょう。

【常設展観覧料】 大人 300 円

はっとり まさ なが

港区に関係する古文書をテキストにして、
くずし字の読み
を学ぶ、初・中級者を対象とする講座です。古文書の記載
内容や書かれた背景なども解説することで、港区の歴史に
対する理解や関心を高めます。

2/20〜電話申込

冬のウェルカムイベント

１月16日（土）〜３月21日（日）

電話申込

03-6450-2107

午前9時〜午後5時
（土曜日のみ午後8時まで）※休館日をのぞく
企画展

企画展

匠の世界／新指定文化財展

匠の世界／新指定文化財展

年末年始 休館日（12月29日〜）

古文書講座①

★

■各プログラムごとの受付開始日から先着順受付

ウェルカムイベント

申込不要

懐かしい昔遊びに挑戦しよう
木版画摺りワークショップ

★
★

★

けん玉やお手玉、
すごろく、
花札、
めんこなど、
日本で昔
から遊ばれてきた懐かしい
遊び道具に触れられるコ
ーナーが歴史館に登場し
ます。遊びを通して昔の生
活に触れてみましょう。
参加費：無料

懐かしい昔遊びに挑戦しよう

2月11日（木・祝）

★

古文書講座②
オリジナル御朱印帳を作ろう

★

オリジナル消しゴムはんこ

★
★

★
企画展

休館日

古文書講座③

休館日

★

木版画摺りワークショップ

港区の文化財をめぐろう！

★

みんなで紋切り

貝合わせの絵付けを楽しむ

★

★

見上げてみよう！ 冬の星空観望会

★

凧を作ろう

貝合わせの絵付けを楽しむ

1/23〜電話申込

「貝合わせ」は平安時代、貴族の間で広
まった遊戯と伝えられています。
ハマグ
リなど２枚貝は形が似ていても他の貝
の貝殻とは合わないことから、夫婦和合
の象徴や花嫁道具として用いられまし
た。
今回はハマグリの貝殻に絵付けを行
い、
オリジナル貝合わせを作ります。
定員：20 名 材料費：500 円

※小学 3 年生以下は保護者同伴

2月23日（火・祝） 午後1時30分〜３時30分
くらしのアトリエ

1/23〜電話申込

つるし雛を作ろう

★

江戸時代頃から、
雛人形などとともに
節句の飾りとして各地方に伝わる
「つ
るし雛」。伝統的な年中行事の雛祭り
に合わせて、つるし雛の飾りを作り、
季節の行事を楽しみます。

古文書講座④
つるし雛を作ろう

くらしのアトリエ

★
★

定員：20名 材料費：500円
※小学3年生以下は保護者同伴

★

オリジナル御朱印帳を作ろう

★「だれでもものづくりテーブル」開設日

★
地域連携プログラム

見上げてみよう!冬の星空観望会

12/26〜電話申込

空気も澄むこの頃、港区ではどんな星
空が見えるのでしょう？ 科学館の解説
員が、月やプレアデス星団（すばる）な
ど、
この時期見頃の星空をご案内いた
します。
●雨天曇天時は、
室内で座学のみの開催
講師：川井智陽
（港区立みなと科学館 プラネタリウムチーム）
定員：15名 ※小学生以下は保護者同伴 参加費：無料

1月22日（金） 午後6時〜7時

ゆかしの杜 ５階

会場: ういケアみなと

くらしのアトリエ

凧を作ろう

古くから日本各地で楽しまれてい
る「凧揚げ」の凧づくりを体験し
ます。竹ひごと和紙を使い、思い
おもいの絵柄を描いて作ります。
子どもから大人まで世代を超え
て昔遊びを楽しみましょう。
定員：20名 材料費：200円
※小学3年生以下は保護者同伴

1月23日（土） 午後1時30分〜３時30分

12/26〜電話申込

2月27日（土） 午後1時30分〜３時30分
建物見学

ウェルカムイベント

歴史館の建物は、東京大学の安田講堂
などを手掛けた内田祥三が設計し、昭
和 13（1938）年に建設された「旧公衆
衛生院」です。建物見学の際に、当時の
姿がよく保存されている中央ホールや
旧院長室、旧講堂などの見学ポイント
で、より詳しい見どころ解説を、ご自身
のスマートフォンでご覧いただけます。

日本の木版画には、浮世絵の発展
とともに確立された技が今も息づ
いています。
その仕組みや摺り方を
映像ガイダンス（英語字幕付き）で
学び、歴史館オリジナル版画を使っ
て実際に木版画摺りに挑戦します。

旧公衆衛生院 建物ガイド [デジタル]

※ご利用には二次元コードを読み取れるスマートフォンとインター
ネット接続が必要です。

木版画摺りワークショップ

申込不要

定員：各回12名
（当日先着制）
所要時間：約30分 材料費：100円

3月6日(土)・20日(土・祝)

午前10時〜・11時〜・
午後 1 時〜・2時〜・3時〜
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匠の世界／新指定文化財展
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休館日

午前9時〜午後5時

