Special Exhibition-Related Programs

講座

事前申込

①5月8日(土)「武家屋敷と江戸の社会」
西木浩一 氏

午後1時30分〜午後3時 定員：各回25名 参加費：無料

江戸時代に生まれた古典落
語の中で「武家屋敷」はどう
描かれているでしょうか？
若手落語家によるミニ講座
の一席をオンライン配信。
ホームページからお楽しみ
いただけます。

※ 申込方法・申込期間の詳細は、
ホームページにてご確認ください。

講師：鈴々舎馬るこ(落語協会真打)

（東京都公文書館統括課長代理 史料編さん担当）

②6月6日(日)「開かれた武家屋敷の神仏」
岩淵令治 氏

（学習院女子大学国際文化交流学部教授）
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Special Exhibition

4月24日 (土）〜

リニューアルした「港区文化財めぐりマップ」の全 10 コースをご案内。
さらに、特別展にちなみ、区内にあった武家屋敷跡地の今の姿も一部
ご紹介します。港区の街中に今も息づく歴史探しにでかけましょう。

［公開収録のお知らせ］

4月24日 (土）〜6月27日 (日）

SNSフォトコンテスト

7

れ い れ いしゃ ま

ギャラリー展

港区文化財めぐりマップ 〜春のおさんぽガイド〜

07

オンライン
古典落語で知る江戸の武家屋敷

SNS Photo Contest

4月14日
（水）
午後7時〜 定員：10名
観覧希望者は、4月1日
（木）午前9時から先着順で
電話受付いたします。電話03-6450-2107

4月24日（土）〜6月27日（日）

江戸の武家屋敷 ―政治・生活・文化の舞台―

3月20日 (土・祝）〜5月31日 (月）

2018年11月の開館から３度目の春を迎える
歴史館。港区の歴史・自然・文化を学べるのは
もちろん、東大安田講堂などを手掛けた内田
祥三が設計した築80年超の歴史的建造物の
特徴的なデザインなど見どころ満載の施設で
す。桜や新緑も美しいこの季節、
あなたが見つ
けた“とっておきの歴史館”の魅力をぜひSNS
に発信してください。

屋鋪五方相対替一件控(当館蔵）
仙台藩伊達家汐留上屋敷表門模型（東京大学大学院工学系研究科建築学専攻蔵）

江戸が都市として発展していくにつれ、現在の港区にあたる地域には大名
屋敷や旗本屋敷など、数多くの武家屋敷が建てられました。
本展示では、武家屋敷の外観や風景の他、幕末維新期の大名屋敷で作成
された日記からみる政治的動向、旗本や江戸詰家臣、出入の御用商人が
残した古文書にみる生活の様子、浮世絵に描かれた大名屋敷内に創建さ
れた神社と人びとなど、さまざまな側面から武家屋敷をご紹介します。

［参加方法］
①歴史館公式 Twitter ／ Instagram をフォロー
②
「# とっておきの歴史館」
をつけて投稿
［表彰］
最優秀賞 1 点（1 万円相当の副賞）はじめ各賞
6月下旬にホームページにて発表し、
7 月に館内でも展示予定です。

会 場：特別展示室

※コンテストの詳細はホームページ

観覧料 ： 大人 400 円 小・中・高校生 200 円
常設展セット券 大人 600 円 小・中・高校生 200 円

にてご確認ください。

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
【常設展観覧料】 大人 300 円
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＃とっておきの歴史館

小・中・高校生 100 円

※特別展・企画展は別料金です。

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。

公式 SNS

歴史館ニュース
第7号

令和3（2021）年3月12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。

特別展の会期中、
セット券での観覧者にクイズラリー用紙を配布します。
武家屋敷を巡るクイズに答えた参加者全員に記念品を進呈いたします。
江戸名勝図会 虎の門（当館蔵）

※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

［武家屋敷クイズラリー］

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。

ご来館の皆様へのお願い

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

●軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある

など

■館内ではマスクをご着用ください。
■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3（2021）年3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。

春の建物スケッチ

港区文化財めぐりマップ

江戸の武家屋敷

港区文化財めぐりマップ

江戸の武家屋敷

ギャラリー展

〇 GWに昔遊びを愉しもう（4月29日〜5月5日）

特別展

ギャラリー展

特別展

﹁みんなで紋切り﹂
ギャラリー展示

〇 春休みものづくりテーブル（4月1日〜4日）

● 特別展関連講座②

● 特別展関連講座①

※道具の貸し出しはありません。用紙(画用
紙・四つ切）
のみ無料でご用意しています。

5月9日(日）
・16日(日）
・
23日(日）
・30日(日）
午前10時〜午後3時30分 ※雨天中止

衛生院」
をモチーフにした絵画作品を募集します。
過去に描いた作品
でもOK。
詳細はホームページにてご確認ください。

〇 みんなで作るこいのぼりアート
● もんきりワークショップ 季節の形をつくろう

事前申込
もんきりワークショップ
季節の形を作ろう 〜夏越の茅の輪〜

〇 春の建物スケッチ
休館日

〇 みんなで作るこいのぼりアート

講師：下中菜穂
（造形作家、
もんきり研究家）
定員：各回 16 名 材料費：500 円
※小学 3 年生以下は保護者同伴

● 筆ペンで季節の文字を楽しむ
休館日

ギャラリー展 港区文化財めぐりマップ

特別展 江戸の武家屋敷

〇 みんなで作るこいのぼりアート
〇 みんなで作るこいのぼりアート

〇 GWに昔遊びを愉しもう（4月29日〜5月5日）

申込不要

6月12日（土） ①午前10時〜正午
筆ペンで季節の文字を楽しむ

〇 春の建物スケッチ

1月〜3月に開設して好評を博し
た
「ものづくりテーブル」
を4日間
限定で再オープン。気軽に立ち
寄って紋切りの楽しさを体験し
ながら、
みんなでギャラリーに桜
を咲かせましょう。

江戸時代を発祥とする端午の節句
の吹流し飾り
「こいのぼり」
「
。こども
の日」に向けて、ガラス絵の具を使
用した
「こいのぼりアート」
を作りま
しょう。みんなで作った作品は、4月
29日〜5月5日の期間、館内で飾ら
れます。

定員：同時参加6名まで 参加費：無料
※小学3年生以下は保護者同伴

定員：同時参加6組まで 参加費：無料
※小学3年生以下は保護者同伴

事前申込

5/17〜23

筆ペンを使い、時季の
「花の名
前」を書いてみましょう。
文字
の成り立ちや書体を通して、
普段何気なく書いている文字
の奥深さに触れてみましょう。
講師：横山美水(書道家)
対象：中学生以上
定員：20 名
材料費：500 円

〇 春の建物スケッチ

みんなで作るこいのぼりアート

②午後2時〜4時

6月19日（土） 午後2時〜3時30分
申込不要

4月10日(土)〜25(日）の土・日曜日 午前10時〜午後4時

GWに昔遊びを愉しもう

申込不要

「昭和の日」から「こどもの日」ま
での大型連休の１週間、
けん玉、
めんこ、
お手玉など、懐かしい遊
び道具に触れられるコーナー
を特設します。遊びを通して昔
の生活に触れてみましょう。
参加費：無料
※混雑時はお待ちいただく場合が
あります。

4月29日（木・祝）〜5月5日（水・祝） 午前10時〜午後5時

事前申込

の申込方法

●申込多数の場合は抽選となります。先着順ではありません。
①ホームページ内の
「講座・イベント」
で参加希望のプログラムへ。
②各プログラム指定の申込期間(７日間)に申込フォームから必要事項
を入力し送信してください。
③申込期間終了後７日間以内に参加の可否などをメールにて通知します。
※ホームページからの申込が難しい場合は、電話でも
受付いたします。
申込期間に定員に達しなかった場合はホームページ
にて告知し、
先着順で電話受付いたします。
電話 03-6450-2107(開館時間内のみ)
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〇 みんなで作るこいのぼりアート

5/10〜16

一年の折り返しである六月晦日には禊祓(み
そぎはら）いをする風習がありました。
夏に向
かう時期にぴったりの「紋切り」と、夏越の祓
いとして多くの神社で行われる
「茅の輪くぐり」
の
「茅の輪」
づくりにも挑戦します。

休館日

4月1日（木）〜4日（日）午前10時〜午後4時

講師：上山恵三(建築家) 参加費：無料

「春の建物スケッチ」
参加作品とともに、
7月に館内で展示する
「旧公衆

〇 みんなで作るこいのぼりアート

〜桜の紋切り〜

歴史館の建物である港区指定文化
財「旧公衆衛生院」のスケッチに挑戦
してみませんか？ 建築家でもある講
師がコツを教えてくれるので、初めて
の方でもお楽しみいただけます。
参加者の作品は、7月にギャラリーで
展示されます。

［絵画作品募集］

〇 春の建物スケッチ

春休みものづくりテーブル

申込不要

