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新型コロナウイルスの感染状況により、本誌掲載イベントのほか当館が主催するイベント等が中止となる場合が
ございます。イベント等の実施につきましては、当館までお問合せいただくか、当館ホームページにてご確認い
ただきますようお願いいたします（随時更新いたします）。

特 別 展
こわい？こわくない？ こわい？こわくない？ 

わにわにの絵本展
－石神井公園生まれのワニのおはなし－－石神井公園生まれのワニのおはなし－
令和3年1月23日（土）～3月21日（日）

『わにわにのおふろ』（福音館書店2004年）表紙より



　ぎろりとした目、きばののぞく大きな口…。一見すると
こわそうな「わにわに」ですが、お風呂に入って「うり
うり　うり　うり」と歌ったり、お料理をして「がふっ
がふっ　がふっ」とごちそうを食べたり、「ずり　ずり
づづづ」とおでかけしたり、その生活はなんだか楽しそう。
そんな「わにわに」のおはなしは、実は石神井公園から生ま
れました。1993年、石神井公園でワニを見たという目撃情
報が複数寄せられ、ワニの捕獲対策の様子が全国的に報じら
れた、通称“ワニ騒動”。本展では、その“ワニ騒動”から「わ
にわに」のおはなしが誕生するまでのエピソードをはじめ、
小風さちさんによるおはなしや、山口マオさんによる木版画
の原画をご紹介します。

■ 会　期：令和3年1月23日（土）～ 3月21日（日）
■ 会　場：石神井公園ふるさと文化館2階　企画展示室
■ 観覧料：一般 300（200）円　高校生・大学生 200（100）円　　■ 協力：福音館書店
　　　　　65～74歳の方 150円
　　　　　中学生以下と75歳以上の方 無料

＊身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と、付き添いの方１名は一般150円／高校生・大学生100円
＊練馬区立美術館との相互割引あり。
＊（　）内は20名以上の団体料金

　特別展「こわい？こわくない？ わにわにの絵本展
　　　　　　　　　　　　　－石神井公園生まれのワニのおはなし－」
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　第 8 回ねりま手工芸公募展　表彰作品
　令和2年8月30日（日）～ 9月5日（土）、当館企画展示室において、第8回ねりま手工
芸公募展が開催され、応募のあった様々なジャンルの作品の中から38点が展示されました。

各賞の受賞者をご報告いたします。
・区長賞：山元　康裕　作「うさぎのマトリョーシカ」
・石神井公園ふるさと文化館館長賞：小平　恭子　作「Wayang Kulit」
・練馬区手工芸作家連盟会長賞：辻　正憲　作「旅行カバン」
・練馬区伝統工芸会会長賞：小熊　啓子　作「仮面土偶」
・優秀賞：豊田　泰壽　作「孔雀」
・アイデア賞：上田　実　作「アルミ缶風車」

関連イベント
Aワークショップ「みんなでかこう！おおきなわにわに」
講　師：山口マオ　　　日　時：２月21日（日）①10:30 ～ 12:00　②14:00 ～ 15:30　
対　象：幼児～小学生と保護者　　　定　員：各回16名（付き添い（参加しない）の保護者1名まで入場可、抽選）
参加費：無料　　　　　会　場：石神井公園ふるさと文化館　１階　多目的会議室
B講演会「おはなしが生まれるまで　━わにわにの誕生など━」
講　師：小風さち　　　日　時：３月７日（日）14:00 ～ 15:30
定　員：30名（抽選）　参加費：無料
会　場：石神井公園ふるさと文化館　１階　多目的会議室

〈A・Bの申し込み方法〉
往復はがきまたはメールにて①イベント名②氏名（ふりがな、2名まで※）③住所④電話番号⑤年齢（Aの小学生以
下のみ）を記入の上、石神井公園ふるさと文化館（石神井町5-12-16、event-furusato@neribun.or.jp）へ。
※申込締切　A2月4日（木）必着　B2月18日（木）必着　
※Aの付き添いの保護者はこの人数に含まれません。
※Aの付き添いの保護者が同伴する場合も保護者の氏名を書き、氏名脇に「付添」とお書きください。
＊このほか、サイン会などを開催します。詳しくは、本展チラシ、当館ホームページ、またはねりま区報1月21日号
　（予定）をご覧ください。

区長賞：山元康裕　作
「うさぎのマトリョーシカ」

『わにわにのおふろ』（福音館書店2004年）より
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　ふるさと文化館ニュースに
　音声コード「Uni-Voice（ユニボイス）」を導入いたしました

　開館 10 周年記念展「タイムカプセル」
■ 会　期：令和３年3月6日（土）～３月28日（日）
■ 会　場：石神井公園ふるさと文化館　１階　特設コーナー
　平成29年度に実施したイベントで3年後の自分へ宛てたメッセージを募集しました。お預かりしたメッセージの展示と、
５年後の自分へ宛てたメッセージを募集します！会期中にぜひお越しください！

　ふるさと文化館の事業をより多くの方々に知っていただくため、ユニバーサルデザインの観点から、
今号より音声コード「Uni-Voice（ユニボイス）」を導入することとなりました。コードにスマート
フォンをかざすだけで、本誌の文字情報の読み上げが出来ます。

※音声コード「Uni-Voice（ユニボイス）」とは・・・・・日本視覚障がい情報普及支援協会（JAVIS）
　が開発した2次元コードです。スマートフォン専用アプリ（Uni-Voice ／ Uni-Voice Blind）で
　読み取ることにより、情報を音声でご案内するものです。

　練馬区ゆかりの作家・五味康祐亡き後約30年を経た平成19年、愛用の
オーディオ装置の数々は、練馬区への動産一括無償譲渡という形で区に運ば
れてきました（当時は区役所に）。著作
で語られ、全国にファンのいる貴重な
オーディオの復活への道のりが始まり
ました。

　そのとき、「五味オーディオのドクター」は、言いました。「オーディオも、長く
主が不在だった挙句、突然環境が変わって不安だと思います。だから『自分を取り
戻す』まで、しばらく待ってあげましょう。そして、担当者はオーディオとコミュ
ニケーションを欠かさずに。あ、自分はここで鳴って大丈夫なんだ！と先方が知っ
たとき、きっと音で物語を語ってくれるでしょう…」その日から12年余、製造から
56年経った今も、五味オーディオは音楽という贈り物を届けてくれる良き存在です。
　毎月のコンサートのほか、申込なしで聴ける毎週火・木曜日の試聴会もあります。
ぜひ一度お聴きください。

分室コラム

「生きている五味オーディオ」

分室　オーディオ展示室とオーディオ装置

うぐいす笛を作って遊ぼう
定員：各回15名　参加費：200円

江戸時代の紋様で作る根付け
定員：各回15名　参加費：100円

絵がまわる！？おさんぽアニメを作ろう
定員：20名　参加費：300円

和凧作りを
楽しもう

定員：20名
参加費：300円

ビー玉ころころ
ツリー迷路

定員：20名
参加費：300円

石神井公園ふるさと文化館では、季節に合わせた体験事業を行っています。みなさまのご参加をお待ちしています！

＜春休み事業＞

＜正月事業＞ ＜正月事業＞

＜春休み事業＞ ＜春休み事業＞

お正月＆春休みはふるさと文化館で楽しもう！

3月21日（日）
①13時～　②14時～

  1月10日（日）
13時～15時

 1月11日（月・祝）
13時～15時

3月26日（金）
①13時～　②14時～

 3月28日（日）
13時～15時
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※各催しの開催時期・内容は変更になることがあります。また、募集時期・申込方法については、ねりま区報や当館ホームページ等でお知らせします。

開館時間　9時～18時（会議室の利用は、9時～21時30分）　入館無料　※特別展は有料
休 館 日　月曜日（月曜日が祝休日のときは、その翌平日）、年末年始（12月29日～1月3日）、臨時休館日

石神井公園ふるさと文化館 分室

最寄駅
●西武池袋線「石神井公園駅」下車　徒歩15分
●西武新宿線「上井草駅」下車　徒歩25分

●西武池袋線「石神井公園駅」下車　徒歩15分

バス

●＜西武バス＞「JA東京あおば」下車　徒歩5分
荻14（石神井公園駅南口～上井草駅～荻窪駅）

●＜みどりバス＞「JA東京あおば」下車徒歩5分
関町ルート（関町福祉園～武蔵関駅南口～

　　上石神井駅～練馬高野台駅～順天堂練馬病院）
●＜西武バス＞「三宝寺池」下車徒歩2分
荻15（長久保～大泉学園駅南口～上井草駅～

　　荻窪駅～阿佐ヶ谷駅）

●＜西武バス＞「石神井郵便局」下車徒歩1分
吉60（成増町～石神井公園駅北口～上石神井

　　駅～吉祥寺駅）
  荻15（長久保～大泉学園駅南口～上井草駅～
　　荻窪駅～阿佐ヶ谷駅）

徒歩10分

荻14

吉60

荻15

荻15

関町ルート

石神井公園ふるさと文化館
ふれあい土曜事業　毎週土曜日開催イベント

石神井公園ふるさと文化館では、毎週土曜日、いろいろなものづくり
や体験ができる催しを行っています。申込は、当日先着順です。
①の定員を超えた場合は、②の整理券を配ります。

ゆらゆらゆれるだるまさん

1月9日（土）　①13時～　②14時～　
定員：各回15名　参加費：無料

雪と星のペーパーモビール

1月16日（土）　①13時～　②14時～
定員：各回15名　参加費：100円

クイズラリー  石神井公園ふるさと文化館を探検しよう！

1月23日（土）、2月27日（土）、3月27日（土）
いずれも　13時～16時　定員：なし　参加費：無料

節分の赤鬼お面

1月30日（土）　①13時～　②14時～
定員：各回9名　参加費：50円

くるみボタンのヘアゴム

2月6日（土）　①13時～　②14時～
定員：各回15名　参加費：200円

【特別展関連】ガブッ！とかみつくワニを作ろう

2月13日（土）　①13時～　②14時～
定員：各回15名　参加費：100円

桃の節句を楽しむひな飾り

2月20日（土）　①13時～　②14時～
定員：各回15名　参加費：100円

カルガモのメッセージカード

3月6日（土）　①13時～　②14時～
定員：各回15名　参加費：無料

いろり端で楽しむ紙しばい

3月13日（土）　①13時～　②14時～
定員：なし　参加費：無料

桜のちぎり絵

3月20日（土・祝）　13時～15時
定員：20名　参加費：300円

石神井公園ふるさと文化館展覧会
特別展「こわい？こわくない？ わにわにの絵本展－石神井公園生まれのワ
ニのおはなし－」
1月23日（土）～3月21日（日）
※展覧会および関連イベントの詳細につきましては、2ページをご覧ください。

ふるさと文化講座
歴史・民俗・自然など様々なテーマの講座を行います。
第7回ふるさと文化講座「茶の湯のいろは　もてなしの心」（仮称）
3月14日（日）　14時～15時30分　講師：江上大輔（茶人・書家）
参加費：無料　申込：事前申込制

10周年記念事業
開館10周年記念展「タイムカプセル」
3月6日（土）～3月28日（日）
※詳細につきましては、3ページをご覧ください。

正月事業
和凧作りを楽しもう
1月10日（日）　13時～15時　定員：20名　参加費：300円
ビー玉ころころツリー迷路
1月11日（月・祝）　13時～15時　定員：20名　参加費：300円

春休み事業
うぐいす笛を作って遊ぼう
3月21日（日）　①13時～　②14時～　定員：各回15名　参加費：200円
江戸時代の紋様で作る根付け
3月26日（金）　①13時～　②14時～　定員：各回15名　参加費：100円
絵がまわる！？おさんぽアニメを作ろう
3月28日（日）　13時～15時　定員：20名　参加費：300円

季節展示事業
歳時にあわせた年中行事を再現し、季節ごとに飾りつけなどを行います。
正月飾り　　12月26日（土）～ 1月　7日（木）
まゆ玉飾り　  1月　8日（金）～1月15日（金）
ひな飾り　　  2月20日（土）～3月　3日（水）

分室
五味康祐のオーディオで聴くレコードコンサート

1月23日（土）、2月27日（土）、3月27日（土）
Ⓐ：13時30分～15時　Ⓑ：15時30分～17時　対象：中学生以上
定員：各回10名　参加費：各回300円～500円（解説員により異なる）
申込：事前申込制

その他のイベント
絵本とあそぶ会
2月7日（日）　14時～15時　読み手：練馬区立南田中図書館司書
定員：30名　参加費：無料　申込：当日先着順 

　催し物のご案内（1月～3月）

　利用のご案内（令和2年12月現在）


