❶足立区 旧和井田家住宅

かつて江戸の近郊農村であった都内9区に、文化財となっている
古民家が保存されています。これらを紹介する現地解説会を開催いたします。
また（公財）特別区協議会と古民家めぐり実行委員会の共催で展示会と
講座を開催します。この機会に古民家めぐりをお楽しみください。
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東京９区文化財古民家めぐり実行委員会＜参加９区＞
足立区地域のちから推進部／板橋区教育委員会／江戸川区教育委員会／北区教育委員会／
江東区地域振興部／杉並区教育委員会／世田谷区教育委員会／公益財団法人練馬区文化振
興協会／目黒区教育委員会
個別解説会・イベント
東京９区にある文化財古民家の解説会とイベントの開催日時です。解説会は各区ともおお
よそ先着30名程度で開催の予定です。この解説会への団体でのご参加はご遠慮ください。
イベントの詳細・申込等につきましては各区担当へお問い合わせください。交通は主要経
路を掲載しております。
個別解説会日程一覧
10月 4日（木）
10月13日（土）
10月14日（日）
10月23日（火）
10月27日（土）
11月 3日（土・祝）
11月11日（日）

世田谷区
足 立 区
北
区
世田谷区
目 黒 区
板 橋 区
江戸川区

次大夫堀公園民家園
旧和井田家住宅
旧松澤家住宅
岡本公園民家園
旧栗山家主屋
旧粕谷家住宅
一之江名主屋敷

13：30～14：30
10：00～・14：00～
10：30～・13：30～
13：30～14：30
10：00～12：00
13：00～・14：00～
14：00～15：00

古民家イベント日程一覧
10月 6日（土）
世 田 谷 区 次大夫堀 土曜日を楽しもう
「麦焦がし作り」
10月 7日（日）
世 田 谷 区 次大夫堀 養蚕の解説会
10月13日（土）
練 馬 区 いろり端で楽しむ紙しばい 13：00～・14：00～
10月13日（土）
世 田 谷 区 次大夫堀 尺八演奏、岡本公園 わら草履作り教室
10月20日（土）
世 田 谷 区 次大夫堀 秋の茶会、百人一首
10月20日（土）
世 田 谷 区 岡本公園 シュロの葉でバッタ作り
10月25日（木）
世 田 谷 区 次大夫堀 わらべうた教室
10月28日（日）
杉 並 区 古民家で昔の農家のくらし体験 13：00～15：30
10月28日（日）
世 田 谷 区 岡本公園 紙すき教室
11月 3日（土・祝） 板 橋 区 旧粕谷家住宅 300年前の大黒柱 特別公開
11月 3日（土・祝） 北
区 「体験館祭り」 10：00～15：00
11月 3日（土・祝） 世 田 谷 区 次大夫堀 土曜日を楽しもう
「昔の遊び」
11月10日（土）
練 馬 区 いろり端で聞く昔ばなし 13：00～・14：00～
11月10日（土）
世 田 谷 区 次大夫堀 尺八演奏、岡本公園 わら草履作り教室
11月17日（土）
世 田 谷 区 次大夫堀 百人一首、岡本公園 土曜日を楽しもう「昔の遊び」
11月23日（金・祝） 世 田 谷 区 次大夫堀 手作り市
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●公開日時 9:30～16:00（第1・3水曜休、
水曜日が祝日の場合、翌日休）
●料金 なし ●所在地 足立区鹿浜
2-44-1 都市農業公園内 ●交通 東
武線「西新井」駅西口から東武バス又は
東口からはるかぜバス（鹿浜都市農業公園行）
「鹿浜都市農業公園」
（終点）下車 ●見ど
ころ 自然豊かな都市農業公園内に移築された江戸時代の住宅です。
[問]足立区地域のちから推進部地域文化課文化財係
〒120-8510 足立区中央本町1-17-1 Tel.03-3880-5984 Fax.03-3880-5603

❷北区 旧松澤家住宅
●公開日時 9:30～16:30
（通年開館）
●料金 なし ●所在地 北区赤羽西
5-2-34 赤羽自然観察公園内 ●交通
JR埼京線・京浜東北線ほか「赤羽」駅下
車徒歩15分 ●見どころ ボランティ
アによるさまざまな講座や古民家ガイドなどを行なっています。
[問]北区飛鳥山博物館事業係
〒114-0002 北区王子1-1-3 Tel.03-3916-1133 Fax.03-3916-5900

❸ -1 板橋区 旧田中家住宅
●公開日時 9:30～17:00
（月曜日休館・
月曜日が祝日の場合は翌日休館）
●料金 なし ●所在地 板橋区赤塚
5-35-25 板橋区立郷土資料館内
●交通 東武東上線「成増」駅北口から
国際興業バス（区立美術館経由高島平操車場行）
「区立美術館」下車徒歩1分 ●見どこ
ろ 田の字形の間取りで、土間や台所を備えている典型的な農家建築です。
[問]板橋区立郷土資料館
〒175-0092 板橋区赤塚5-35-25 Tel.03-5998-0081 Fax.03-5998-0083

❸ -2 板橋区 旧粕谷家住宅
●公開日時 9:30～15:30（月曜休園・
月曜日が祝日の場合は翌日休園）
●料金 なし ●所在地 板橋区徳丸
7-11-1 ●交通 東武東上線「成増」駅
（北
口）から国際興業バス（赤羽駅西口行）
「紅梅
（1723）
建築の都内最古級の建造物です。
小学校」
下車徒歩3分 ●見どころ 享保8年
[問]板橋区教育委員会生涯学習課文化財係
〒173-8501 板橋区板橋2-66-1 Tel.03-3579-2636 Fax.03-3579-2635

❹練馬区 旧内田家住宅
●公開日時 9:00～18:00
（月曜日休館・
月曜日が祝日の場合は翌日休館）
●料金 なし ●所在地 練馬区石神
井町5-13 練馬区立池淵史跡公園内
●交通 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20分 ●見どころ 季節展示や体験事
業、ボランティア主催のイベントなど1年を通して楽しむことができます。
[問]練馬区立石神井公園ふるさと文化館
〒177-0041 練馬区石神井町5-12-16 Tel.03-3996-4060 Fax.03-3996-4061
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❺杉並区 旧篠崎家住宅主屋・
旧井口家住宅長屋門
●公開日時 9:00～17:00（月曜日・第3
木曜日休館・ともに祝日の場合は翌日休館）
●料金 100円
（中学生以下無料）
●所在地 杉並区大宮1-20-8 杉並区
立郷土博物館内 ●交通 井の頭線
「永福町」
駅下車徒歩15分、
「永福町」
駅・
「高円寺」
駅・
「新高円寺」
駅から関東バス又は京王バス
「都立和田堀公園」
下車徒歩5分
●見どころ 土日祝日午後には囲炉裏に火を入れ、お茶をお出ししています。
[問]杉並区立郷土博物館
〒168-0061 杉並区大宮1-20-8 Tel.03-3317-0841 Fax.03-3317-1493

❻ -1 世田谷区 旧長崎家住宅主屋・
旧浦野家住宅土蔵
(岡本公園民家園)
●公開日時 9:30～16:30
（月曜日休園・
月曜日が祝日及び休日の場合は次の平
日が休園） ●料金 なし ●所在地
世田谷区岡本2-19-1 岡本公園民家園 ●交通 小田急線「成城学園前」駅・東急
田園都市線「二子玉川」駅から小田急バス「世田谷総合高校」下車徒歩5分 ●見どころ
民間暦や年中行事、そして民家園ボランティアによるこれまでの生活で培われた
技術の再現を通して、かつての世田谷の暮らしを体験してください。
[問]世田谷区教育委員会 生涯学習・地域学校連携課 民家園係
〒157-0067 世田谷区喜多見5-27-14 Tel.03-3417-5911 Fax.03-3417-5961

❻ -2 世田谷区 旧安藤家住宅主屋・
旧加藤家住宅主屋・旧城田家住
宅主屋・旧谷岡家表門・旧秋山家
住宅土蔵（次大夫堀公園民家園）
●公開日時 9:30～16:30
（月曜日休園・
月曜日が祝日及び休日の場合は次の平
日が休園） ●料金 なし ●所在地
世田谷区喜多見5-27-14 次大夫堀公園民家園 ●交通 小田急線「成城学園前」
駅・東急田園都市線
「二子玉川」
駅からバス
「次大夫堀公園前」
下車徒歩2分
●見どころ 民間暦や年中行事、そして民家園ボランティアによるこれまでの生活で培
われた技術の再現を通して、かつての世田谷の暮らしや農村の風景を体験してください。
[問]世田谷区教育委員会 生涯学習・地域学校連携課 民家園係
〒157-0067 世田谷区喜多見5-27-14 Tel.03-3417-5911 Fax.03-3417-5961

❼目黒区 旧栗山家主屋
●公開日時 9:30～15:30
（月曜日・火曜
日休館、ともに祝日の場合は翌日休館）
●料金 なし ●所在地 目黒区碑文
谷3-11-22すずめのお宿緑地公園内
●交通 JR山手線ほか「目黒」駅から東
急バス（大岡山小学校行）
「碑文谷三丁
目」下車徒歩3分、東急東横線「都立大
学」駅下車徒歩10分 ●見どころ 竹林公園の中にある古民家で、かまどで沸かした
お湯でお茶が楽しめる、ホッとした癒しの空間が人気です。
[問]目黒区めぐろ歴史資料館
〒153-0061 目黒区中目黒3-6-10 Tel.03-3715-3571 Fax.03-3715-1325

❾江戸川区 一之江名主屋敷
●公開日時 10:00～16:00
（月曜日休館・
月曜日祝日の場合は開館）
●料金 入館料100円
（中学生以下無料）
●所在地 江戸川区春江町2-21-20
●交通 JR総武線「小岩」駅・地下鉄東西線
「葛西」駅から京成バス（小76）
「名主屋敷前」
下車、都営新宿線「瑞江」駅下車徒歩15分
●見どころ 開館中は囲炉裏に火を入れています。
屋敷林や展示棟も御見学いただけます。
[問]江戸川区教育委員会教育推進課文化財係
〒132-0031 江戸川区松島1-38-1グリーンパレス3階 Tel.03-5662-7176

来て見て発見！

はじめよう文化財古民家めぐり
（公財）特別区協議会・東京９区文化財古民家めぐり実行委員会共催

■ 展示会「古民家復元」
期
会
交

内

間：平成30年10月4日（木）～11月8日（木）
平日9：00～20：30、土曜9：00～17：00（日曜・祝日休館） 観覧自由
場：東京区政会館（千代田区飯田橋3-5-1）1階エントランスホール
通：地下鉄東西線ほか「飯田橋」駅下車
徒歩2分／中央線・総武線「飯田橋」
駅下車徒歩5分
容：都内9区では、文化財に指定され
た古民家がそれぞれの特徴を表す
年代の形に復元されています。古
民家の復元がどのようになされる
のか、昨年、復元工事を行った板
橋区の粕谷家住宅をはじめ、各区
昨年度の様子
の古民家についてご紹介します。

■講

座

日 時：平成30年10月26日（金）14：00～16：30
テーマ：古民家復元—板橋区徳丸所在の東京都有形文化財（旧粕谷家住宅）の復元
工事からみえたこと—
講 師：天木詠子（波多野純建築設計室）
会 場：東京区政会館（千代田区飯田橋3-5-1）
申込先：首都大学東京オープンユニバーシティ
申込方法：電話、FAX、インターネットから（先着順受付）
電 話：03-3288-1050
FAX：03-3264-1863（首都大学東京オープンユニバーシ
ティパンフレットに記載されている申込書を御利用ください。）
インターネット：http://www.ou.tmu.ac.jp
問合せ先：首都大学東京オープンユニバーシティ
03-3288-1050（平日9：00～17：30）
内 容：板橋区徳丸に建つ旧粕谷尹久子家住宅は、復元工事によって、柱から「享
保八年二月三日」
（1723年）の墨書銘が発見され、年号が確実に判明する住
宅としては東京都内で最古の住宅であることが判明した文化財古民家で
す。当家が所在する徳丸地域の歴史的環境や粕谷家の歴史を、復元工事
の調査結果などを交えて御紹介します。

❽江東区 旧大石家住宅
●公開日時 10:00～16:00（月曜日から
金曜日休館、祝日の場合は開館）
●料金 なし ●所在地 江東区南砂
5-24地先 仙台堀川公園内 ●交通
地下鉄東西線「南砂町」駅下車徒歩15
分、都営新宿線「東大島」駅から都バス
（門前仲町行）
「東砂四丁目」下車徒歩5分 ●見どころ 大きな名主屋敷とは異なる、
江戸時代の庶民の家を体感できます。
[問]江東区地域振興部文化観光課文化財係
〒135-8383 江東区東陽4-11-28 Tel.03-3647-9819 Fax.03-3647-8470
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