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館  名 常設展・企画展 講座・体験学習等
朝霞市博物館

TEL:048-469-2285

・東武東上線/朝霞台駅から
　東洋大学方面へ徒歩15分
・JR武蔵野線/北朝霞駅から
　東洋大学方面へ徒歩15分

跡見学園女子大学花蹊記念資料館

TEL:048-478-0130

・東武東上線/志木駅南口から西武バス
　跡見女子大行きまたは所沢行き15分

入間市博物館ALIT（アリット）

TEL:04-2934-7711

・西武池袋線/入間市駅から西武バス
　(２番乗り場で乗車）で約20分

川越市立博物館

TEL:049-222-5399

・東武東上線･JR埼京線/川越駅から
  東武バス「札の辻」下車、10分
・西武新宿線/本川越駅から
  東武バス「札の辻」下車、10分

川越市立美術館

TEL：049-228-8080
・東武東上線･JR埼京線/川越駅から
  東武バス「札の辻」下車、8分
・西武新宿線/本川越駅から
  東武バス「札の辻」下車、8分

川越歴史博物館

TEL:049-226-0766

・東武東上線/川越駅から、徒歩25分
・西武新宿線/本川越駅から、徒歩15分

原爆の図　丸木美術館

TEL：0493-22-3266

・東武東上線/森林公園駅南口から
　3.5km

埼玉ピースミュージアム(平和資料館)

TEL：0493-35-4111

・東武東上線/高坂駅西口から川越観光
　バス(鳩山ニュータウン行き)で8分、
　「大東文化大学」下車、徒歩5分

埼玉県立嵐山史跡の博物館

TEL：0493-62-5896
・東武東上線/武蔵嵐山駅西口から
　　　　　　　　　　　　　徒歩15分
・関越自動車道東松山ＩＣまたは
　　　　　　嵐山・小川ＩＣから10分

埼玉伝統工芸会館 ★小川和紙フェスティバル2018

TEL：0493-72-1220 １1月２４日(土)・２５日(日)１０時～１５時
・東武東上線･JR八高線/小川町駅から
　バス(小川パークヒル行き)で10分、
 「伝統工芸会館」下車、徒歩1分
・関越道嵐山・小川ＩＣから10分

小川和紙の日(１１/２７)を記念して開催する和紙に
親しむイベント
展示･体験･広場での催し物がたくさん
両日ともフェスティバル開催記念で入館無料

坂戸市立歴史民俗資料館

TEL：049-284-1052

・東武東上線/若葉駅から東武バス
　（八幡団地行き）で「勝呂小学校
　入口」下車、徒歩5分。

狭山市立博物館

TEL：04-2955-3804

・西武池袋線/稲荷山公園駅から
  徒歩3分

城西大学　水田美術館

TEL：049-271-7327

・東武東上線/坂戸駅で東武越生線に乗換
え、東武越生線/川角駅から徒歩10分

女子栄養大学香川昇三・綾記念展示室

TEL：049-284-3489

・東武東上線/若葉駅から、徒歩3分
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○第３３回企画展示　朝霞町へ行楽へ
　　　　　　　　　　―ゴルフ場があったころ―
                         10月13日(土)～11月25日(日)

●企画展関連講演会
  江戸時代の行楽と名所図会 10月14日(日)
　郊外へ！―戦前期の”行楽”とは―
　　　　　　　　　　　　　　　11月11日(日）

「秋の収蔵名品展」 　　　　9月19日(水)～11月6日(火)
「跡見花蹊の横顔展」　　　 9月19日(水)～11月6日(火)

「跡見ゆかりの人々の墨書展」11月26日(月)～12月22日(土)
「第12回　跡見ＯＧ書道展」  11月26日(月)～12月22日(土)

　

指定管理者自主企画展
わしおとしこ やべみつのり「おいで おいで かみしばい」展
　　　　　　　　　　　　　　10月10日（水）～10月21日（日）
アリットフェスタ2018特別展
「煎茶の愉しみ-入間市博物館煎茶道具コレクション-」
　　　　　　　　　　　　　　11月1日（木）～12月9日（日）
　　展示解説11月24日（土）、12月1日（土）

講演会｢煎茶文化史 -売茶翁を中心として」11/17(土)
飲み比べイベント 急須で違う？お茶の味　11/14(水)

●秋の茶会　10/6（土）
●「狭山火入れ」実演　11/11（日）

第45回企画展
『川越とサツマイモ』10月13日（土)～11月25日(日)

博物館文化祭  　　　12月1日（土）～12月9日（日）

【子ども向き】○いけばな体験(11/17)、○お正月飾りを作
ろう(12/8)
【大人向き】○さつまいも関連史跡めぐり（10/25）○民俗
芸能実演(11/3)、○講演会「川越とさつまいも」(11/11)

●特別展「乙女デザイン―大正イマジュリィの世界―」
　　　　　　　　　　　　　　　　　 10月13日(土)～11月25日(日)
●常設展「小特集　小村雪岱のデザイン」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9月20日(木)～12月16日(日)
●タッチアートコーナー「石上城行展―記憶にふれるとき―」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9月20日(木)～12月16日(日)

●特別展関連事業　特別ギャラリートーク
　11月11日(日)　午後2時～3時
●常設展鑑賞プログラム「集まって、えみ～る」
　10月28日(日)・12月9日(日)各日午後2時～
●平成30年度彩の国教育週間「図工・美術わくわくフェス
タ」
　11月3日(土)～11月7日(水)午前9時～午後5時

戦国を生きた　侍の美
 ～誇りと忠誠心をかけた武者たち～

【開催中】

　戦国時代(中世)の甲冑・武器・馬具を中心とし
て、川越に残されていた貴重な歴史的資料も多数
紹介する。
　※実物主体の展示を心がけ、開催期間中に資料
の増設や入れ替えを行う場合がございます。

●加茂昂展　追体験の光景
　　　　　　　　　　9月15日（土）～10月21日（日）
●広河隆一写真展　戦場の子どもたち
　　　　　　　　　　10月27日（土）～12月1日（土）
●今日の反核反戦展2018
　　　　　　　　　　12月8日（土）～1月26日（土）

★加茂昂展トーク「広島と水俣と絵画を通して福
島を考える」 10月20日（土）
★広河隆一 講演会
　　　　　　 　10月27日（土）
★今日の反核反戦展2018オープニングイベント
             　12月8日（土）

収蔵品展
　「昭和の暮らし－終戦までの昭和－」
　　　　　　　　　　　　　開催中～12月2日(日)
ギャラリー展
　古写真で見る戦争と暮らしⅡ
　　　　　　　　　　　　　10月2日(火)～1月14日(月)

戦争体験証言者ビデオ上映会　12/8　12：20～
映画会　10/13・27、11/10・17・24、12/8・15・20　各日
13：30～
ウォーキング教室　10/6　※要予約
クイズラリー　11/14
夕日と夜景の観賞会　11/14
SP レコードコンサート　10/21

【常設展】 畠山重忠・秩父氏の本拠・戦国時代の城館 ～11月25日（日）
【巡回文化財展】　比企のタイムカプセル18「比企の中世part2　比企の戦国時代」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月23日（火）～11月25日（日）
【企画展】越山－上杉謙信侵攻と関東の城－　　　　　　12月1日（土）～2月17日（日）
【ロビー展】大妻嵐山中学校・高等学校作品展　　　　　10月9日（火）～11月4日（日）
　　　　　　  比企の文化財写真展  　　　　　　　　　　　　　11月6日(火)～11月25日（日）
　　　　　　  企画展関連パネル展　　　　　　　　　　　　　　　12月1日（土）～2月17日（日）

館跡ガイドツアー 10/6(土)･11/14(水) 11:00～
ガイドボランティアが菅谷館跡を歩いて解説しま
す（参加申込みは当日受付、約１時間）。
県民の日記念事業「昔の遊び」 11/14(水)10:00
～15:00　会場は二の郭芝生広場。当日受付・出入
り自由。

＜特別展＞
●埼玉女流工芸花かんむり展　10月2日(火)～28日(日)
●渡会不二男和紙ﾌｧｲﾊﾞｰｱｰﾄの世界10月30日(火)～12月2日(日)
●和紙あかり展　　　　　　　　12月4(火)～24日(祝月)
●ねこ展　　　　　　　　　　　 12月26日(水)～1月20日(日)

【常設展】　坂戸の原始・古代　坂戸の民具(収蔵展示)
   市内遺跡から出土した遺物や、民具を展示しています。
　※「坂戸の民具」は一部リニューアルいたしました。
【ミニ展示】
「書く道具・刷る道具」10月9日(火)～12月21日(金)

【企画展】日本風景画の巨匠「吉田博展」～山と水と桜の画家～
福岡県出身の明治～昭和にかけて風景・山岳画を中心として活躍し
た、洋画家「吉田博」の木版画２５点、水彩画１点、未発表作品を
含む油彩画９点を展示いたします。
　　　　　9月29日（土）～11月25日（日）※月曜休館・祝日は開館

ギャラリートーク
 開催日時：9月29日（土）11：30～12：30
11月3日（土）15：00～16：00
秋のまいまい体験講座
 開催日時：企画展中の土日祝日
　※参加費200円または350円

【特別展】　観覧料：無料　会場：ギャラリー2

坂戸市所蔵美術品展　現代版画の世界
前期11月3日(土祝)～12月8日(土)/後期12月13日(木)～1月26日(土)
【同時開催 企画展】　観覧料：無料　会場：ギャラリー1

浮世絵収蔵品展　三代豊国－国周－周延
11月3日(土祝)～12月22日(土)まで

特別展関連企画◆鑑賞＋ワークショップ
「作品のカタチや植物を使って形を写しとろう！」
12月15日(土)13:00～15:00　※要申込
講師：藤田百合氏（女子美術大学特命助教）

◆出品作家によるアーティストトーク
12月22日（土）14:00～(40分程)/講師：鈴木英明氏

【企画展】
昭和39年東京オリンピックと香川栄養学園
 平成31年3月初旬まで
【開室】月～金曜９:10～17:00 土曜９:10～12:00 【閉室】日
曜・祝日　　※詳細は【URL】http://www.eiyo.ac.jp

1964(昭和39)年に開催された東京オリンピックでは、
代々木選手村女子食堂とプレスハウスレストランの
サービス業務や調理補助業務を依頼され、学生・生徒
延べ186名が参加しました。月刊誌『栄養と料理』の
記事や学園資料から紹介します。実際に使われた食器
やトレーマット、通門証、胸章、キャプテンバッチ等
も展示。
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館  名 常設展・企画展 講座・体験学習等
所沢郷土美術館

TEL：04-2922-2965

・西武線/所沢駅西口又は西所沢駅から徒歩15分
・西武線所沢駅西口から市内循環「ところﾊﾞｽ」
　南路線（吾妻循環ｺｰｽ）で「ＪＡ吾妻支店」
　または「南陵中学校」下車

所沢航空発祥記念館

TEL：04-2996-2225

・西武新宿線/航空公園駅から、
　徒歩8分

滑川町エコミュージアムセンター

TEL： 0493-57-1902

・東武東上線/森林公園駅北口から、
　国際十王交通バス（立正大学行き）
　「森林公園南口入口」下車、5分。
・川越観光ﾊﾞｽ(森林公園南口行)終点下車5分

新座市立歴史民俗資料館

TEL：048-481-0177

・西武池袋線／ひばりヶ丘駅北口から、
　全部の西武バスで「道場」下車、3分
・東武東上線／朝霞台駅南口または志木駅南口から

　西武バス(ひばりヶ丘駅北口行)｢道場｣下車3分

飯能市立博物館

TEL：042-972-1414

・西武池袋線/飯能駅から、徒歩15分
・JR八高線/東飯能駅から、徒歩25分
・東飯能駅または飯能駅から国際興業バス
（名栗方面行）「天覧山下」下車3分

富士見市立水子貝塚資料館

TEL：049-251-9686

・東武東上線/みずほ台駅から徒歩20分
・東武東上線/志木駅東口から東武バス
　(ららぽーと富士見行き･下南畑行き)
 「貝塚公園入口」下車、2分

富士見市立難波田城資料館

TEL：049-253-4664

・東武東上線/志木駅東口から、
　東武バス（ららぽーと富士見行き）
 「難波田城公園南口」下車、7分
　または(下南畑行き)終点下車、13分

ふじみ野市立大井郷土資料館

TEL：049-263-3111

・東武東上線/ふじみ野駅から、
　東武バス（大井循環行き）で
　「文京学院大学前」下車、1分

ふじみ野市立上福岡歴史民俗資料館

TEL：049-261-6065

・東武東上線/上福岡駅から徒歩20分

三芳町立歴史民俗資料館

TEL：049-258-6655

・東武東上線/みずほ台駅から徒歩25分

毛呂山町歴史民俗資料館

TEL：049-295-8282

・東武越生線/武州長瀬駅から徒歩30分

山崎美術館

TEL：049-224-7114

・東武東上線/川越駅から、徒歩20分
・西武新宿線/本川越駅から、徒歩10分

吉見町埋蔵文化財センター

TEL:0493-54-9111

・東武東上線/東松山駅から、
　川越観光バス(鴻巣免許センター行)
 「吉見百穴入口」下車、5分
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常設展：安政元年に建てられた築160年の医家住宅を美術館に活
用。建物は国登録有形文化財。
郷土所沢にゆかりのある芸術家・文化人の作品：絵画、書、彫
刻、陶器、文学作品などを展示。

【開 館 日】4月～11月の毎週日曜日及び祝祭日
　　　　　　（12月～3月は休館）
【入館時間】午前10時～午後4時30分(5時閉館)
【入 館 料】無料

大型映像館 上映作品　「銀河鉄道の夜」
　　　　　　　　　　 10月2日（火）～12月28日（金）
　宮沢賢治の世界を映像化。星めぐりの旅に出かけましょう。

埼玉県民の日無料開館！
 11月14日(水)は展示館も映像館も無料で見学いただけます。
 当日館内では「青少年のための科学の祭典」も同時開催！

室内飛行機工作講座
繊細な「オトナの」工作教室です。一日かけて製作か
ら調整・テストフライトまでを行います。
　　11月25日（日）
　　　　　※TELにて事前受付（中学生以上対象）
　　　　　※次回は１月13日（日）の予定です

 常設展「国の天然記念物ミヤコタナゴと滑川の魚たち」　絶滅
の危機に瀕する国指定天然記念物ミヤコタナゴ（＝コイ科の淡
水魚）の保護拠点施設。ミヤコタナゴの飼育繁殖のようすをは
じめ、タナゴ類やドジョウ、メダカなど、里山に暮らす淡水魚
が見学できます。

【休 館 日】毎週月曜日及び第３日曜日、祝祭日
【開館時間】午前10時～午後5時00分
【入 館 料】無料

【常設展】｢史料が語る新座の歴史｣･｢新座の民俗と古民具｣・｢白
瀬矗中尉とわがまち新座」～日本人初の南極探検家
 白瀬矗中尉は晩年の数年間、新座市に居住しており、その頃交流のあった方
から寄託された、白瀬中尉からの手紙や、南極探検の模様を収めた写真帳を
展示しています。また、市内在住の現役砕氷艦「新しらせ」の設計関係者か
ら寄贈された船体外板素材の「ステンレスクラッド鋼板」等も展示していま
す。

十三夜お月見呈茶　10/21（日）18時～20時。茶道体験あり。50名（当日受付
順）。無料。
文化の日特別講座　名刹平林寺「禅の世界」11/3（祝・土）10時～11時30分。平
林寺松竹寛山老師の講演。市内在住又は在勤の方50名（10/2～申込順）。無料。
親子でミニチュア土偶を作ろう　12/2（日）9時30分～11時30分。来年の干支と
オリジナル作品の作成。市内在住の小学生と保護者10組（11/1～申込順）。費用
一人200円。

☆特別展関連講座　※要事前申込
①11月10日（土）13:30～「吾野の建築遺産を学び、その魅
力を楽しむ」講師：羽生　修二氏（東海大学名誉教授）
②11月18日（日）13:30～「吾野宿の街並みを歩く」講師：
羽生　修二氏（東海大学名誉教授）
③11月25日（日）13:30～「生業に見る吾野の歴史～武州山
方地域の中で考える～」講師：加藤　衛拡氏(筑波大学教授)

◎特別展「吾野～未来へつなぐ地域の記録～」
　10月14日(日)～12月9日(日)
　市内の西北、高麗川沿いに位置する吾野地区。険峻な山々に囲まれた、飯
能を代表する山間地域の１つです。今年度の特別展では地域に残された資料
を紐解きながら、吾野地区の人びとが長きにわたって積み重ねてきたその歴
史に迫ります。

●常設展示　よみがえる富士見の原始古代

○テーマ展示　市内の遺跡から出土した資料等を展示
◎「資料館友の会・土器づくり部会作品展」
　　10月6日(土)～11月11日(日)

★土曜おもしろミューズランド（要材料費）
10/6…貝のアクせサリー 10/13…まがたまペンダント
12/1…アンギン編みでコースターづくり、12/15…ど
んぐりクラフト
◎縄文の森コンサート 11月4日（土）14:00～15:00
　　 「アンデスの風」

●秋季企画展 ｢村人たちの明治｣
　　　　　　　　　　　　10月13日(土)～1月6日(日)
　様々な新制度や文化への近郊農村の対応を探ります
　　　展示解説　11月17日(土)13:00～13:30

◎古民家コンサート 10/28(日)午後1時30分～2時
　出演：川上拓人氏　かやぶき屋根のもとでバイ
オリンの音色をお楽しみください
○ちょこっと体験　土・日・祝の午後1時～3時に昔
体験。予約不要

●大井郷土資料館開館30周年記念特別展「大地に生きる～埼玉
県指定畑作用具の世界～」10/23(火)～12/9(日)

●テーマ展「縄文土器づくり作品展」12/15(土)～12/23(日)

●特別展記念講演会
  11/17(土)予定　※要申込

●資料館学習講座「民具レストア体験」
　11/10（土）・11/11（日）予定　※要申込

★常設展示★「新河岸川～その社会と文化～」メインテーマと
して、新河岸川舟運、権現山古墳群、ほうきづくり、陸軍造兵
廠などの資料を展示しています。

●郷土の伝承あそび「竹とんぼづくり」
　10/21(日)　13:30～　※要申込

●郷土の伝承あそび「凧づくり」
　12/8(土）13:30～　※要申込

●特別展「甘藷と三芳」　　～11月25日（日）
●歳時記「十三夜」　　　　10月12日（金）～10月13日（土）
　　　　　　「正月飾り」　　　12月7日（金）～1月20日（日）
●「新収蔵品展」　　　　　12月7日（金）～1月20日（日）

各行事等の詳細はHP等で確認してください。
★資料館　☆旧島田家　★・☆要申込
★土曜体験教室　毎月1～2回
☆ジュニア三富塾12月1日(土）
☆さつまいも大学10/13（土）
★古民家落語会11/25（土）

☆第20回特別展

「山・寺・ほとけ～毛呂山の仏教文化と修験～」
　　　　　　　　　　　10月13日（土）～12月16日（日）

★文化財散策
「越辺川流域に残る毛呂山の古墳を探る」
　　10月20日（土）9時から15時 定員：40名
　※弁当・飲み物持参

★特別展関連講座「毛呂山の仏教文化」
　　11月10日（日）13時30分から 定員：40名

「秋季展」　　9月15日（土）〜 11月28日（水）
　橋本雅邦「柳に鷺図」屏風　「刈田の雁」「恵比須」「大
黒」浮世絵版画　鼈甲簪など山﨑家に代々伝わる装身具　ほか
「師走展」　12月1日（土）〜 12月26日（水）
　橋本雅邦を中心に季節に因んだ近代日本画　ほか

●常設展示
吉見町内から出土した遺物や町内の遺跡・史跡のパネル展示

 埴輪・勾玉づくり
 古代の装飾品「勾玉」や粘土で「埴輪」を作れます
 ※文化財ボランティア募集中
 詳細は、直接センターへお問い合わせください


