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館
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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

常設展・企画展

講座・体験学習等

○テーマ展示 朝霞市市制施行５０周年記念展
アート×朝霞 丸沼芸術の森U50作家たちによる
9月30日(土)～10月22日(日)
○第32回企画展 弥生式土器の世界Ⅱ（仮称）
11月3日(金)～12月10日(日)
「花蹊・李子・玉枝秋の名品展」
9月20日(水)～11月6日(月)

・東武東上線/志木駅南口から西武バス 「跡見流書の源流展」
11月27日(月)～12月22日(金)
跡見女子大行きまたは所沢行き15分 「第11回 跡見OG書道展」 11月27日(月)～12月22日(金)
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

アリットフェスタ2017特別展「石川組製糸ものがたり」
10月21日（土）～12月10日（日）
展示解説10月21日（土）、11月23日（木）、12月3日（日）
講演会「石川製糸と石川家の人々」11月18日（土）
講演会「官営富岡製糸所長 速水堅曹の活躍」12月2日（土）
糸繰りの実演 11月4日（土）

家康没後400年記念特別展
『徳川家康と天海大僧正－家康の神格化と天海－』
10月14日（土)～12月3日(日)
●特別展示作品解説（10/21）
●講演会「家康の神格化と天海」（11/19）

●特別展

中林忠良銅版画展―腐蝕の海／地より光へ

10月28日(土)～12月10日(日)
●常設展 川越の美術／小特集 井上安治・内田静馬
9月27日(水)～12月24日(日)
●タッチアートコーナー 山添潤 彫刻展
9月27日(水)～12月24日(日)

戦国を生きた

～誇りと忠誠心をかけた武者たち～

・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

侍の美

【開催中】
●丸木スマ展 おばあちゃん画家の夢
●同時開催 富丘太美子展 鋳物工場
9月9日(土)～11月18日(土)
詳しくは丸木美術館ホームページ
または事務局までお問い合わせください

埼玉ピースミュージアム(平和資料館)
TEL：0493-35-4111

テーマ展
・東武東上線/高坂駅西口から川越観光 「かるたの中の戦争－愛国いろはかるたが語る世相－」
10月21日(土)～12月3日(日)
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
TEL：0493-72-1220

・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
坂戸市立歴史民俗資料館

【常設展】 畠山重忠・秩父氏の本拠・戦国時代の城館
～10月29日（日）
【企画展】埼玉県刀剣保存協議会 第60回名刀展「上杉景勝
の生きた時代の刀」 11月3日（金・祝）～11月26日（日）
【企画展】武蔵武士とその本拠
12月2日（土）～2月18日（日）
＜特別展＞
●佐藤香石和紙絵研究会選抜展 開催中～10月15日（日）
●斉藤かほる・たかの妙子 七宝と刻書二人展
10月17日（火）～12月3日（日）
●あかり展
12月5日（火）～1月21日（日）

・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。

【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。
【ミニ展示】
「音を楽しむ道具たち」
10月2日(月)～12月22日(金)
「子どもたちの学校道具」11月20日(月)～12月22日(金)

狭山市立博物館

「空想の旅人

TEL：049-284-1052

TEL：04-2955-3804
・西武池袋線/稲荷山公園駅から徒歩3分

アンデルセン展」

「レッツキャリー展～収蔵品にみる運びもの～」

水田美術館

【特別展】
江戸子ども学びの風景展 10月11日(水)～11月4日(土)
近代画家たちの競演－忠臣蔵の世界－
前期11月14日(火)～12月9日(土)
・東武東上線/坂戸駅で東武越生線に乗
後期12月12日(火)～2018年1月20日(土)
換え、東武越生線/川角駅から徒歩10分
TEL：049-271-7327

【会場】ギャラリー1【観覧料】300円

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

【子ども向き】○和楽器体験(10/28)、○花を遊ぶ
(11/18)、○お正月飾りを作ろう(12/9)
【大人向き】○歴史講座「家康と天海」(10/22・29・
11/4・12)、○野外博物館教室「家康・天海ゆかりの寺
社巡り」(11/21・29)
【その他】○民俗芸能実演「南田島の足踊り」(11/3)
●特別展関連イベント「アーティストトーク＆ミニ
コンサート」11月3日（金・祝）13:30～15：30
●常設展鑑賞プログラム｢集まって、え・み～る｣ 10
月22日(日)14:00～
●ジュニアアートスクエア｢白くんと黒くんの冒険｣
10/21(土)10：00～12：00

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。
★富丘太美子トーク 10月8日(日)午後2時
聞き手 齋藤佳奈 参加費500円
★特別トーク 「丸木スマの絵画を語る」
10月21日（土）午後2時 参加費500円
ゲスト 小沢節子（近現代史研究者）
聞き手 岡村幸宣（原爆の図丸木美術館学芸員）

戦争体験証言者ビデオ上映会 10/14 13：30～
当日先着160名
映画会 10/1・15・21、11/4・11・18・25、12/2
各日13：30～ 当日先着160名
ウォーキング教室 10/7 ※要予約
クイズラリー 11/14
● 館跡ガイドツアー 10月7日（土）
● 名刀展関連実演会 銘切り 11月12日（日）
● 県民の日記念事業「昔の遊び」・館跡ガイドツアー
11月14日（火）
● 名刀展関連実演会 刀の研ぎ 11月19日（日）
● 「武蔵武士とその本拠展」関連講演会 12月23日（土）
●小川和紙(紙すき)体験 ※休館日除く毎日15時迄
和紙を作ってみませんか？ 職人がお手伝いします｡
一枚紙(花葉入)や、短冊、ハガキ、色紙、
よくばりセット(ハガキ･短冊･ﾐﾆ色紙等のセット)。
卒業証書も漉く事ができます。
※体験料280円～。入館料、送料別途。

秋のまいまい体験講座（工作講座）

8月26日(土)～10月22日(日)
土・日・祝日10:30～12:00/13:30～15:00
デンマークのハンス・クリスチャン・アンデルセン博物館のアンデ 参加費200円
ルセンの貴重な遺品等約30点を紹介します。
映画「雪の女王」上映会
11月3日(金)～平成30年2月4日(日)

城西大学

●秋の茶会 10/7（土）
●「狭山火入れ」実演 11/12（日）
●日本各地・世界各地のお茶体験 毎月第1日曜日
●サイエンスバー 土曜日（月2～3回）
●館庭の自然散歩 10/15(日）11/26(日）12/18（日）

10月15日(日)14:00～(98分間）13:45より受付開始
定員50名(先着順・予約不要）参加費無料

特別展関連企画 講演会
10月28日（土）13時30分～15時
演題「江戸の寺子屋－知育・徳育の諸相」
講師：小泉吉永(法政大学文学部公使、往来物研究
家)
17号館1階プレゼンテーションルーム※聴講無料、要予約

講義録として誕生した月刊誌『栄養と料理』は創刊82
年になります。創刊２号目から付録として掲載したの
昭和期のレシピ
が｢栄養と料理カード｣です。健康に留意し、だれにで
平成30年3月初旬まで
もおいしい料理が作れるように工夫されています。卵
【開室】月～金曜９:10～17:00 土曜９:10～12:00 【閉室】日曜・ 焼き、天ぷら、チャーハン、カツレツなど、おなじみ
祝日
※詳細は【URL】http://www.eiyo.ac.jp
の家庭料理の各時期によるレシピの変遷が見えます。

【企画展】
「栄養と料理カード」に見る

※館名は５０音順です
平成29年10月～12月 県西部ブロック博物館催物案内(2) 【と～よ】
発行：埼玉県博物館連絡協議会西部地域会議
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常設展・企画展

講座・体験学習等

所沢郷土美術館

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
【開 館 日】4月～11月の毎週日曜日及び祝祭日
に活用。建物は国登録有形文化財。
（12月～3月は休館）
・西武線/所沢駅西口又は西所沢駅から徒歩15分 郷土所沢にゆかりのある芸術家・文化人の作品：絵画、書、
【入館時間】午前10時～午後4時30分(5時閉館)
・西武線所沢駅西口から市内循環「ところバス」 彫刻、陶器、文学作品などを展示。
【入 館 料】無料
南路線（吾妻循環コース）で「ＪＡ吾妻支店」
TEL：04-2922-2965

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

室内飛行機工作講座
繊細な上級の工作教室です。大人・中学生以上の学生
所沢飛行場の歴史や埼玉・所沢の航空人の紹介と、当時の飛行服 さんを対象に、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
などの貴重な資料を展示しています。
11月25日（土）開催（10/1～TELにて事前受付開始）

【常設展示】所沢メモリアルギャラリー

滑川町エコミュージアムセンター
TEL： 0493-57-1902
常設展「国の天然記念物ミヤコタナゴと滑川の魚たち」
・東武東上線/森林公園駅北口から、
●新指定文化財展 11月1日（水）～11月30日（水）
国際十王交通バス（立正大学行き）
●巡回文化財展「比企の中世」11月７日（火）～12日（日）
「森林公園南口入口」下車、5分。
・川越観光バス(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

【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。

飯能市郷土館
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

平成30年4月1日(日)リニューアルオープン
※平成30年3月31日まで休館となります。

富士見市立水子貝塚資料館
●常設展示 よみがえる富士見の原始古代
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 ●資料館友の会作品展 10月7日（土）～10月29日（日）
資料館友の会製作の作品を展示します
(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
●「市内児童・生徒 社会科展」 10月7日(土)～15日(日)
富士見市立難波田城資料館
●秋季企画展 ｢村の暮らしと河岸場 -新指定文化財古文書展-｣
TEL：049-253-4664
10月21日(土)～30年1月8日(祝)
・東武東上線/志木駅東口から、
新たに指定された、旧名主家の文書と旧河岸問屋の文書か
東武バス（ららぽーと富士見行き）
ら、かつての新河岸川沿いの村の様子を紹介します。
「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 ●穀蔵展示「なつかしの観光旅行」来年8月初めまで
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

★11月3日（祝）スタンプラリー実施！
「滑川まつり」協賛事業
★郷土史講座 「滑川町の城館跡」
11月18日（土）※要申込

●ミニ展示「ふじみ野市出土連弧文土器」
9/26(火)～10/16(月)
●特別展「幕末の川越藩とふじみ野～激動する村々と舟運・
街道～」
10/24(火)～12/10(日)
●テーマ展「縄文土器づくり作品展」12/16(土)～12/24(日)

〇休館中も、出前講座、出張授業、史料についてのお
問い合わせは行っております。どうぞお気軽にご連絡
ください。
℡：042(972)1414
Fax:042(972)1431
E-mail：kyodokan@city.hanno.lg.jp
★土曜おもしろミューズランド（要材料費）
10/14…草木染め 11/18…どんぐりクラフト
12/16…縄文クッキーづくり
★体験！いつでもセブン…まがたま・火おこしなど
（土/日/祝日 注…他の事業実施の場合は中止）
★縄文の森コンサート 10/15（日）(無料)
「篠のひびき」 演奏 大野利可さん（篠笛奏者）

◎古民家コンサート 10/22(日)午後1時30分～2時
この春に話題になった動画『チキンアタック』は難波
田城公園で撮影されました。それにちなみ、ヨーデル
の公演です（難波田城公園内旧大澤家住宅）
○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

●特別展記念講演会
11/25(土)「幕末の川越藩とペリー来航」※要申
込
●資料館学習講座（特別展関連講座）
12/2(土)「早船屋吉五郎と川越藩御用船」※要申
込

●企画展「布～数千年の時を超えて～」11/3(金)～11/26
●郷土の伝承あそび「竹とんぼづくり」
(日) はたおり体験：11/21(火)～11/26(日）※申込不要
10/28(土) 13:30～ ※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 ●郷土の伝承あそび「凧づくり」
造兵廠などの資料を展示しています。
12月予定 ※要申込
●企画展「三芳の職人たち」
9月12日（水）～11月26日（日）

・東武東上線/みずほ台駅から徒歩25分 ●歳時記「正月飾り」
12月5日（火）～1月21日（日）

★土曜体験教室
・10/21（土）「土器のクッキーを作ろう」
・11/19（日）「巻物を作ろう」
・12/16（土）「ミニ門松を作ろう」
※要申込 詳細はHP等で確認してください。
★ジュニア三富塾「伝承遊び」12/3(土)※要申込

毛呂山町歴史民俗資料館

☆企画展
「毛呂山に伝わる絵馬ー村人が込めた願いと感謝ー」
期間：10月14日（土）～12月17日（日）
・東武越生線/武州長瀬駅から徒歩30分 ★企画展関連講座「絵馬の世界」
11月25日（土） 13:30～15:30 定員40名
TEL：049-295-8282

山崎美術館
TEL：049-224-7114

「清秋展」

★古文書関連講座『「道中記」を学ぶ』
10月14日（土）、10月29日（日）、11月11日（土）、11月26
日（日）、12月16日（土）、平成30年1月13日（土）、2月4日
（日）、2月17日（土） 全8回
時間：13時30分から15時30分 定員：20名、参加費：無料

9月1日（金）〜 10月31日（火）

橋本雅邦「松に鶴に波図屏風」「楼閣山水」他。川越ゆかりの画家
の作品。アールヌーボー調陶器（オールドノリタケ）。

「深秋展」 11月3日（金）〜 12月26日（火）
・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 橋本雅邦、勝田焦琴の作品ほか。江戸時代よりの菓子の資料。浮世
絵。

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

●企画展示 3月18日（土）～11月12日（日）
「百穴発掘１３０年」考古学イラストレターさかいひろこ氏によ

埴輪・勾玉づくり

る百穴発掘に関わるイラストや写真を中心に展示する企画展

古代の装飾品「勾玉」や粘土で「埴輪」を作れます

●常設展示

詳細は、直接センターへお問い合わせください

※文化財ボランティア募集中
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

