※館名は５０音順です
令和元年7月～9月 県西部ブロック博物館催物案内(1) 【あ～し】
発行：埼玉県博物館連絡協議会西部地域会議

館

名

朝霞市博物館

常設展・企画展
○夏のテーマ展示 1964東京五輪写真展-2020を迎える前に-

7月20日(土)～8月25日(日)

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

○テーマ展示

朝霞市県展作品展

9月7日(土)～9月23日(月・祝)
○ギャラリー展示

みんなあーちすと～かお・かお・かお～

8月31日(土)～9月23日(月・祝)

講座・体験学習等
●作品制作ワークショップ
みんなあーちすと～かお・かお・かお～
7月20日(土)～8月18日(日)
※参加申込不要・期間中お休みがあります。

「近現代絵画収蔵品展」 6月19日(水)～7月31日(水)
「第13回跡見ＯＧ書道展」上記同時開催
「跡見花蹊の風景展」
9月24日(火)～12月6日(金)
・東武東上線/志木駅南口から西武バス 「明治のメディアが捉えた跡見花蹊展」
跡見女子大行きまたは所沢行き15分
上記同時開催
TEL:048-478-0130

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

「テキスタイルの風」展【指定管理者自主事業】
６月４日（火）～７月７日（日）
詳しくは https://www.facebook.com/irumacitymuseum/

●夏休みこどもお茶大学 7/31(水）8/1（木）8/2
（金）
●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 毎月第1～4土曜日
●館庭の自然散歩 7/28(日）8/25(日）9/29（日）

第29回収蔵品展
『博物館のたからもの－学芸員おすすめの収蔵資料－』
7月13日（土)～9月1日(日)
『令和元年度埼玉県名刀展（仮）』
9月7日（土）～9月23日（月・祝）

【子ども向き】○ミニまこも馬(7/6)、○ミニ弥生土器
(7/24)、○あそびの時間(7/27・28)、○となりのまちの博物
館(8/1)、○ミニ灯籠(8/7・8)、○アンギン体験(8/21)、○親
子で木をつかって遊ぼう(8/24)○香道体験(9/21)○和楽器体
験(9/28)
【大人向き】○友禅染め（9/7）○古文書講座《初級編》
(7/28、8/4、11)、○戦争体験を語り継ぐ（8月中旬）

●特別展
「ゆかた 浴衣 ＹＵＫＡＴＡ－夏を涼しむ色とデザイン－」
7月20日(土)～9月8日(日)
●常設展「小特集 岩﨑勝平／小茂田青樹」
7月2日(火)～9月16日(月・祝)
●タッチアートコーナー「原透彫刻展」7月2日(火)～9月16日(祝)

●講演会「ゆかたの文化史」 8月4日(日) 午後2時～ 講師：長崎
巌氏（本展監修者） （7月2日から申込受付）
●講座「藍形染作家の眼から見たゆかた」 8月11日(日) 午後2時
～ 講師：松原伸生氏（染織家、長板中形） （7月5日から申込受付）
●担当学芸員による展示解説(特別展）
7月28日(日)、8月24日（土）※手話通訳付き 午後2時～

歴代川越藩主とともに生きた忍者の世界

・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
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
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

【開催中】
●菅実花展

「The Ghost in the Doll」

6月1日（土）～7月15日（月・祝）
●紙芝居ができた！
アーサー・ビナード新作紙芝居
『ちっちゃい こえ』ができるまで 7月20日(土)～9月1日(日)

●堀浩哉＋堀えりぜ「記憶するために―わたしはだれ？」
9月7日（土）～11月17日（日）

【収蔵品展】
「昭和の暮らし

－戦時と戦後－」

7月13日(土)～12月15日(日)
普段の生活の中から、平和の尊さを考えます。

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。
※体験予定
忍者の道具ならびに武器に触れる体験
●紙芝居『ちっちゃい こえ』実演
（辻輝猛、山谷典子）7月20日(土)、8月6日(火)
●丸木美術館ひろしま忌
8月6日（火）
●アーサー・ビナード 紙芝居実演＋トーク
8月17日（土）
戦時中の体験を聞く会 8/11(日) 13:30～
夏休みピースチャレンジ 8/7～10、8/14、8/15
戦争体験証言者ビデオ上映会 7/28(日)、8/16(金)
各日10:20～、13:35～
映画会 7/7・11・20・27、8/18・24・31、
9/8・14・19・28
※7/7のみ13：30～ 他は各日13:30～

【常設展】 畠山重忠・秩父氏の本拠・戦国時代の城館
2/22(金)～11/24(日)
【スポット展示】中世のものづくり３「陶磁器－色を操る－」
2/22(金)～10/20(日)
【ロビー展】 嵐山町写真クラブ「写真展」 6/18(火)～8/25(日)
堅香子俳句展 8/27(火)～10/27（日）

●館跡自然観察会 7/13(土)①11:00～,②13:00～

＜特別展＞
●最北の風景とふしぎな森のファンタジー展
6月25日(火)～7月21日(日)
●第14回世界のおりがみ展
7月23日(火)～9月1日(日)
●歳月丹青～半江師生書画作品展～
9月3日(火)～9月29日(日)

★ものづくり体験教室(要事前申込・先着順)・
8/3(土)熊谷染･藍染･春日部桐箱,・8/4(日)江戸
木目込人形･竹釣竿･飯能裂織り,・9/7(土)8(日)
所沢押絵羽子板,・9/14(土)～16(祝月)鬼瓦
★第2回紙ものづくり 8/11(日),12(振・月)
★夏休みﾜｸﾜｸものづくり体験8/13(火)～15(木)

県立自然の博物館との共催事業(当日受付)

●夏休みこども体験教室１「まが玉をつくろう」
7/27(土)①10:00～,②13:30～（事前申込,費用500円）

●夏休みこども体験教室２「厚紙でよろいをつくろう」
8/3(土)10:00～15:00（事前申込,費用500円）

【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。
【季節展示】
「戦争の記憶」7月22日(月)～8月30日(金)
【夏期企画展】
狭山市立博物館×ざんねんないきもの事典
ざんねんな昆虫展～おもしろい！生き物の多様性～
6月29日(土)～9月8日(日) 一般150円・中学生以下無料
《同時開催》昆虫キッズスペース

★狭山市立博物館×智光山公園子ども動物園

昆虫さがし隊in夜のどうぶつえん
8月17日（土）18:30-20:00【要事前申込】
★狭山市立博物館×進化生物学研究所

昆虫標本をつくろう
8月10日（土）10:00-12:00【要事前申込】

収蔵品展Part2 楊洲周延《時代かゞみ》全点展示

収蔵品展関連企画◆スライドトーク
6月22日(土)、7月20日（土）14：00～（約30分）
会場：城西大学水田記念図書館2階視聴覚室
・東武東上線/坂戸駅で東武越生線に乗 特別展 浮世絵meets紙の魔術師：江戸のペーパークラフト組上絵×太田 特別展◆ギャラリートーク＋ワークショップ
会期中のいずれか土曜日を予定（詳細はHP参照）
換え、東武越生線/川角駅から徒歩10分 隆司ペーパーアート展 9/10（火）-10/5(土）
講師：太田隆司（ペーパーアーティスト）
観覧料：一般300円、高校生以下無料 会場：ｷﾞｬﾗﾘｰ1、2
TEL：049-271-7327

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

後期7/10/（水）-8/3(土) 会場：ｷﾞｬﾗﾘｰ1（観覧無料）

【企画展】
第二弾 東京オリンピック1964と香川栄養学園
2019年3月11日（月）～2020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年に開催された東京オリンピックでは、学生・生
徒延べ186名が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に参加しまし
た。第二弾では史料から見る選手村の食と暮らし、ま
たオリンピック前後の野菜の栽培と食べ方の変遷につ
いて紹介します。

※館名は５０音順です
令和元年7月～9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

館

名

常設展・企画展

講座・体験学習等

開館時間：10：00〜午後4：30（入館4：00まで）
休館日：月曜日（月曜が祝日の場合は開館、翌日
TEL：049-297-0007
古代のローマ人たちは、太陽がのぼってくる東方の世界、地中海東 休館）
・東武東上線・JR埼京線 川越駅
岸からインダス川までのひろい大地をオリエントと呼んでいました。 入館料：大人 700円（560円）学生（高校・大
・JR高崎線 桶川駅 ・西武新宿線 本川越駅
本展では、館蔵オリエント美術の優品を、一堂に会してご覧いただ 学）500円（400円）※中学生以下は無料（ ）内
いずれも「桶川駅−川越駅」間の東武バスで牛ヶ
きます。
谷戸下車、徒歩15分
は20名様以上の団体料金
遠山記念館

テーマ展「遠山記念館のオリエント美術」7/13～9/1

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「ところﾊﾞｽ」
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
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

飛行機工作教室
親子で飛行機の工作を体験しましょう。
嵐に遭遇し、無人島に漂着したロビンソン・クルーソー。島の動物たちに助 ①7/20(土)、②8/4(日)、③8/25(日)、④9/14(土)
けられながら、サバイバル生活を送る様子を描く。ダニエル・デフォーの同 13:30～当館研修室
名小説をもとにしたハイクオリティCG作品をお楽しみください。
定員：各回先着30名 ※当日13:00より受付
上映期間：7/2（火）～9/29（日） 上映時間：12:40～、16:00～
材料費①300円 ②50円 ③・④400円 ※材料費のみ。入館
※10:20～、14:20～はその他の作品も上映します。
料不要

大型映像館上映作品「ロビンソン・クルーソー」

常設展「国の天然記念物ミヤコタナゴと滑川の魚た
ち」

親子で、ザリガニ釣りに挑戦しよう！

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 期間：７月３０日（火）～８月４日（日）の１０時～１５時まで開催
対象：小学生以下の児童・生徒及びその保護者
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 ※釣竿等は当館で貸出しますので、手ぶらでお越しください。
うすをはじめ、タナゴ類やドジョウ、メダカなど、里山に暮 ※事前の申し込みは不要です。
※入館料不要。詳しくは電話にて当館へお問い合わせください。
らす淡水魚が見学できます。
【常設展】 ･｢史料が語る新座の歴史｣･｢新座の民俗と古民具｣
夏休み子ども講座「ドキ土器体験教室」7/27
・｢白瀬矗中尉とわがまち新座」～日本人初の南極探検家

・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

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。

飯能市立博物館

◎『天覧山・多峯主山の植物

きっとす

ザリガニ釣りにチャレンジ

13:30～、参加費200円、市内在住の小学生20
名対象(7/2～電話又は直接申込順)

夏編』刊行記念

☆子ども歴史教室「古文書に挑戦！くずし字を読ん
で・遊んで・書いてみよう」 8月7日（水）9:30～
15:30
・東飯能駅または飯能駅から国際興業バス(名栗 ◎飯能市平和都市宣言制定記念
☆夏の自然観察会 7月27日（土）9:30～12：30
方面行)「市民会館・博物館」下車3分
・東飯能駅または飯能駅から国際興業バス(西部 ｢ヒロシマ・ナガサキ原爆写真パネル展｣7月14日(日)～8月25日(日) ☆社会科研究発表会 9月28日（土）14:00～16:00
社会科研究展の受賞者による発表会を行ないます。
飯能日高方面行)「天覧山下」下車5分
◎ 第22回飯能市小･中学校社会科研究展 9月14日(土)～9月29日(日)
TEL：042-972-1414

自然写真展「愛しき夏の植物たち」6月15日(土)～7月28日(日)

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
●常設展示 よみがえる富士見の原始古代
・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
●マイミュージアム 特別展示室で市民が展示します
富士見市立難波田城資料館
「古民家模型の世界」
8月3日(土)～8月25日(日)
TEL：049-253-4664
趣味で製作された、古民家の精巧な模型です
・東武東上線/志木駅東口から、
和光・朝霞・志木・富士見・三芳の古民家が並びます
東武バス（ららぽーと富士見行き）
「武田家と山内上杉家の滅亡の道」
「難波田城公園南口」下車、7分
富士見古城をめぐる会
8月31日(土)～9月23日(祝)
または(下南畑行き)終点下車、13分
季節展示「天王様」
6/8(土)～7/15(月)
ふじみ野市立大井郷土資料館
巡回企画展「最新出土品展」 7/20(土)～9/1(日)
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

★常設展示★ 川越街道と大井宿、武蔵野台地の
畑作道具(県指定文化財)など
ミニ展示「藍染作品展示」 6/7(金)～7/9(火)
企画展「戦時代用としての陶器」 7/27(土)～9/1(日)
巡回企画展「最新出土品展」 9/10(火)～9/29(日)
★常設展示★ 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

●企画展「水と三芳」 7/6（土）～9/1（日）
●企画展「かえってきた竹間沢車人形～原画展」
9/14（土）～11/24（日）

●前期企画展
TEL：049-295-8282
「毛呂山の災害史～記録と記憶から振り返る～」
6月8日(土)～8月25日(日)
・東武越生線/武州長瀬駅から徒歩30分 ●第９回社会科研究展 9月7日(土)～9月29日(日)
★社会科研究発表会 9月28日(土)9:00～11:00
TEL：049-224-7114

◎糸つむぎ体験 8/1(木)、8/8(木) 午前10～12
時、午後1～3時 糸車で綿花から木綿糸をつむぎだ
す体験です。1人10分程度、無料。時間内に直接ご来場
ください（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

●縄文土器づくり教室
7/29(月)・8/5(月）・7（水）※要申込

ミニ企画展「和紙人形の世界」 9/10(火)～9/29(日)

毛呂山町歴史民俗資料館

山崎美術館

★土曜おもしろミューズランド（要材料費）
7/6…ウッドクラフト 9/16…ミニチュア土器づくり
◎体験！いつでもセブン･･･まがたま・火おこしなど
（土日祝日夏休み 注･･･他の事業実施の場合はな
し）
〇星空シアター 9／7（土）縄文体験、野外映画など

●夏休み藍染め教室
8/2(金) ※要申込
●学習講座「学徒が語った陶製手榴弾と地雷」
8/24（土） ※要申込
●夏休み子ども文化財教室 7/26(金) ※要申込
★福岡河岸記念館(ふじみ野市福岡3-4-2)の事業
○昔のくらしと遊び・きもの体験＆お話し会
7/7(日)※要申込
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
★資料館体験 8月3日（土）（七夕飾りなど）
☆ジュニア三富塾 8月4日（日）（七夕飾りなど）
★夏休み藍染め体験教室 7月27日（土）13:00～16:00
定員：20名（要申込み）参加費：200円
★毛呂山原始体験教室「大昔の毛呂山を体験してみよう」
第1回「縄文土器作り」7月28日（日）9:00～正午
第2回「勾玉作り」8月4日（日）9:00～正午
【各回共通】定員：20名（要申込み）参加費：無料
※各体験の講座の申しみは7月9日（火）より受付。

「夏季展」 6月22日（土）〜 9月1日(日）
橋本雅邦、勝田焦琴などの作品、油彩画（和田英作・足立源
一郎 ）、官製記念絵はがき 他

・東武東上線/川越駅から、徒歩20分
「涼風展」 9月4日（水）〜 10月27日（日）
・西武新宿線/本川越駅から、徒歩10分 橋本雅邦､菊池容斎などの作品､明治･大正期の装身具 他
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

埴輪・勾玉づくり
●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

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

