令和4年1月～3月

県西部ブロック博物館催物案内(1) 【あ～し】※館名は５０音順です

※新型コロナウィルスの影響により、スケジュールが変わる場合がございます。各館のHPでの確認をお願いいたします。

館

名

常設展・企画展

発行：埼玉県博物館連絡協議会西部地域会議

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

ギャラリー展示
「朝霞にやってきた外来植物」
1/29(土)～6/5(日)

【展示室１・２】「跡見花蹊の系脈展─独創と継承─」
3/9（水）～ 5/28（土）

※学内者（学生・教職員）限定公開の予定です
○「むかしのくらしと道具展」
1/6日(木)～2/16(水)
○常設展特集展示「常設展の福袋」
1/6(木)～1/23(日)
〇常設展特集展示「常設展のひなまつり」
2/23(火)～3/21(月)

※詳細はホームページをご覧ください。
https://www.city.asaka.lg.jp

※最新情報は、当館公式ウェブサイトにて
ご確認ください。
※公式ウェブサイト
https://www.atomi.ac.jp/univ/museum/

※旧石川組製糸西洋館・旧黒須銀行公開ほか最新
情報は、当館公式ホームページ・facebook・
twitterでご覧ください。

角川武蔵野ミュージアム

〇浮世絵劇場 from Paris
10/30(土)～4/10(日)
〇武蔵野3万年のレシピ
・JR武蔵野線「東所沢」駅から徒歩約10
11/3(水)～2/13(日)
分
TEL:04-2003-8700

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

○館蔵資料公開 「川越城のうつわ
～川越城跡第4次調査出土の近世陶磁～ 」
1/22（土）～2/27（日）

「のぞいてみよう 人々のくらしのうつりかわり」
3/19（土）～5/15（日）

○タッチアートコーナー
「櫻井かえで彫刻展」 12/23（木）～3/27（日）
〇常設展
「橋本雅邦からはじまる日本画」

※詳細はホームページをご覧ください。
https://kadcul.com/

【子ども対象事業】※最新情報はHPをご覧ください。
○まゆ玉飾りを作ろう（親子体験） 1/15（土）
○まが玉を作ろう 3/5（土）
【大人対象事業】※最新情報はHPをご覧ください。
○川越城跡を歩く 3/24（木）

※最新情報は美術館ホーム
ページをご確認ください。

12/23（木）～3/27（日）

【開催中】
歴代川越藩主とともに生きた忍者の世界

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

○生誕120年 丸木位里展 実験の軌跡をたどる
10/30(土)～1/30(日)
○李晶玉展

2/5(土)～4/10(日)

埼玉ピースミュージアム(平和資料館)

テーマ展Ⅱ「企画展 埼玉再建！－『埼玉メガホ
・東武東上線/高坂駅西口から川越観光 ン』と復興の時代－」
バス(鳩山ニュータウン行き)で8分、
1月15日（土）～3月6日（日）
TEL：0493-35-4111

※イベントの日程・参加及びその他のイベン
トについては、ホームページでご案内して
います。

「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

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
※来館は事前予約制

〇スポット展「北武蔵の鎌倉武士」
１/18（火）～

○ロビー展
「中世石造物展」

1/4(火）～2/20（日）

百鬼丸の妖怪画展～河童・鬼・化け猫・鴉天狗現る！～
※好評につき期間延長！
～1/30（日）
国立公園 尾瀬の写真展
2/1（火）～2/13（日）
中日写真協会 埼玉支部展
2/15(火)～2/27(日)
勝間としをの幸せ猫展～愛らしい猫の絵に言葉を添えて～
3/1(火)～3/27(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。
★企画展「大川平三郎とふるさと三芳野展」
7/1(木)～3/31(木)
★企画展「入西石塚古墳とその時代展」
1/6(木)～3/31(木)

◎令和3年度冬期企画展
収蔵品展「狭山茶と狭山の食文化」
1/5（水）～2/20（日） 9：00～17：00
月曜休館（祝日開館）
一般150円・高大生100円・中学生以下無料

○「ふたつの東海道五十三次
－山下清と葛飾北斎－」
1/11（火）～ 2/10（木）

○「震災後10年のいま、これから」
2/22（火）～ 3/11（金）

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

※新型コロナウィルス感染症の影響により、一般見学
を見合わせております。再開の目途が立ちましたら、
ホームページでご案内いたします。

○文化財めぐり２ １/21（金）要申込
「中世都市鎌倉を歩く」
○文化財めぐり３ ２/25（金）要申込
「箕田源氏発祥の地・箕田氏館跡と伝源経基
館跡をめぐる」

※詳細は当館ホームページをご覧ください。
http://saitamacraft.com

○お茶席体験講座「茶道を楽しむwithギャラリートー
ク」1/30(日）午前10：30～12：30
午後13：30～15：30【要申込】
○「膳椀にみる日本の食文化」
2/12（土）13：30～15：00 【要申込】
※詳しくはHPまたはお問い合わせください。

※最新情報、詳細は
当館ホームページ、
またはTwitterを
ご確認ください。
ホームページ

Twitter

令和4年1月～3月

県西部ブロック博物館催物案内(2) 【と～よ】※館名は５０音順です

※新型コロナウィルスの影響により、スケジュールが変わる場合がございます。各館のHPでの確認をお願いいたします。

館

名

〇遠山記念館
TEL：049-297-0007
・東武東上線・JR埼京線 川越駅
・JR高崎線 桶川駅 ・西武新宿線 本川越駅
いずれも「桶川駅−川越駅」間の東武バスで
「牛ヶ谷戸」下車、徒歩15分

常設展・企画展
●「コレクション展２」
◎「雛の世界」

12/11（土）～1/23（日）
2/11（金）～3/13（日）

※状況によって開催期間を変更しますので、ホームページ
または電話でご確認ください。

発行：埼玉県博物館連絡協議会西部地域会議

講座・体験学習等
【開館時間】10:00〜16:30（入館16:00まで）
【休 館 日】月曜日、12/21～1/5
【入 館 料】大人800円（640円）
学生（高校･大学）600円（480円）
※中学生以下は無料
※（ ）内は20名様以上の団体料金

所沢郷土美術館
TEL：04-2922-2965

令和４年１月～３月は休館
（４月よりオープン）

・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

★所沢飛行場110周年記念特別展

所澤飛行場 空を拓くものがたり～第二章～
二人の空の開拓者
発明家 日野熊蔵 と 航空人 徳川好敏

※当館ホームページをご確認く
ださい。併せて、開館状況に
つきましても、ご確認いただ
けます。

●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様子や、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。
●企画展 「福田地区に伝わる古文書展」 1月18日(火)～1月30日(日)
●企画展 「小学校と埋蔵文化財」
2月15日(火)～2月27日(日)

新座市立歴史民俗資料館

移転に伴う収蔵品整理等により
令和3年4月1日から休館

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

【3月31日(木)まで】 【イベント情報】

（令和５年４月 移転オープン予定）
2/6（日）石臼体験会

・東飯能駅または飯能駅から国際興業バス
（名栗方面行） 「市民会館・博物館」下車徒歩3分
・東飯能駅または飯能駅から国際興業バス（西武飯能
日高方面行）「OH!!!・天覧山下」下車徒歩5分

◎小学3年生見学対応展示
「むかしのくらし ～民家の台所再現～」
1/ 5（水）～2/6（日）
◎ミニ展示「ひなまつり」 2/20（日）～3/6（日）
◎収蔵品展
3/20（日）～5/8（日）

富士見市立水子貝塚資料館

●企画展「埼玉の４大貝塚(仮)」

○土曜おもしろミューズランド

●春季企画展「鷹場の村々」

○ちょこっと体験
土曜日の午後1～3時に昔体験

飯能市立博物館

きっとす

TEL：042-972-1414

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

※詳細は右記QRコードから
ご確認ください。

（要材料費･要予約）
3月5日（土）～5月8日（日）
1/15（土）草木染め
国指定史跡の水子貝塚、真福寺貝塚、黒浜貝塚、神明貝塚の資料
2/5（土）アンギン編み
を展示し、各貝塚の特徴と学術的な価値について紹介します。
2/19（土）貝のアクセサリー
★常設展示★ よみがえる富士見の原始古代
市内出土の原始～古代にかけての考古資料を中心に展示
※内容･詳細はホームページを参照。

3月19日(土)～6月12日(日)
江戸時代、富士見市域は尾張藩の鷹場でした。鷹狩りの様
子や村に課せられた負担などを紹介します。
〇「昔の暮らしと昔の学校」
１/１１（火）～ ３/４（金）
★ミニ展示 「寅年」１月
★ミニ展示 「彰義隊(予定）」２月

●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

ふじみ野市立上福岡歴史民俗資料館
TEL：049-261-6065

〇「昔の暮らしと昔の学校」

・東武東上線/上福岡駅から徒歩20分

●常設展示

１/１５（土）～ ３/４（金）

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

※詳しくはQRコードから
ご覧ください
〇「古文書解読講座」
初級２/２０、２７（日）中級３/５、１２（土）
〇郷土の伝承あそび「お手玉」
２/２６（土）
〇「旧大井村役場コンサート」
３/２０（日）
※予定となりますので詳細･変更は市報･HPをご確認ください
○「ダンボールを使ったはたおり」3月下旬
----------------------------------------------○福岡河岸記念館（ふじみ野市福岡3-4-2）の事業
離れ特別公開 3 /12 （土) 3 /26 （土)
★フォトコンテスト作品展示 １/８（土）～３/６（日）
〇「浪曲二席と浪曲の歴史についての語り」 ３/１９（土）

三芳町立歴史民俗資料館
TEL：049-258-6655

★歳時記展示「正月飾り」
12/18（土）～1/20（木）

・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

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

10/16（土）～3/13（日）
2/11(金)～3/13(日)

・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

※講座等の情報については
当館HPでご確認ください。

「ボランティア活動報告展」 3/26(土)～5/8(日)

〇「新春展」

1/3（月） ～ 2/1（火）
橋本雅邦「松に鶴と波の屏風」を中心に新春に因んだ作品
○「早春展」
2/4 (金) ～ 3/29（火）
橋本雅邦の作品をはじめ、野口小蘋「雛の図」、
山崎家に伝わる雛人形 他

吉見町埋蔵文化財センター
TEL:0493-54-9111

※詳細は町広報等をご確認ください。

★後期企画展「病と毛呂山の人々」
指定文化財特別公開「享保雛」

・東武越生線/武州長瀬駅から徒歩30分

○土曜体験教室（資料館）毎月1～2回
○ジュニア三富塾（旧島田家住宅）夏･冬

●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

※体験学習は、新型コロナウイルス感染拡大
の影響により休止する場合があります。
※開催状況は、吉見町のホームページ又は直
接センターへお問い合わせください。

赤枠＆色つきの各館では、入間東部地区文化財保護連絡協議会の資料館スタンプラリーを開催しています。

