※館名は５０音順です
平成31年４月～６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

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

吊り天井撤去工事のため臨時休館
3月16日(土)～6月28日(金)
「春の収蔵名品展」

4月1日(月)～5月31日(金)

・東武東上線/志木駅南口から西武バス 「近現代絵画収蔵品展」 6月19日(水)～7月31日(水)
跡見女子大行きまたは所沢行き15分 「第13回跡見ＯＧ書道展」上記同時開催
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/

第46回企画展
『山王塚古墳－上円下方墳の謎に迫る－』
3月16日（土)～5月12日(日)
関連事業
●特別展

シンポジウム「山王塚古墳」

東京国立近代美術館工芸館巡回展

「20世紀の工芸 日本×西洋 ―新しい表現を求めて―」
4月27日(土)～6月16日(日)
●常設展「小特集 中林忠良」3月27日(水)～6月23日(日)
●タッチアートコーナー「元木孝美展」3月27日(水)～6月23日(日)

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

【開催中】
●サーカス博覧会
4月2日（火）～5月26日（日）

・東武東上線/森林公園駅南口から
3.5km

●菅実花展

埼玉ピースミュージアム(平和資料館)

【テーマ展】
「寄贈資料展

TEL：0493-35-4111

4月20日（土）

「The Ghost in the Doll」
6月1日（土）～7月15日（月・祝）

－戦時の記憶－」

3月19日(火)～5月6日(月・振替休日)
・東武東上線/高坂駅西口から川越観光
平成30年度に寄贈された540点の貴重な資料を初めて公開し
バス(鳩山ニュータウン行き)で8分、
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
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

●親子で楽しむ遊びの広場 5/5(日）
●茶席体験「こどもの日の茶会」 5/5（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 毎月第1～4土曜日
●館庭の自然散歩 4/28(日）5/26(日）6/30（日）
【子ども向き】○火おこし体験(4/13)、○まが玉を作ろう
(4/27)、○茶道体験(5/11)、○よろい着用体験(5/18)、○あい
ぞめハンカチ(5/25)、○はにわを作ろう(6/8)
【大人向き】○あいぞめハンカチ（5/26）○古文書講座《入
門編》(6/2、9、16)、○歴史講座「山王塚古墳」(4/7、
4/14)、○野外博物館教室「山王塚古墳関連地巡り」(5/9)

●特別展関連事業 特別ギャラリートーク
5月11日(土) 午後2時～
●特別展関連事業 樹脂粘土で練込の器をつくろう
6月1日(土) 午後1時30分～ 要事前申込

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
●石丸謙二郎の語るサーカス
4月21日（日）
●開館記念日イベント
5月5日（日・祝）
●都築響一ギャラリートーク
5月18日（土）
・クイズラリー ※人数制限なし、随時受付
5/3(金 憲法記念日)～5(日 こどもの日)
館内をめぐりクイズに答えて、プレゼントＧＥＴ！
・映画会 各日13：30～ ※当日先着160名
4/7・13・20・25、5/12・18・30、
6/9・15・20・29

【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」 2/22(金)～10/20(日)
【ロビー展】図像板碑拓本展「石のみほとけ ２」 3/26(火)～4/14(日)
菅谷館跡の植物 4/16(火)～6/16(日)
嵐山町写真クラブ「写真展」 6/18(火)～8/25(日)

●館跡ガイドツアー 4/27(土)､5/4(土)､6/8(土)11:00～
ガイドボランティアの解説を聞きながら菅谷館跡を見学します
(参加申込みは当日受付､約１時間)。
●こども体験教室「よろい・小袿を着てみよう」
5/5(日)10:00～15:30【要事前申込み】
●文化財めぐり 4/26(金)､6/7(金)【要事前申込み】

＜特別展＞
●吉田迪子ペン画展
4月2日(火)～4月21日(日)
●オールドノリタケ展
4月23日(火)～5月26日(日)
●柳澤玄嶽 書の世界
5月28日(火)～6月23日(日)
●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)

★クラフトフェア 4/28(日)･29(祝月)
★【初夏】工芸の里まつり 5/3(祝金)･4(土)･
5(日)
★第2回陶芸市in ogawa 5/25(土)･26(日)
★第6回日本伝統芸能まつり 6/2(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。
【ミニ展示】
「平成30年度新収蔵民具紹介」5月13日(月)～6月21日(金)
【春期企画展】岩合光昭写真展 ネコライオン
3月9日(土)～5月12日(日)
《同時開催1》ネコとライオン進化の不思議展
《同時開催2》我が家のネコちゃん写真展

★工作教室「春のまいまい体験講座」
春期企画展開催期間中の土・日・祝日【予約不
要】
★甲冑着付け体験講座「若武者になろう」
5月4日（土）・5日（日）【要事前申込み】

【特別展】水田コレクション浮世絵展 役者絵 4月9日(火)～27日(土)
＊日・月・4/20休館 観覧料：一般300円、高校生以下無料 会場：ギャラリー1
【企画展】収蔵品展Part1 大江戸芝居年中行事－明治の浮世絵にみる歌舞伎興
行－ 5月9日(木)～6月8日(土)＊日・月休館 観覧料：無料 会場：ギャラリー1
【企画展】第4回めっけたさかど！デジタルフォトコンテスト入賞作品展
5月9日(木)～7月6日(土)＊日・月休館 観覧料：無料 会場：ギャラリー2

特別展関連企画◆講演会
4月13日(土)14:00～15：30【要申込、聴講無料】
講師：新藤茂氏（国際浮世絵学会常任理事）
会場：水田三喜男記念館講堂
◆ギャラリートーク（学芸員による展示解説）
4月27日（土）14：00～（40分程）会場：ギャラリー1

【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
ンピックを契機に人々の生活に革新的な変化をもたらし
た、日本の公衆衛生事情の改善や清浄野菜の推奨などに
ついて紹介します。

※館名は５０音順です
平成31年４月～６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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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

常設展・企画展

講座・体験学習等

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
【開 館 日】4月～11月の毎週日曜日及び祝祭日
活用。建物は国登録有形文化財。
（12月～3月は休館）
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)
彫刻、陶器、文学作品などを展示。
【入 館 料】無料
企画展：「髙田俊一絵画展」4/28～5/6、5/12、5/19、5/26
大型映像館上映作品「世界で一番美しい瞬間（とき）～愛をのせた熱気球
大空を彩るとき フランス・ロレーヌ地方～」
室内飛行機工作講座
『フランス航空教育団来日100周年』を記念し、フランスで開催される世界最 繊細な「おとな」の工作教室です。一日かけて製作から
大級の気球大会を舞台にしたドキュメンタリー作品を上映します。
調整・テストフライトまでを行います。
上映期間：4/1（月）～6/30（日）
・4月28日(日)・6月9日(日)
上映時間：12:40～、16:00～
※TELにて事前受付（中学生以上対象）
※10:20～、14:20～はその他の作品も上映します。

・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

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 【休 館 日】毎週月曜日及び第３日曜日、祝祭日
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 【開館時間】午前10時～午後5時00分
ようすをはじめ、タナゴ類やドジョウ、メダカなど、里山に 【入 館 料】無料
暮らす淡水魚が見学できます。

新座市立歴史民俗資料館

【常設展】･｢史料が語る新座の歴史｣･｢新座の民俗と古民具｣

TEL： 0493-57-1902

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

きっとす

TEL：042-972-1414
・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(西部
飯能日高方面行)「天覧山下」下車徒歩5分

・｢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。

◎飯能焼の陶工・岸道生の世界―飯能の土と向き合った人生から―
☆春の自然講座～飯能河原の生きものたち～
2月23日(土)～4月7日(日)
◎収蔵品展きっとすクロニクルH2-H31～博物館30年のモノがたり～ 4月13日（土）13:30～15:30
4月21日(日)～5月26日(日)
☆夏の自然観察会
◎平成30年度新収蔵品展 4月21日(日)～5月26日(日)
6月15日（土）9:30～15:00
◎自然写真展「夏の植物」展(仮) 6月15日(土)～7月28日(日)

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
●企画展「掘った！わかった！富士見市の遺跡」
・東武東上線/みずほ台駅から徒歩20分
3月23日（土）～6月9日（日）
・東武東上線/志木駅東口から東武バス
平成の30年間に行われた発掘調査の成果を紹介します。
(ららぽーと富士見行き･下南畑行き)
★企画展展示解説 5月11日（土）
「貝塚公園入口」下車、2分
富士見市立難波田城資料館
TEL：049-251-9686

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

歴史講座「狭山茶の歴史と文化」(全2回)5/16(講演)、
5/23(入間市博物館バス見学)。市内在住・在勤18名対象
(5/1～電話又は直接申込順)
歴史講座「石の魅力と土器の世界」(6月・全2回)市内
在住・在勤30名対象(6/1～電話又は直接申込順)。無
料。

★土曜おもしろミューズランド（要材料費）
4/13…まが玉ペンダント 4/20…はにわづくり
5/18…石のペンダント
◎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なし）

◎難波田城公園まつり 6/2(日) 10:00～15:30
10:00～ 芸能公演（和太鼓演奏など）
13:00～ 武者行列、火縄銃演武
3月9日(土)～6月9日(日)
その他、昔体験コーナー
富士見市の平成時代30年間を、年表・写真・統計表で振り
○ちょこっと体験
返ります。あんな事件やこんなイベントがありました。
土・日・祝の午後1～3時に昔体験。予約不要

●春季企画展「平成史 in 富士見｣

季節展示「五月人形展」 4/23(火)～5/19(日)（予定）
「天王様」
6/1(土)～7/15(月・祝)（予定)

郷土の伝承あそび「こいのぼりを作ろう」
4/27(土) ※要申込

★常設展示★

郷土の伝承あそび「かいがらでストラップを作ろ
う」6/22(土) ※要申込

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

企画展「ふじみ野に明治時代がやってきた」
3/26(火)～5/26(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

●企画展関連学習講座 5/25(土)予定 ※要申込
●はたおり講座 5/22(水)・5/23（木）予定 ※要申
込
★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 4/13(土)・5/12(日)
河岸記念館講談会 5/12(日）※要申込

三芳町立歴史民俗資料館
TEL：049-258-6655

●歳時記「ひな人形展」 ～4月7日(日)
「端午の節供」 4月13日(土)～5月12日(日)
・東武東上線/みずほ台駅から徒歩25分 ●ミニ展示「色々なほたる（仮）」 5月24日(金)～6月23日(日)
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

指定文化財特別公開「桂木寺伝釈迦如来坐像」
3月31日(土)～5月12日(日)

「資料館ボランティア活動報告展」
3月24日(日)～5月25日(土)

山崎美術館
TEL：049-224-7114

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 4/14（日）
★文化財景観保全事業 ５月１８日（土）
９時～１２時
歴史の道「鎌倉街道」周辺の景観整備を行います。
★歴史民俗資料館まつり ５月１１日（土）
９時３０分～１５時
毛呂山の伝統芸能公演や鎧武者と歩く鎌倉街道ツアー、おもち
つきなどを開催します。

「薫風展」 4月3日（水）〜 6月17日(月）

橋本雅邦「鍾馗図」をはじめ、五月の節句に因んだ作品
山﨑家に伝わる五月人形・アールヌーボー調陶器（オールドノリタケ）
・東武東上線/川越駅から、徒歩20分
「夏季展」 6月22日（土）〜 9月1日（日）
・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・油彩画（和田英作 他）・官製記念絵はがき。

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

