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加盟館園の紹介

各館の詳しい利用案内は、各館HPまたは御電話にてお問い合わせください。

館の種別

歴史・民俗

産業

美術

人物

自然・科学

総合

朝霞市博物館

住所：朝霞市岡2-7-22
電話：048-469-2285
考古・歴史・民俗・美術工芸の4 分野から朝霞
のあゆみを紹介する常設展示を中心に、さまざ
まな企画展示や講座・体験学習などの催しから
なる「まなびとやすらぎの空間」である。

跡見学園女子大学
花蹊記念資料館
住所：新座市中野1-9-6
電話：048-478-0130

当館は、平成7（1995）年11 月に開館し、平成
8（1996）年12 月には埼玉県教育委員会から博
物館相当施設として指定された。学園創立者跡
見花蹊の作品を中心に書や絵画作品、大学内か
ら出土した土器などを展示してある。

入間市博物館
ALIT （アリット）
住所：入間市二本木100
電話：04-2934-7711

狭山茶の主産地、入間市の総合博物館。地域の
歴史や自然を扱うとともに「お茶」をメインテー
マとし、狭山茶のみならず、日本、世界の茶の
歴史や文化を幅広く紹介。館庭には芝生の広場
や茶室、野草保存林などもある。

うらわ美術館

住所：さいたま市浦和区仲町2-5-1
浦和センチュリーシティ3階
電話：048-827-3215
2000年 、浦和駅に程近い市街地に開館。
「地
域ゆかりの作家」と「本をめぐるアート」という
2 つの収集方針に基づいて美術作品の収集活動
を行う。企画展やコレクション展、ワークショッ
プ等を随時開催している。

桶川市歴史民俗資料館
住所：桶川市大字川田谷4405-4
電話：048-786-4030

圏央道桶川北本インターチェンジに近く、熊野
神社古墳、原山古墳群などの史跡に恵まれた地
域に立地する。「台地と道」をテーマとする常設
展示には、国指定重要文化財後谷遺跡出土品や、
中山道桶川宿の資料を含む。

お人形歴史館 東久

住所：さいたま市岩槻区加倉1-7-1
電話：048-757-3032
岩槻人形元祖「裃雛」がずらりと並び、江戸期
の人形から人形制作工程まで4000 体常設展示。
人形制作体験（有料要予約）
開 9:30〜17:00
¥ 300円 中学生以下無料
休 水曜
駐 有 HP http://www.tokyu-doll.co.jp/

春日部市郷土資料館
住所：春日部市粕壁東3-2-15
電話：048-763-2455

郷土春日部の歴史と文化を紹介する市教育セン
ター内の施設。江戸時代の宿場町粕壁宿の模型
を展示する常設展のほか、年３回の企画展示、
講演会や体験講座などを開催。
¥ 無料 休 月曜・祝祭日 駐 若干

文学

久喜市立郷土資料館
住所：久喜市鷲宮5-33-1
電話：0480-57-1200

当館は、郷土の歴史・文化を紹介するとともに
関東神楽の源流といわれる鷲宮催馬楽神楽の歴
史を垣間見ることができる。さらに「神楽ライ
ブラリー」には全国の神楽の動画資料を備える
など神楽に特化した施設である。

熊谷市立熊谷図書館
美術・郷土資料展示室
住所：熊谷市桜木町2-33-2
電話：048-525-4551

“芸術と歴史文化の発信基地”として、熊谷市に
関する美術、歴史、民俗、自然科学等をテーマ
に常設・企画展示を行う。展示の他に講演会や
記念講座、体験学習会など多彩なプログラムを
提供している。 ¥ 無料。

原爆の図丸木美術館
住所：東松山市下唐子1401
電話：0493-22-3266

原爆投下後の広島の惨状を目にした画家の丸木
位里・俊夫妻が描いた共同制作
《原爆の図》
の連
作を常設展示する美術館。絵本原画や自然讃歌
の絵を描いた位里の母・スマの絵なども展示し、
年間5、6回の企画展も開催。

川口市立アートギャラリー・
アトリア
住所：川口市並木元町1-76
電話：048-253-0222

企画展・ワークショップのほか、貸しギャラ
リー、学校連携事業など様々な企画を通して地
域の中でコミュニケーションが生まれるアー
ト活動を目指す。2006 年オープン。月曜休館。
観覧料・参加費は企画により異なる。

川口市立科学館・
サイエンスワールド

住所：川口市上青木3-12-18 （SKIPシティ内）
電話：048-262-8431
太陽をメインテーマに置き、科学展示、プラネ
タリウム、天文台の3 つの施設で構成されてい
る参加体験型施設。
¥ 一般 展示200円 プラネタリウム410円
HP http://www.kawaguchi.science.museum/

川口市立文化財センター分館
郷土資料館
住所：川口市鳩ヶ谷本町2-1-22
電話：048-283-3552

市内の歴史と民俗、郷土の偉人（小谷三志と大
熊氏広）の常設展示の他、企画展を行う。
開 9:30〜16:30 （入館は16:00まで）
¥ 一般100円
休 月曜日
（祝日の場合は翌平日）
・祝日の翌日・年末年始

川越市立博物館
住所：川越市郭町2-30-1
電話：049-222-5399

旧川越城内に立つ歴史民俗系の博物館。川越の
町を観光する前に、川越の歴史や蔵造りについ
て知ろう！常設展示の他、年に3 回企画展もあ
る。川越城本丸御殿と川越市蔵造り資料館は分
館。

川越市立美術館
住所：川越市郭町2-30-1
電話：049-228-8080

2002年12月1日 、市立博物館と隣接する城址
エリアに開館。川越ゆかりの作品を中心に所蔵。
年4 回の特別展、季節ごとの常設展、美術初心
者対象のタッチアートコーナーあり。

川越歴史博物館

住所：川越市久保町11-8
電話：049-226-0766
城下町川越の伝統、武士の文化を現代に伝える
をテーマに、川越にゆかりの深い刀剣や甲冑な
どを展示。高い芸術性を兼ね備えた武具や焼き
物の魅力・迫力をご覧いただき、日本の文化を
見つめなおす機会になれば幸い。

河鍋暁斎記念美術館
住所：蕨市南町4-36-4
電話：048-441-9780

幕末から明治前半に活躍した狩野派絵師・河鍋
暁斎の曾孫が設立した美術館。伝来の下絵・画
稿類を中心に、2 ヶ月毎にテーマを替えて展示
している。JR西川口駅西口から徒歩約15分 。
休 毎週木、毎月26〜末日

埼玉ピースミュージアム
（埼玉県平和資料館）
住所：東松山市岩殿241-113
電話：0493-35-4111

戦争の悲惨さと平和の尊さを伝える資料館。
2013年 、リニューアルオープンし、入館料を
無料化、愛称を
「埼玉ピースミュージアム」
とし
た。資料展示の他、空襲体験、アニメーション
上映、展望塔からの眺望などがある。

埼玉県立川の博物館

住所：大里郡寄居町大字小園39
電話：048-581-7333
荒川の右岸に魅力的な展示施設や親水施設等が
配置され、川や水に親しみ、楽しみながら学
べる体感型博物館。荒川の源流から河口まで
173kmを1/1000 に縮尺の大模型や直径23 ｍ
の檜造の大水車、鉄砲堰等が見学できる。

埼玉県立近代美術館

住所：さいたま市浦和区常盤9-30-1
電話：048-824-0111
緑豊かな北浦和公園に建つ美術館。モネ、シャ
ガール、ピカソなど海外の巨匠から日本の現代
作家まで、優れたコレクションを展示するほか、
ユニークな企画展を随時開催する。自由に座れ
るグッドデザインの椅子も人気。

埼玉県立
さきたま史跡の博物館
住所：行田市大字埼玉4834
電話：048-559-1111

国指定史跡「埼玉古墳群」の稲荷山古墳からは、金
錯銘鉄剣（国宝）が出土し、当館にて展示している。
¥ 一般200円
休 月曜
（ 国 民 の 祝 日、 振 替 休 日、 県 民 の 日、
4/29〜5/5は開館） 、12/29〜1/3

埼玉県立自然の博物館
住所：秩父郡長瀞町長瀞1417-1
電話：0494-66-0407

埼玉を代表する4 つの森とそこにすむ動物たち
のようすがわかる大ジオラマの生物展示や、埼
玉で産出するさまざまな化石や岩石・鉱物、地
層のようすがわかる地学展示など、埼玉の自然
を実感できる展示が目白押し！

埼玉県立文書館

住所：さいたま市浦和区高砂4-3-18
電話：048-865-0112
県政及び県民の歴史を後世に伝えていくため、
埼玉に関する歴史的・文化的価値のある行政文
書・古文書・地図などの資料を収集、整理、保
存して閲覧に供する。また資料を活用した展示
や講座、史料編さんを実施している。

埼玉県立嵐山史跡の博物館
住所：比企郡嵐山町大字菅谷757
電話：0493-62-5896

嵐山史跡の博物館は国指定史跡比企城館跡群菅
谷館跡の中にあり、畠山重忠などの武蔵武士が
活躍した時代や戦国時代の城郭に関する資料を
展示し、埼玉県の中世を分かりやすく紹介して
いる。

さいたま市立博物館

住所：さいたま市大宮区高鼻町2-1-2
電話：048-644-2322
さいたま市に関する歴史・考古・民俗等の資料
を収集・保存し、展示。特別展、企画展、
「夏
休み子ども博物館」
、「昔の道具とくらし展」や
各種体験講座、古文書講座、市民大学歴史コー
スなどを開催している。

浦和くらしの博物館民家園
住所：さいたま市緑区下山口新田1179-1
電話：048-878-5025

浦和くらしの博物館民家園は、さいたま市内に
残された伝統的な建物を移築復原し、公開して
いる野外博物館。現在、7 棟の建物を公開。ま
た、昔の生活用具なども展示し、季節の行事等
も行っている。

岩槻郷土資料館

住所：さいたま市岩槻区本町2-2-34
電話：048-757-0271
国指定史跡真福寺貝塚などの考古資料、岩槻城
や遷喬館の創始者・児玉南柯に関する資料など
岩槻地域の歴史・文化に関する資料を展示。建
物は、大正期の建築様式の面影が残る旧岩槻警
察署を利用している。

さいたま市立浦和博物館
住所：さいたま市緑区三室2458
電話：048-874-3960

埼玉県師範学校校舎
「鳳翔閣」
の中央部外観を復
元したもので、国指定史跡見沼通船堀に関する
資料や、馬場小室山遺跡出土の土偶装飾土器・
人面画土器、鳳翔閣関連の資料などを展示。見
沼たんぼの散策拠点でもある。

旧坂東家住宅
見沼くらしっく館

住所：さいたま市見沼区片柳1266-2
電話：048-688-3330
1857 年 建 築 の 旧 坂 東 家 住 宅 を 解 体 復 原 し、
1996 年から博物館として開館。生きている民
家をテーマに、季節ごとの年中行事、伝統工芸
品等の企画展示、情緒ある建物を生かしたイベ
ント、講座等を行っている。

さいたま市文化施設建設準備室
（
（仮称）
岩槻人形会館）
住所：さいたま市浦和区常盤６-４-４
電話：048-829-1221

さいたま市は、日本画家で人形玩具研究家とし
て著名な故西澤笛畝氏の人形コレクションの一
部を平成18 年に取得。人形文化の振興等の拠
点施設として、岩槻区内に博物館の開設準備を
進めている。
（写真はプレ展覧会の様子）

さいたま市立漫画会館
住所：さいたま市北区盆栽町150
電話：048-663-1541

近代風刺漫画の先駆者
「北沢楽天」
の晩年の居宅
跡に昭和41 年に建てられた漫画に関する美術
館。楽天のいた当時の姿を残す庭園などが楽し
める。 開 9:00〜16:30
休 月曜日
（祝日は開館） 駐 なし

さいたま水族館

住所：羽生市三田ケ谷751-1
電話：048-565-1010
埼玉県にすんでいる淡水魚類を中心に、両生
類や甲殻類など約100 種を上流・中流・下流・
外来魚などの区分で展示している。県の魚であ
るムサシトミヨや国の天然記念物であるミヤコ
タナゴの保護と繁殖も行っている。

埼玉伝統工芸会館

住所：比企郡小川町大字小川1220
電話：0493-72-1220
埼玉県の伝統的手工芸品20 産地30 品目を常設
展示する資料館。展示以外にも記録映像の公開
や伝統工芸士などの職人による実演・体験も
行っている。ものづくりの精神、優れた手わざ
を間近で見、感じることができる。

さいたま文学館
住所：桶川市若宮1-5-9
電話：048-789-1515

埼玉県にゆかりのある文学者19 名の作品・遺
品及び永井荷風コレクションを常設展示し、さ
らに企画展等を年に4 回開催している。また、
土・日・祝にはボランティアによる展示解説も
実施している。

狭山市立博物館

住所：狭山市稲荷山1-23-1
電話：04-2955-3804
桜と新緑の名所である、県営狭山稲荷山公園の
中に位置し、「入間川と入間路」をテーマにした
常設展示の他、当館独自の企画展示、体験学習
や各種講座と、1年を通して様々な催物がある。

城西大学水田美術館
住所：坂戸市けやき台1-1
電話：049-271-7327

創立者水田三喜男の浮世絵コレクション公開の
他、企画展を開催。文化発展への寄与を目的に
地域に根差した美術館を目指す。
開 10:00〜16:00
休 日曜日・月曜日・祝日
・大学夏期／冬期休業 ¥ 展覧会による

女子栄養大学
香川昇三・綾記念展示室
住所：坂戸市千代田3-9-21
電話：049-284-3489

食生活の改善により病気が予防できることを広
く伝えるため､ 家庭食養研究会(のちの女子栄
養大学)を1933(昭和8)年に創立した香川昇三 ･
綾夫妻｡ 医師として栄養学研究の発展と実践･
普及に努めた生涯と歴史を紹介｡ ¥ 無 料

鈴木酒造株式会社
酒蔵資料館

住所：さいたま市岩槻区本町4-8-24
電話：048-756-0067
明治4 年からの伝統の酒づくりを今に伝えるさ
まざまな歴史的資料・道具を常設展示。古くか
ら伝わる酒造りの道具の数々を大切に保管、展
示をしている。現代の酒造りがわかるビデオ
コーナーなどもある。

草加市立歴史民俗資料館
住所：草加市住吉1-11-29
電話：048-922-0402

国の登録有形文化財に登録された、とても歴史
のある趣のある建物である。館内には、たくさ
んの歴史資料や収蔵品が展示・保管されている。
県内最古の鉄筋校舎で草加の歴史を学ぼう。

秩父市立
荒川歴史民俗資料館
住所：秩父市荒川日野76
電話：0494-54-1058

所沢航空発祥記念館
住所：所沢市並木1-13
電話：04-2996-2225

日本の航空発祥の地・所沢飛行場跡に所在する
航空博物館。明治期から現代までの十数機の実
機やレプリカの展示のほか所沢飛行場の歴史に
関する貴重な資料も展示している。また操縦体
験装置もあり人気を集めている。

戸田市立郷土博物館
住所：戸田市大字新曽1707
電話：048-443-5600

昭和58 年開館、人文系及び自然系の総合博物
館。建物は図書館と併設されており、館内には
古文書等を閲覧できるアーカイブズ・センター
も備えている。戸田市の知の拠点として季節ご
とに展示、講座等を開催。 ¥ 無料

戸田市立郷土博物館
（分館）
彩湖自然学習センター
住所：戸田市大字内谷2887
電話：048-422-9991

県南にある荒川第一調節池「彩湖」のほとりにあ
る博物館。荒川を舞台にした「自然の再生」と「人
間性の回復」をテーマに、荒川と彩湖周辺の自
然に関する展示、自然体験学習の場としてさま
ざまな講座を提供している。

長島記念館

住所：熊谷市小八林1022
電話：0493-39-2025
元埼玉銀行頭取長島恭助の生家を利用して、平
成6 年に開設された記念館。石蔵を改装した展
示室には、生前のコレクションの書画50 点が
展覧されており、併設の築三百年の母屋ともど
も、訪れる人を優しく迎えてくれる。

長瀞町郷土資料館

住所：秩父郡長瀞町大字長瀞1164
電話：0494-66-0297
景勝地長瀞の明治から昭和の時代の、民具や農
具に重きを置いて展示している。
また、隣接して江戸時代後期の家屋「国指定文
化財の旧新井家住宅」を管理公開している。

滑川町
エコミュージアムセンター
住所：比企郡滑川町大字福田763-4
電話：0493-57-1902

荒川地域の伝統文化を保存するために、昭和52
年に建設された。歌舞伎笠鉾・串人形をはじめ
とする数多くの民俗資料を展示公開している。
¥ 無料 休 月曜日（祝日の場合はその翌日）

“関東一ため池の多い”滑川町の自然や文化をま
るごと博物館に見立て活用するための拠点。絶
滅に瀕するミヤコタナゴ（国の天然記念物）の野
生復帰を目指し、繁殖にも取組む。「国営武蔵
丘陵森林公園」南口のすぐ前。

秩父錦
「酒づくりの森」
酒蔵資料館

新座市立歴史民俗資料館

1749 年
（寛延2年 ）近江商人矢尾喜兵衛が創業
以来260 有余年、平成6 年より現所在地に観光
酒蔵と共に資料館を併設、秩父の歴史と造り酒
屋の歴史資料を展開。

県指定史跡の野火止用水の紹介を中心に、晩年
の一時期市内に住んでいたことのある日本初の
南極探検家・白瀬矗中尉の南極探検時の写真と
アルバムや、地元農家の方と交わした手紙など
を常設展示している。

住所：秩父市別所字久保ノ入1432
電話：0494-22-8787

秩父宮記念三峰山博物館
住所：秩父市三峰298-1
電話：0494-55-0241

三峯神社に伝わる宝物や信仰資料又秩父宮家ゆ
かりの宝物類を展示保存する博物館として、昭
和51 年開館。神仏混淆時代の観音像をはじめ
とする仏教資料、秩父宮家御下賜品、神使であ
るニホンオオカミ関連資料等展示中。

秩父美術館・佛教資料館
住所：秩父市永田町7-1
電話：0494-23-1177

秩父美術館1 階は物故郷土画家の作品を常設展
示。2 階は佛教資料館となっており佛教創世記
からの資料の常設展示となっている。併設して
いる秩父美術館ギャラリーでは秩父と所縁のあ
る現代画家達の特別展等を開催。

鉄道博物館

住所：さいたま市大宮区大成町3-47
電話：048-651-0088
日本最大の鉄道専門博物館。実物車両を中心に
展示するヒストリーゾーンや、鉄道の仕組み
を学ぶラーニングゾーン等8 ゾーンに分かれる。
人気のミニ運転列車など体験展示も充実。日本
最大級の模型鉄道ジオラマは圧巻。

住所：新座市片山1-21-25
電話：048-481-0177

日本工業大学工業技術博物館
住所：南埼玉郡宮代町学園台4-1
電話：0480-33-7545

1987 年にキャンパス内に開設し、一般にも無
料公開している。展示品は、わが国産業の発展
に貢献した工作機械270 台等。かつての町工
場、国家プロジェクトで開発されたガスタービ
ン、1891年英国製のSLも展示している。

日本万華鏡博物館

住所：川口市幸町2-1-18-101
電話：048-255-2422
世界で唯一、万華鏡の歴史200年を学んで、 手
作りして、見ることのできる博物館。
開 10:00〜18:00で予約優先
¥ 見るコース…約30分 1000円
休 不定休
作るコース…約60分 3000円前後

深沢七郎文学記念館

毛呂山町歴史民俗資料館

住所：加須市上崎2562-5
電話：0480-73-6219

住所：入間郡毛呂山町大字大類535
電話：049-295-8282

2012 年に久喜市に全資料2000 点近く寄贈。
2014年4 月に再び開館へ。「少しずつ」をテー
マに資料収集活動を行い、深沢文学を後世に伝
えるため、個人的に尽力活動継続する。
（観覧
は予約制）

鎌倉街道や県指定文化財・延慶の板碑、越辺川
沿いに広がる古墳群など、恵まれた文化遺産に
囲まれた資料館。常設展示では原始〜近世まで
の通史と出雲伊波比神社の流鏑馬などの伝統行
事や民俗資料を紹介。 ¥ 無 料

武甲山資料館

八潮市立資料館

住所：秩父市大宮6176
電話：0494-24-7555

住所：八潮市大字南後谷763-50
電話：048-997-6666

石灰岩の採掘で山容が変わり行く武甲山の全貌
を後世に伝える資料館。展示物は武甲山の地形
と地質、動植物、石灰石の採掘と緑化活動など。
開 9:00〜16:00
¥ 一般200円
休 火曜日
（祝日は開館）

1989 年に開館した郷土博物館。1876 年に創
建された古民家を併設し、博物館、地域文書館
及び文化財センターとしての機能を併せ持つ。
常設展示、企画展示、各種体験講座等を開催。
休 月曜
（祝日の場合は翌日）
・年末年始

富士見市立水子貝塚資料館

山崎美術館

住所：富士見市大字水子2003-1
電話：049-251-9686

住所：川越市仲町4-13
電話：049-224-7114

縄文時代前期の国指定史跡水子貝塚公園に隣接
しており、市内の遺跡から出土した土器や石器
などの資料約500点を展示している。 県指定有
形文化財の獣面装飾付土器は縄文人の思想と技
巧を今に伝える優品である。

昭和57 年開館。天明3 年創業の和菓子の老舗
「龜屋」の山崎家に伝わる、明治時代を代表する
日本画の巨匠「橋本雅邦」の作品を中心とする、
美術・工芸品のコレクションを展示。井戸のあ
る休憩所で茶菓のサービスを楽しめる。

富士見市立難波田城資料館

やまとーあーとみゅーじあむ

住所：富士見市大字下南畑568-1
電話：049-253-4664

住所：秩父市大宮坂氷6175-1
電話：0494-22-8822

戦国時代の城跡を整備した難波田城公園にあり、
中世から近現代の地域史を展示している。
園内は、堀や土塁を復元した城跡ゾーンと、市
内の古民家を移築したゾーンに分かれている。
土日祝日の午後に「ちょこっと体験」を開催。

秩父市羊山（ひつじやま）公園内にある美術館。
日本有数の棟方志功コレクションで有名。
棟方の代表作「ニ菩薩釈迦十大弟子」をはじめ、
秩父の美しい自然環境の中で輝きを増す迫力の
作品群は必見。

ふじみ野市立大井郷土資料館

横瀬町歴史民俗資料館

住所：ふじみ野市大井中央2-19-5
電話：049-263-3111

住所：秩父郡横瀬町大字横瀬2000
電話：0494-24-9650

「みち」をテーマとして、川越街道と大井宿など
の資料を中心に、大井地区の歴史、民俗を常設
展示で紹介。五月人形・天王様・ひな人形など
の季節展示、子ども対象の体験学習や古文書講
座などの教育普及活動も行う。

展示テーマ：武甲山をめぐる自然と生活、地場
産業の移り変わり 開 9:00〜16:30
¥ 一般
［高校生以上］200円（160円 ）
小中学生無料 （ ）内は20名以上
休 国民の祝日、月曜日、年末年始

ふじみ野市立
上福岡歴史民俗資料館

吉見町埋蔵文化財センター
住所：比企郡吉見町大字北吉見321
電話：0493-54-9111

住所：ふじみ野市長宮1-2-11
電話：049-261-6065

上福岡地区の歴史・民俗を紹介する資料館。
「新
河岸川〜その社会と文化〜」をメインテーマと
した常設展示では、新河岸川舟運、座敷ぼうき、
陸軍造兵廠川越製造所などの資料を展示。他に
企画展・講座等の事業も開催。

ミニ博物館

吉見町埋蔵文化財センターは、国指定史跡吉見
百穴公園に所在。吉見町の歴史と文化財の拠点
となる施設で、勾玉づくり・埴輪づくりなどの
体験学習ができる。
¥ 吉見百穴公園 大人300円

地球＆宇宙

立正大学博物館

住所：草加市稲荷3-20-14
電話：048-936-0339

住所：熊谷市万吉1700
電話：048-536-6150

300年前の地球儀・天球儀のレプリカから、 人
工衛星が捉えた地球の最新の姿が見られる。岩
石・鉱物標本、プラネタリウム見学可。
開 毎週火曜日
（要予約）
¥ 一人100円 。 駐 有

当館は、大学教育に資することを目的とし開館
した。開設にあたっては考古資料を中心として
きたが、歴史・自然部門の資料を充実させた、
総合博物館を目指して活動している。
開 10:00〜16:00
¥ 無料 休 火曜・日曜

宮代町郷土資料館

蕨市立歴史民俗資料館

住所：南埼玉郡宮代町字西原289
電話：0480-34-8882

住所：蕨市中央5-17-22
電話：048-432-2477

常設展のほか、特別展・企画展を年3 回開催。
敷地内には町指定文化財の建物が数棟、保存・
公開されている。
開 9:30〜16:30
休 月曜日
（祝日は開館）
・祝
日直後の平日・年末年始・館内整理日

蕨の歴史や文化を、中山道の宿場町・蕨宿、織
物の町・蕨などテーマごとに展示。
開 9:00〜16:30
¥ 無料
休 月曜日
（祝日の場合は翌日も）、祝日（4/29・
11/3は除く）、年末年始（12/29〜1/3）

三芳町立歴史民俗資料館
住所：入間郡三芳町大字竹間沢877
電話：049-258-6655

「拓く」をテーマに、武蔵野台地に暮らしてきた
人々の時代を追った展示、および産業
（さつま
芋）、教育（寺子屋）
、芸能（竹間沢車人形）に関
する展示を行っている。敷地内には移築復元さ
れた旧池上家住宅がある。

鉢形城歴史館・
寄居町埋蔵文化財センター
住所：大里郡寄居町大字鉢形2496-2
電話：048-586-0315

平成16年10 月に史跡鉢形城跡のガイダンス施
設として開館し、鉢形城の歴史などを紹介する
常設展示のほか、企画展示や各種イベントを開催。
休 月曜
¥ 200円
（祝日の場合は翌日）

埼玉県博物館連絡協議会とは…
埼玉県博物館連絡協議会（埼博連）は、埼玉県内に所在する博物館（博物館類似の
施設を含む）相互の連絡提携を目的とした組織です。昭和49年10月に創立した

当初はわずか17館園によって活動をスタートしましたが、現在では76館園（分

学校給食歴史館
住所：北本市朝日2-288
電話：048-592-2115

明治22年 、山形県鶴岡町で始まった学校給食
は、戦中、戦後の中断を乗り越え、昭和29 年
学校給食法の制定を受けて現在の充実した内容
となった。学校給食の歴史を学び、食育につい
て理解を深める博物館。

上里町立郷土資料館

住所：児玉郡上里町大字七本木67
電話：0495-33-2682
常設展示では「母なる川、神流川、この大地に
営まれた先人たちの生活をたどる」を展示テ−
マとして町内遺跡出土の考古資料や河岸場など
の河川交易に関する資料を展示している。この
ほか、特別展も開催している。

木の博物館

木力館

住所：さいたま市岩槻区新方須賀558-2
電話：048-799-1560
全国でも珍しい木の博物館。伝統工法「通し貫
工法」を用いており建物自体が展示物。木のサ
ンプルを多数用意、見て触って香りを嗅いで、
本物の木の良さを五感で体感出来るのが特徴。
年中無休、その他詳細はHP参照。

行田市郷土博物館
住所：行田市本丸17-23
電話：048-554-5911

行田市の歴史資料を収集・保存・展示する施設
として忍城本丸跡に開館した。常設展示では「中
世の行田」「近世の行田」「足袋と行田」「古代
の行田」のテーマ別に関連する資料を展示して
いる。

埼玉県立
歴史と民俗の博物館

住所：さいたま市大宮区高鼻町4-219
電話：048-645-8171
県立博物館と県立民俗文化センターが統合し、
2006年 、リニューアルオープンした人文系総
合博物館。大宮公園に位置し、常設展示の他、
特別展・企画展、
体験プログラムを提供する
「ゆ
め体験ひろば」
がある。

さいたま市大宮盆栽美術館
住所：さいたま市北区土呂町2-24-3
電話：048-780-2091

2010 年開館した総合的な盆栽文化を発信する
世界で初めての公立の盆栽美術館。格式にあわ
せた盆栽の飾り方を鑑賞できる
「座敷飾り」
コー
ナーや、季節に合わせた見ごろの盆栽を展示す
る盆栽庭園などがある。

坂戸市立歴史民俗資料館
住所：坂戸市大字石井1800-6
電話：049-284-1052

昭和13 年に建設された旧坂戸市立勝呂小学校
を移設し、昭和55年に開館。木造校舎を利用し、
古墳から出土した埴輪や古代寺院である勝呂廃
寺の瓦、板碑などの考古資料や多数の民具を展
示している。

サトエ記念21世紀美術館
住所：加須市水深大立野2067
電話：0480-66-3806

サトエ記念21世紀美術館は『日本庭園と彫刻と
絵画の美術館』というキャッチフレーズのとお
り､ 日本庭園には20余点の彫刻作品が配され ､
秋田杉を基調とする館内では絵画作品を中心に
展示している。

東玉・人形の博物館

住所：さいたま市岩槻区本町3-2-32
電話：048-756-1111

日本の美しい季節ごとの行事、五節供（人日・
上巳・端午・七夕・重陽の節供）をテーマに常
設展示。江戸時代から現代までの人形を紹介し、
また人形作りの体験学習も楽しめる。

所澤郷土美術館

住所：所沢市久米1447-1
電話：04-2922-2965
幕末期、安政元年に建てられた医家住宅を、所
沢ゆかりの芸術家作品を展示する美術館に。長
屋門や式台玄関、駕籠なども当時のまま。平
成17年 、国登録文化財に。 開 10:00〜16:30
（4〜11月の日･祝日のみ） ¥ 無 料

羽生市立郷土資料館
住所：羽生市大字下羽生948
電話：048-562-4341

約17 万冊を所蔵する図書館と併設された総合
資料館。小説『田舎教師』に関する通常展示のほ
か、年2 回の企画展を開催。企画展開催準備の
ための展示室の閉鎖があり、展示期間・休館日
については事前確認が必要。

飯能市郷土館

住所：飯能市大字飯能258-1
電話：042-972-1414
名勝天覧山の麓に位置し、テラスからは飯能河
原を一望できる。シンボル展示「筏」をはじめと
した常設展示の他、年間を通じて特別展・企画
展など様々な展示やイベントを開催している。
¥ 無料 駐 有 り

館等を含むと83館園）を数えるまでになりました。その活動も先進的な内容の研

究会や博物館研修、緊急時の相互支援体制の確立など多彩な事業を実施していま
す。また、県内を東北部・西部・南部・秩父の4つの地域にわけた地域別活動も
行い、地域博物館の活性化にも積極的に取り組んでいます。

ホームページ

発行

http://www.saihakuren.net/

埼玉県博物館連絡協議会事務局
（埼玉県立歴史と民俗の博物館内）
TEL

048 645 8171

FAX

048 645 7321
（2014年10月17日発行）

