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ホームページ 特記事項・注意事項

1 特別展「子ども／おもちゃの博覧会」
10月12日（土）～
11月24日（日）

9:00～16:30
埼玉県立歴史と民俗の博物館（さいたま
市大宮区高鼻町4-219）

埼玉県立歴史と民俗の博物館
（048-645-8171）

http://www.saitama-
rekimin.spec.ed.jp/

一般600円、高校生・学生300
円、中学生以下と障害者手帳お
持ちの方（付添1名含む）は無
料、月曜休館（11/4は開館）

2 特集展示「国宝公開 太刀・短刀」
9月14日（土）～11
月17日（日）

9:00～16:30
埼玉県立歴史と民俗の博物館（さいたま
市大宮区高鼻町4-219）

埼玉県立歴史と民俗の博物館
（048-645-8171）

http://www.saitama-
rekimin.spec.ed.jp/

一般300円、高校生・学生150
円、中学生以下と障害者手帳お
持ちの方（付添1名含む）は無
料、月曜休館（11/4は開館）

3
特別展関連講演会「おもちゃからみる子ども
と社会」

10月27日（日） 14：00～15：30
埼玉県立歴史と民俗の博物館（さいたま
市大宮区高鼻町4-219）

埼玉県立歴史と民俗の博物館
（048-645-8171）

http://www.saitama-
rekimin.spec.ed.jp/

定員150名

4
特別展関連ワークショップ「おもちゃで学ぼ
う」

11月4日（月）、11
月17日（日）

10：30～12：00
13：30～15：00

埼玉県立歴史と民俗の博物館（さいたま
市大宮区高鼻町4-219）

埼玉県立歴史と民俗の博物館
（048-645-8171）

http://www.saitama-
rekimin.spec.ed.jp/

定員各回50名

5
特別展関連事業「作って遊ぼう、折り紙教
室」

11月10日（日）
10：30～12：00
13：00～15：00

埼玉県立歴史と民俗の博物館（さいたま
市大宮区高鼻町4-219）

埼玉県立歴史と民俗の博物館
（048-645-8171）

http://www.saitama-
rekimin.spec.ed.jp/

6 お囃子体験教室「さんてこ囃子」 11月9日（土） 13：30～15：30
埼玉県立歴史と民俗の博物館（さいたま
市大宮区高鼻町4-219）

埼玉県立歴史と民俗の博物館
（048-645-8171）

http://www.saitama-
rekimin.spec.ed.jp/

定員各回25名

7 弥生時代復元住居見学会 11月14日（木）
埼玉県立歴史と民俗の博物館（さいたま
市大宮区高鼻町4-219）

埼玉県立歴史と民俗の博物館
（048-645-8171）

http://www.saitama-
rekimin.spec.ed.jp/

8 企画展「徹底解剖！埼玉古墳群」
9月14日（土）～11
月14日（木）

9:00～16:30
埼玉県立さきたま史跡の博物館（行田市
埼玉4834）

同左（048-559-1181）
http://www.sakitama-
muse.spec.ed.jp/

入館料200円

9 企画展ガイドツアー

10月6日・13日・20
日・27日・11月3
日・10日（全て日
曜）

14:00～14:30
埼玉県立さきたま史跡の博物館（行田市
埼玉4834）

同左（048-559-1181）
http://www.sakitama-
muse.spec.ed.jp/

入館料200円

10 古代体験「火おこしに挑戦」 10月6日（日） 10:00～15:25
埼玉県立さきたま史跡の博物館（行田市
埼玉4834）

同左（048-559-1181）
http://www.sakitama-
muse.spec.ed.jp/

参加費100円、8回実施、各回定
員5組（当日先着順）

11 古典の日記念事業 古墳群ガイドツアー 11月2日（日） 14:00～15:00
埼玉県立さきたま史跡の博物館（行田市
埼玉4834）

同左（048-559-1181）
http://www.sakitama-
muse.spec.ed.jp/

参加費無料、定員30名（当日先
着順）

12 古代体験「古代人に変身」 11月9日（土） 10:30～15:00
埼玉県立さきたま史跡の博物館（行田市
埼玉4834）

同左（048-559-1181）
http://www.sakitama-
muse.spec.ed.jp/

参加費100円、4回実施、各回定
員10名（当日先着順）

13 さきたま秋祭り 11月14日（木） 9:00～16:30
埼玉県立さきたま史跡の博物館（行田市
埼玉4834）

同左（048-559-1181）
http://www.sakitama-
muse.spec.ed.jp/

入館無料、参加費はイベントご
とに異なる。

14
巡回文化財展比企のタイムカプセル19「比
企の天然記念物（写真展）」

10月22日（火）～
11月24日（日）

9:00～16:30
埼玉県立嵐山史跡の博物館（嵐山町菅
谷757）

同左（0493-62-5896）
http://www.ranzan-
shiseki.spec.ed.jp/

一般100円、学生50円、中学生
以下無料

15 県民の日記念事業「昔の遊び体験」 11月14日（木） 10:00～15:00
埼玉県立嵐山史跡の博物館（嵐山町菅
谷757）

同左（0493-62-5896）
http://www.ranzan-
shiseki.spec.ed.jp/

無料

16 館跡ガイドツアー 11月16日（土） 11:00～12:00
埼玉県立嵐山史跡の博物館（嵐山町菅
谷757）

同左（0493-62-5896）
http://www.ranzan-
shiseki.spec.ed.jp/

無料

17
企画展「戦国大名は如何にして軍需を調達
したか」

11月30日（土）～2
月16日（日）

9:00～16:30
埼玉県立嵐山史跡の博物館（嵐山町菅
谷757）

同左（0493-62-5896）
http://www.ranzan-
shiseki.spec.ed.jp/

一般100円、学生50円、中学生
以下無料

18
企画展「DECODE/出来事と記録－ポスト工
業化社会の美術」

9月14日（土）～
11月4日（月）

10:00～17:30
埼玉県立近代美術館（さいたま市浦和
区常盤9-30-1）

同左（048-824-0111）
http://www.pref.spec.ed.jp
/momas/

企画展：一般1100円、大高生
880円
常設展：一般200円、大高生100
円

19
企画展「ニューヨーク・アートシーン －ロス
コ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで
滋賀県立近代美術館コレクションを中心に」

11月14日（木）
～1月19日（日）

10:00～17:30
埼玉県立近代美術館（さいたま市浦和
区常盤9-30-1）

同左（048-824-0111）
http://www.pref.spec.ed.jp
/momas/

企画展：一般1200円、大高生
960円
常設展：一般200円、大高生100
円

20
特別展「知って！埼玉 化石でたどる2000万
年」

7月6日（土）～
令和2年1月13日
（月・祝）

9:00～16:30
埼玉県立自然の博物館（長瀞町長瀞
1417-1）

同左（0494-66-0407）
http://www.shizen.spec.ed.
jp/?page_id=641

一般200円、高校・大学生100
円、中学生以下と障害者手帳
等をお持ちの方（介助者1名）は
無料
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21
企画展「熊谷の記録と文化－RWC（ラグビー
ワールドカップ）の地を訪れる－」

9月10日（火）～12
月8日（日）

9:00～17:00
埼玉県立文書館
（さいたま市浦和区高砂4-3-18）

埼玉県立文書館（048-865-0112）
http://www.monjo.spec.ed.
jp/?page_id=21

入場無料
月曜日、祝日及び10月31日
（木）は休館

22 県庁渡り廊下展示「戦後報道写真」
10月30日（水）～
11月12日（火）

8:30～17:15
埼玉県庁3階渡り廊下
（さいたま市浦和区高砂3-15-1）

埼玉県立文書館（048-865-0112）
http://www.monjo.spec.ed.
jp/?page_id=21

土・日は閉庁

23 子供地図教室 11月10日（日） 9:00～12:00

埼玉県立文書館
（さいたま市浦和区高砂4-3-18）
別所沼公園
（さいたま市南区別所）

埼玉県立文書館（048-865-0112）
http://www.monjo.spec.ed.
jp/?page_id=20

10月1日（火）～10月31日（木）
に埼玉県電子申請システムから
お申込みください。（応募多数の
場合は抽選）

24 古文書講座・中級編
11月6日（水）
11月13日（水）
11月20日（水）

10:00～12:00
埼玉県立文書館
（さいたま市浦和区高砂4-3-18）

埼玉県立文書館（048-865-0112）
http://www.monjo.spec.ed.
jp/?page_id=37

10月1日（火）～10月7日（月）に
往復はがき又は電子申請シス
テムからお申込みください。（応
募多数の場合は抽選）

25 もんじょ館でアーカイブズ（はんこづくり） 11月14日（木）

9:45～10:30
10:45～11:30
12:45～13:30
13:45～14:30
14:45～15:30

埼玉県立文書館
（さいたま市浦和区高砂4-3-18）

埼玉県立文書館（048-865-0112）
http://www.monjo.spec.ed.
jp/?page_id=20

当日、会場受付でお申し込みく
ださい。（先着順）

26 最新出土品展
11月9日（土）～11
月22日（金）

10:00～21:00 コクーンシティ２
さいたま市教育委員会文化財保
護課埋蔵文化財係（048-829-
1724）

https://www.city.saitama.j
p/006/014/008/003/007/
006/p061346.html

見学無料

27 真福寺貝塚発掘調査現地見学会 10月19日（土）
10:00～11:30
13:30～15:00

真福寺貝塚発掘調査現場（さいたま市岩
槻区城南三丁目）

さいたま市教育委員会文化財保
護課埋蔵文化財係（048-829-

無料（当日現地集合）

28
文化財の特別公開事業（薬王寺円空仏像
群 外）

11月中旬（10日
前後の土日予
定）

13:00～15:00
（予定）外

薬王寺（見沼区島町1086）外
さいたま市教育委員会文化財保
護課文化財保護係（048-829-
1723）

https://www.city.saitama.j
p/004/005/006/003/toku
betukoukai2019.html（10月
以降公開予定）

見学無料
詳細はＴＥＬもしくはHPで確認願
います。

29 「旧田中家住宅で抹茶のひととき」 11月3日（祝）
10：00～15：00
（予定）

川口市立文化財センター分館旧田中家
住宅（川口市末広1-7-2）

川口市立文化財センター分館郷
土資料館
048-283-3552

www.kawaguchi-
bunkazai.jp/tanaka/index.h
tml

茶席券（300円）を事前及び当日
に販売。
（旧田中家住宅の入場料とし
て、一般210円、小中学生50円
が別途必要）

30
企画展「旧田中家住宅 重要文化財指定記
念 川口味ものがたり ～水が育んだ酒・
ソース・味噌～」

10月12日（土）～
12月22日（日）

9：30～16：30
（月曜日休館
※月曜日が祝
日の場合は、
その直後の平
日）

＜第１展示＞
川口市立文化財センター分館郷土資料
館（川口市鳩ヶ谷本町2－1－22）

＜第２展示＞
川口市立文化財センター分館旧田中家
住宅（川口市末広1-7-2）

川口市立文化財センター分館郷
土資料館
048-283-3552

www.kawaguchi-
bunkazai.jp/kyoudo/index.h
tml

入場料
・郷土資料館
一般100円、小中学生50円
・旧田中家住宅
一般210円、小中学生50円

※関連イベントあり（予定）
事前申込制

31
企画展「日光道中草加宿と参勤交代-一関
藩を中心として-」

9/28～12/28 9:00～16:30
草加市立歴史民俗資料館
（埼玉県草加市高砂1-11-29）

048-922-0402

32
れきみん体験教室「昔の道具を使ってみよ
う」

11月2日 10:00～12:00
草加市立歴史民俗資料館
（埼玉県草加市高砂1-11-29）

048-922-0402
小学生対象（定員15名）
10/6より申込受付開始

33
ギャラリートーク「日光道中草加宿と参勤交
代-一関藩を中心として-」

11月3日 14:00～15:00
草加市立歴史民俗資料館
（埼玉県草加市高砂1-11-29）

048-922-0402 事前申込不要

34 「文化の日」特別講座 11月3日（日・祝） 未定 新座市立歴史民俗資料館
新座市立歴史民俗資料館
（048－481-0177）

http://www.city.niiza.lg.jp/
soshiki/97/

人数制限あり（要事前申込）

35 上尾の昔～あそび・くらし展～
10月5日（土）～14
日(月）

9：00～16：30
上尾市自然学習課（上尾市大字畔吉
178）

上尾市教育委員会生涯学習課
（048-775-9496）

未定
上尾市自然学習館（048-780-
1030）

36 第2回あげお歴史セミナー 未定 未定 未定
上尾市教育委員会生涯学習課
（048-775-9496）

未定

37
企画展示（仮題）「古代の国造りと宮ノ脇遺
跡」

11月中旬～12月
下旬

9：00～16：30
桶川市歴史民俗資料館
（桶川市川田谷4405－4）

同左
（048－786－4030）

入場無料・月曜日休館



38 「デーノタメ遺跡が語るもの」展
土・日・祝日を除く
4月1日から3月31
日まで

9：00～17：15 北本市役所1階ロビー(会計課横)
文化財保護課
℡：048-594-5566(直通)

http://www.city.kitamoto.s
aitama.jp/bunka_sports/bu
nka/1545809512142.html

39
国指定史跡河越館跡活用事業 河越流鏑
馬

R1.11.16 12:00～16:00
川越市上戸192-2ほか 国指定史跡河越
館跡

049-224-6097（文化財保護課/平
日のみ8:30～17:15）

掲載予定 入場無料、荒天中止

40
第47回企画展 北武蔵剣術物語－川越藩
剣術師範大川平兵衛とその時代－（仮題）

10月12日(土）～11
月24日(日）

9：00～17：00 川越市立博物館（川越市郭町2-30-1） 同左 049-222-5399
http://museum.city.kawago
e.saitama.jp/

入館料一般200円、学生100円

41 民俗芸能実演 川越祭り囃子（中台） 11月3日(日）
11:00、
13:00(予定）

川越市立博物館（川越市郭町2-30-1） 同左 049-222-5399
http://museum.city.kawago
e.saitama.jp/

無料（館内観覧は有料）

42 国登録有形文化財「秋田家住宅」特別公開 11月3日（祝） 10:00～15:00
国登録有形文化財「秋田家住宅」
（所沢市寿町527）

所沢市教育委員会文化財保護課
（04－2998－9253）

https://www.city.tokoroza
wa.saitama.jp/

入場無料

43 旧石川組製糸西洋館一般公開
11月5日(火)～10
日(日)

10:00～16:00
旧石川組製糸西洋館(入間市河原町13
－13)

入間市博物館ALIT
（04－2934－7711）

http://www.city.iruma.saita
ma.jp

入館料:一般200円中学生以下
無料

44 旧黒須銀行特別公開
11月8日(金)、9
日(土)

10:00～16:00 旧黒須銀行（入間市宮前町5－33）
入間市博物館ALIT
（04－2934－7711）

http://www.city.iruma.saita
ma.jp

無料

45
文化財めぐり～藤沢地区のたからものを探
る～

11月30日(土) 9:00～12:00
(集合場所)藤沢公民館
(入間市下藤沢846-1)

入間市博物館ALIT
（04－2934－7711）
申込は藤沢公民館(04-2962-
6475)

http://www.city.iruma.saita
ma.jp

無料
定員:先着30名(電話による事前
申し込み)

46
アリットフェスタ2019特別展
―狭山茶取引開始200周年記念―
史料で読み解く・狭山茶の歴史

10月31日（木）～
12月8日（日）

9:00～17:00 入間市博物館ALIT（入間市二本木100）
入間市博物館ALIT
（04－2934－7711）

http://www.alit.city.iruma.s
aitama.jp

特別展観覧料:一般200円
大学生以下無料

47
アリットフェスタ2019特別展関連講座
狭山茶の歴史Ⅰ―「河越茶」と「慈光茶」―

11月9日（土） 13:30～15:30 入間市博物館ALIT（入間市二本木100）
入間市博物館ALIT
（04－2934－7711）

http://www.alit.city.iruma.s
aitama.jp

無料
定員:先着140名(電話による事
前申し込み)

48
アリットフェスタ2019特別展関連講座
狭山茶の歴史Ⅱ―「復興」から「現在」―

11月16日（土） 13:30～15:30 入間市博物館ALIT（入間市二本木100）
入間市博物館ALIT
（04－2934－7711）

http://www.alit.city.iruma.s
aitama.jp

無料
定員:先着140名(電話による事
前申し込み)

49
アリットフェスタ2019特別展関連見学ツアー
狭山茶の起源を訪ねて―「河越茶」・「慈光
茶」―

11月20日(水) 9:00～17:00
（集合場所）入間市博物館ALIT
（入間市二本木100）

入間市博物館ALIT
（04－2934－7711）

http://www.alit.city.iruma.s
aitama.jp

有料
定員:先着30名(往復ハガキによ
る事前申し込み)

50
アリットフェスタ2019特別展関連見学ツアー
狭山茶の誕生・発展の地を訊ねて

11月29日(金) 10:00～16:00
（集合場所）入間市博物館ALIT
（入間市二本木100）

入間市博物館ALIT
（04－2934－7711）

http://www.alit.city.iruma.s
aitama.jp

有料
定員:先着25名(往復ハガキによ
る事前申し込み)

51 家族でめぐろう 坂戸地区の歴史と文化財 11月10日（日） 9:00～12:00 坂戸市内
坂戸市立歴史民俗資料館
(049-284-1052)

https://www.city.sakado.lg.
jp/soshiki/60

参加費無料
定員24名（事前申込制・先着
順）

52 「遠足の聖地の文化財」展
9月3日(月）～12月
22日

午前9時～午
後5時

日高市立高麗郷民俗資料館
（日高市大字梅原２番地）

日高市教育委員会生涯学習課文
化財担当（042-985-0290）

http://www.city.hidaka.lg.jp
/culture－
sports/8/3580.html

入場無料

53 鶴ヶ島市指定無形文化財 高倉獅子舞
11月2日（土）
11月3日（祝）

11月2日（土）：
13:00～16:30
11月3日（祝）：
12:00～17:30
（予定）

日枝神社境内
（鶴ヶ島市大字高倉36）

鶴ヶ島市教育委員会生涯学習ス
ポーツ課文化財担当（049-285-
2194）

http://www.city.tsurugashi
ma.lg.jp/page/page000487.
html

54
令和元年度後期企画展『毛呂山町 遺跡調
査６０年のあゆみ ～明かされてきた遥かな
もろやま～』

10月12日（土）～
令和2年3月1日
（日）

9:00～17:00 埼玉県入間郡毛呂山町大字大類535番1
毛呂山町歴史民俗資料館
（049-295-8282）

『毛呂山町歴史民俗資料
館』で検索

入館無料

55
指定文化財特別公開『桂木寺木造伝釈迦
如来坐像』

10月19日（土）～
11月17日（日）

9:00～17:00 埼玉県入間郡毛呂山町大字大類535番1
毛呂山町歴史民俗資料館
（049-295-8282）

『毛呂山町歴史民俗資料
館』で検索

入館無料

56
埼玉県指定無形民俗文化財
『出雲伊波比神社のやぶさめ』

11月3日（日・文
化の日）

9:00～18:00頃 埼玉県入間郡毛呂山町岩井西5-17-1
毛呂山町歴史民俗資料館
（049-295-8282）

『毛呂山町歴史民俗資料
館』で検索

57
第47回越生町文化祭
越生町の文化財展示コーナー開設

11月3日（日）～4
日（月・祝）

10：00～16：00
越生町中央公民館
（越生町越生917番地）

越生町教育委員会生涯学習課
（049-292-3223）

http://www.town.ogose.sai
tama.jp/

見学無料



58 第４３回民俗芸能祭 11月4日（月） 10:00～15:00
東松山市千年谷公園、スリーデーマーチ
パレードコース特設ステージ

東松山市教育委員会社会教育課
埋蔵文化財センター 0493-27-
0333

http://www.city.higashimat
suyama.lg.jp/

開催時間
千年谷公園
10:00～14:00頃
パレードコース特設ステージ
12:00～15:00頃

59
比企地区文化財めぐり
～松山城主上田氏ゆかりの地を歩く・東秩
父村～

11月14日（木） 8:30～17:00
（集合場所）東松山市役所
（開催地）東秩父村

東松山市教育委員会社会教育課
埋蔵文化財センター 0493-27-
0333

http://www.city.higashimat
suyama.lg.jp/

市内在住・在勤の方対象

60 令和元年度小川和紙フェスティバル 11月24日
埼玉伝統工芸会館（小川町大字小川
1220）

小川町にぎわい創出課

61
埼玉県芸術文化祭2019芸術文化ふれあい
交流フェア

11月24日 10:00～15:30 大宮ソニックシティ 埼玉県048‐830‐6921

62 川島町中央文化展（古民具・古農具展示）
11月1日（金）
～5日（火）

9:30～17:00 川島町民体育館（川島町下八ツ林923） 049-299-1711

63 郷土芸能発表会 11月3日（日） １１：００頃～
吉見町大字中新井５０８
吉見町町民会館

吉見町埋蔵文化財センター
0493-54-9111

http://www.town.yoshimi.s
aitama.jp/index.html

吉見町文化祭の舞台発表にゲ
スト出演する。

64
比企のタイムカプセル１９ 「比企の名勝・天
然記念物」

10月１6日(水)～20
日(日)

10:00～17:00
滑川町エコミュージアムセンター
(滑川町福田７６３－４)

滑川町教育委員会文化財保護担
当（0493－57－1902）

入場無料
月曜日・第3日曜日・祝日休館

65
『比企地区文化財めぐり』
「タイトル未定・東秩父村」

11月14日(木)
9:00～15:30(予
定)

東秩父村内 各所
(浄蓮寺・安戸城跡、他 予定)

滑川町教育委員会文化財保護担
当（0493－57－1902）

参加費無料・小雨決行
募集人員30名(事前申込制)

66 企画展「滑川町の土器にドキドキ展」
11月6日(水)～16
日(土)

10:00～17:00
滑川町エコミュージアムセンター
(滑川町福田７６３－４)

滑川町教育委員会文化財保護担
当（0493－57－1902）

入場無料、広報11月号に詳細
掲載 月曜日・第3日曜日・祝日

67 史跡小倉城跡見学会 11月2日（土） 9:00～12:00
史跡小倉城地内
（ときがわ町大字田黒１１８４番地）

ときがわ町教育委員会生涯学習
課(0493-65-1521)

雨天中止

68 郷土資料室一般公開 11月3日（祝） 9:00～14:00
ときがわ町郷土資料室
（ときがわ町大字桃木４１番地）

ときがわ町教育委員会生涯学習
課(0493-65-1521)

入場無料

69
歌舞伎・郷土芸能祭
(第49回小鹿野町郷土芸能祭)

11/16・17 10:00～16:00
小鹿野文化センター
(小鹿野町小鹿野167-1)

小鹿野町教育委員会社会教育課
(0494-75-0063)

https://www.town.ogano.lg.
jp/kabuki/kabukinittei/

70 長瀞町文化展
11月1日(金)～
11月3日(祝・日)

９時～１６時
最終日は１５時
３０分まで

長瀞町中央公民館
埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷3312

長瀞町文化団体連合会事務局
０４９４－６６－３１１３

入場無料

71 旧皆野町農山村具展示館 特別開館 10月27日（日）
１０：００～１５：
００

旧皆野町農山村具展示館
（皆野町大字皆野３６０２）

皆野町教育委員会社会教育担当
（０４９４－６２－４５６３）

http://www.town.minano.s
aitama.jp

入場無料

72 よこぜまつり（町の郷土祭） 10月27日（日） 9:30～15:30頃
横瀬町町民会館ホール・横瀬町町民会
館駐車場他

・よこぜまつり実行委員会事務局
0494‐25‐0114（町振興課）

・文化財担当課（教育委員会）
0494‐25‐0118

http://www.town.yokoze.s
aitama.jp/

※イベント内容のひとつとして、
町内の指定無形民俗文化財保
存団体（人形芝居・獅子舞・神
楽）による各種演目の上演を行
います。

73
勾玉つくり・神川せんべい手焼き体験・火起
こし体験

11月2（土）～3日
（日）

10:00～15:00
（2日） 10：00
～12：00（3日）

神川町中央公民館（神川町植竹867-2）
神川町生涯学習課文化財担当
（０２７４－５２－２５８６）

詳細はＴＥＬで確認願います。

74
旧煉瓦製造施設 渋沢栄一翁祥月命日記
念特別公開

11月11日（月） 10：00～16：00
国重要文化財 日本煉瓦製造株式会社
旧煉瓦製造施設
（深谷市上敷免28-10 ほか）

深谷市教育委員会文化振興課
（048-577-4501）

http://www.city.fukaya.sait
ama.jp/kanko/rekishi/bunk
azai/1434697261895.html

入場無料
※ただし、ホフマン輪窯は保存
修理工事中のため見学休止中

75 秋のスタンプラリー

11月16日（土）、17
日（日）、23日
（祝）、24日（日）
（11月16日（土）～
24日（日））

10：00～16：00
（入館は15：30
まで）

国重要文化財 日本煉瓦製造株式会社
旧煉瓦製造施設
（深谷市上敷免28-10 ほか）

深谷市教育委員会文化振興課
（048-577-4501）

http://www.city.fukaya.sait
ama.jp/kanko/rekishi/bunk
azai/1434697261895.html

入場無料
※ただし、ホフマン輪窯は保存
修理工事中のため見学休止中

76 ホフマン輪窯保存修理工事現場公開 未定 未定
国重要文化財 日本煉瓦製造株式会社
旧煉瓦製造施設
（深谷市上敷免28-10 ほか）

深谷市教育委員会文化振興課
（048-577-4501）

http://www.city.fukaya.sait
ama.jp/kanko/rekishi/bunk
azai/1434697261895.html

詳細は未定

77 令和元年度企画展 記念物百年と鉢形城
10月5日（土）～11
月24日（日）

9:30～16:30
鉢形城歴史館（埼玉県大里郡寄居町大
字鉢形2496番地2）

048-586-0315
https://www.town.yorii.sait
ama.jp/site/rekishikan/

記念物100年展参加事業

78 騎西城出土品展
11月1日（金）～3
日（祝）

9：00～16：30
加須市騎西郷土史料展示室
(加須市根古屋633-10)

加須市教育委員会生涯学習課文
化財担当(0480-62-1223)

http://www.kazo-
dmuseum.jp

入館無料



79 獅子舞の公演と展示 11月3日（祝） 12:30～15:30 パストラルかぞ(加須市下三俣2255)
加須市教育委員会生涯学習課文
化財担当(0480-62-1223)

見学無料

80 羽生学講座Ⅸ

令和元年10月19
日、11月17日、12
月1日、令和2年1
月18日、2月23日

14:00～16:00 羽生市民プラザ（羽生市中央3-7-5）
羽生市教育委員会生涯学習課文
化財保護係（048-561-1121)

無料。事前申し込み（9月9日
～）

81
企画展Ⅱ 宮澤章二生誕100周年記念「心
に光をともす詩人～想いを言葉で紡ぐ～」

令和元年10月26
日～12月1日

9：00～17：00
羽生市立郷土資料館（羽生市下羽生
948）

羽生市立郷土資料館（048-562-
4341）

http://lib.city.hanyu.saitam
a.jp

入館無料。火曜日、11月28日休
館

82 企画展関連記念講演会 令和元年11月2日 13：30～15：00 羽生市立図書館（羽生市下羽生948）
羽生市立郷土資料館（048-562-
4341）

http://lib.city.hanyu.saitam
a.jp

無料。要事前申し込み（10月5
日～20日）

83 展示解説会 令和元年11月2日 15：20～15：50 羽生市立図書館（羽生市下羽生948）
羽生市立郷土資料館（048-562-
4341）

http://lib.city.hanyu.saitam
a.jp

参加費・事前申込不要

84
合併10周年記念特別展（第10回特別展）
久喜市の大絵馬～描かれた庶民の「願い」
と「感謝」のかたち～

10月10日（木）～
12月8日（日）

10：00～18：00
久喜市立郷土資料館（久喜市鷲宮5-33-
1）

同左
（0480-57-1200）

http://www.city.kuki.lg.jp/
miryoku/rekishi_bunkazai/k
yodoshiryokan/index.html

85
企画展「田中四一郎 自治の権化と呼ばれ
た男」

10月10日（木）～
12月22日（日）

9：00～17：00
八潮市立資料館（八潮市南後谷763番地
50）

同左
048-997-6666

http：
//www.city.yashio.lg.jp/kur
ashi/shisetsuguide/shiryok
an

入場無料

86
講演会「明治期の｢模範村｣を出発点として
まちづくりを考える」

11月23日（祝） 14：00～16：00
八潮市立資料館（八潮市南後谷763番地
50）

同左
048-997-6666

ｈttp：
//www.city.yashio.lg.jp/kur
ashi/shisetsuguide/shiryok
an

参加費無料
定員50名（申込順）

87
雅楽谷の森フェスティバル
「黒浜貝塚探検ツアー」

11月3日（日）

9：00～16：00
の間で2～3回
（90分程度）予
定

国指定史跡黒浜貝塚
（蓮田市大字黒浜1887ほか）

蓮田市教育委員会社会教育課
048-765-1730

当日受付、定員なし

88 定例展示解説「ハンズ・オン・デイ」 11月16日（土）
10:00～11:00
14:00～15:00

白岡市生涯学習センター 歴史資料展示
室

白岡市教育委員会学び支援課
（0480-92-1111）

参加費無料

89 あんぎん編み体験 11月16日（土）
13:00～14:00
14:00～15:00

白岡市生涯学習センター 創作室
（埼玉県白岡市千駄野432）

白岡市教育委員会学び支援課
（0480-92-1111）

参加費100円

90 特別展「みやしろの消防」 10/26～12/22 9:30～16:30
宮代町郷土資料館
埼玉県南埼玉郡宮代町字西原289

0480-34-8882
http:/www.town.miyashiro.l
g.jp

91 さかのぼり新三郷「あのとき君は…」
10月16日（水）～
31日（木）

10：00～21：00
三郷市情報発信スペース「ららほっとみさ
と」（三郷市新三郷ららシティ3-1-1 らら
ぽーと新三郷内）

三郷市教育委員会生涯学習課
（048—930—7759）

市HPに掲載予定 入場無料

92 幸房・岩野木の獅子舞 10月13日（日） 10：00～ 富足神社、興禅寺
三郷市教育委員会生涯学習課
（048—930—7759）

93
令和元年度 特別展
「貝が語る幸手の海」（仮）

11月1日（金）～令
和２年２月２日

9：00～17：00 埼玉県幸手市大字下宇和田58番地4
幸手市郷土資料館
0480(47)2521

http://www.city.satte.lg.jp

94
第59回幸手市文化祭

文化財パネル展示
11月2日（土）・3日
（日）

2日 10：00～
17：00
3日 10：00～
16：00

埼玉県幸手市平須賀２３８０番地１
幸手市民文化体育館（アスカル幸手）
メインアリーナ

幸手市郷土資料館
0480(47)2521

http://www.city.satte.lg.jp
第59回幸手市文化祭の展示部
門会場で開催します。

95 古文書教室（初級編）
10月19日（土）・26
日（土）

13：30～16：00 吉川市中央公民館
吉川市教育委員会生涯学習課文
化財保護係(048-984-3563)

http://www.city.yoshikawa.
saitama.jp

参加費無料・市民優先・定員20
人

96 市内文化財めぐり 10月26日（土） 08：20～11：20
三輪野江地区内の県・市文化財等（定勝
寺・三輪神社内八坂神輿・半割筆子塚・
加藤石仏大威徳明王）

吉川市教育委員会生涯学習課文
化財保護係(048-984-3563)

http://www.city.yoshikawa.
saitama.jp

参加費無料・市民対象・定員30
人


