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埼玉県
県内各市

町
③

埼玉県芸術文化祭
2012地域文化事業

県内市町、芸術文化団体参加のもと、芸術文化行事全般にわ
たり、地域に密着した多彩な公演、展示等を実施します。

9月1日～
12月27日

県内各所

埼玉県・埼玉県教育委員
会・開催市町・開催市町教
育委員会・関係芸術文化団
体・埼玉県芸術文化祭実行
委員会・埼玉県芸術文化祭
開催市町実行委員会

http://www.pref.saita
ma.lg.jp/site/geibuns
ai/chiikibunka.html

埼玉県 上尾市 ③
上尾市民音楽祭　合唱
祭

上尾市内で活動している音楽（合唱）に親しむ２１のグループ
が、日ごろの成果を発表します。

11月4日 上尾市文化センター
上尾市・上尾市教育委員
会・合唱祭実行委員会

無料
生涯学習課
048-775-9496

埼玉県 上尾市 ③ あげお歴史セミナー
平成２４年３月に新しく上尾市指定有形文化財となった「徳本
行者供養塔」に関する講座と見学会を実施します。

11月26日 上尾市自然学習館 上尾市教育委員会
生涯学習課
048-775-9496

対象は市内在住・在
勤か在学の人

埼玉県 上尾市 ③ 上尾の歴史展
「上尾の石造文化財」と題し、展示会を行います。上尾市内の
板碑や石塔など、石造文化財に関する解説や写真及び現物を
展示します。

11月7～13日 上尾市役所ギャラリー 上尾市教育委員会 無料
生涯学習課
048-775-9496

埼玉県 上尾市 ➀ 上尾市市民講座
上尾市在住の皆様への講演です。テーマ「クスリの飲み合わ
せを考えよう」

11月5日
上尾公民館
大ホール

上尾公民館
日本薬科大学

無料
上尾公民館
048-775-0815

講師：日本薬科大学
       教授

埼玉県 朝霞市 ①
プラネタリウム一般投
映

毎週日曜日に季節に応じた番組を投映し、天文への関心を高
めます。

9月23日～12月2
日は秋番組を投

映
中央公民館 中央公民館

中央公民館
048-465-7272

埼玉県 朝霞市 ①
プラネタリウム県民の
日特別投映

県民の日に、特別投映を実施します。
番組投映の他、星や天体にまつわる「プラネタ特別クイズ」を
行ないます。

11月14, 17日 中央公民館 中央公民館
中央公民館
048-465-7272

埼玉県 朝霞市 ①
第31回東朝霞公民館
まつり

公民館利用団体による展示・発表、体験・交流、模擬店・バ
ザーなどを開催し、併せて地域交流の場とします。

11月10, 11日 東朝霞公民館
・東朝霞公民館まつり実行
委員会
・東朝霞公民館

東朝霞公民館
048-463-9211

埼玉県 朝霞市 ①
第25回南朝霞公民館
まつり

公民館利用団体相互の交流と、学習成果の発表の場として開
催します。

10月20(土),  21日
(日)

南朝霞公民館
・南朝霞公民館まつり実行
委員会
・南朝霞公民館

南朝霞公民館
048-461-0163

埼玉県 朝霞市 ①
第31回北朝霞公民館
まつり

公民館利用団体が発表・展示・交流部門ごとに日頃の学習成
果を発表し、地域住民との交流を図ります。

10月27(土), 28日
(日)

北朝霞公民館
・北朝霞公民館まつり実行
委員会
・北朝霞公民館

北朝霞公民館
048-473-0558
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埼玉県 朝霞市 ① 第51回朝霞市文化祭

市民に芸術・文化の発表と鑑賞の機会を提供することにより、
市民文化の向上と振興を図ることを目的とする。
また、本市の芸術文化活動を更に発展させることを目的に、次
世代を担う子どもたちが参加しやすい事業を設けるものとす
る。

11月3日(土)～
12月9日(日)

・中央公民館・コミュニ
ティセンター
・ゆめぱれす(市民会館)

・朝霞市
・朝霞市教育委員会
・朝霞市文化協会

生涯学習課
048－463-2920

・芸術作品展示
・芸能発表
・書道ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
・音楽会
・お茶会
・囲碁、将棋大会
・映画会
・市内めぐり
・菊花ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ　等

埼玉県 朝霞市 ①

朝霞市博物館開館15
周年記念　第27回企画
展「丸沼芸術の森コレ
クション　佐藤忠良展
―彫刻家佐藤忠良と共
に歩んだ作家たち―」

戦後日本を代表する彫刻家　故佐藤忠良氏（1912－2011）の
生誕100年を迎えるにあたり、国内屈指の美術品コレクション
と、個性的な芸術家村で知られる「丸沼芸術の森」（市内上内
間木）所蔵のブロンズ・素描作品を中心に、交流のあった作家
の作品を一堂に公開します。併せて講演会等の関連事業も実
施します。

10月13日～11月
25日

朝霞市博物館
企画展示室

朝霞市博物館 無料

http://www.city.asak
a.lg.jp（市HP。
2012.10.1～）

朝霞市博物館048-
469-2285

埼玉県 朝霞市 ①
子ども大学あさか学園
祭「子どもがつくるまち
～ミニあさか～」

子どもたちが理想のまちをつくり、自分たちが考えたお店で仕
事体験をします。お客さんも全員子どもたちです。

10月21日
朝霞県土整備事務所駐
車場

子ども大学あさか実行委員
会

無料
朝霞市教育委員会生
涯学習課
048-463-2920

埼玉県 朝霞市 ①

「朝霞キャンパス市民
大学講演会」
現代社会を生きる子ど
もとその支援

現代社会において、子どもの豊かな育ちに必要なことは何か
を改めて問い直してみたいと思います。さらに、その育ちを保
障するための大人や社会の責任、そして積極的に果たすべき
役割についても考えます。

11月10, 17日
（全2回）

東洋大学
朝霞キャンパス

東洋大学生涯学習センター 無料
http://www.toyo.ac.jp
/manabi/koza/

申込締切は　　　　　10
月27日必着

埼玉県 伊奈町 ➀ 桶川市平成市民大学
桶川市在住の皆様への体験実習です。テーマ「五感で触れる
漢方薬～煎じ薬を作ってみよう～」

10月18日
日本薬科大学
さいたまｷｬﾝﾊﾟｽ

桶川東公民館
日本薬科大学

桶川東公民館
048-728-7622

講師：日本薬科大学
      准教授

埼玉県 伊奈町 ➀
埼玉県けんかつｵｰﾌﾟﾝ

ｶﾚｯｼﾞ
埼玉県在住の皆様への講演です。テーマ「薬の副作用と相互
作用を考える。」

10月20日
埼玉県民活動総合ｾﾝ
ﾀｰ

財団法人
いきいき埼玉

埼玉県民活動
総合ｾﾝﾀｰ
048-729-1414

講師：日本薬科大学
 　　　　教授

埼玉県 伊奈町 ③
日薬祭（学園祭）　漢方

資料室無料公開
学園祭の場を活用して、施設の無料公開により漢方薬に関す
る理解を深めていただきます。

10月21日
日本薬科大学
さいたまｷｬﾝﾊﾟｽ

日本薬科大学学園祭実行
委員会

無料

日本薬科大学
048-721-1155
http://www.nihonyak
ka.jp/

埼玉県 伊奈町 ➀
埼玉県けんかつ

ｵｰﾌﾟﾝｶﾚｯｼﾞ
埼玉県在住の皆様への漢方薬体験実習及び漢方資料館見学
会です。

10月27日
日本薬科大学
さいたまｷｬﾝﾊﾟｽ

財団法人
いきいき埼玉

埼玉県民活動
総合ｾﾝﾀｰ
048-729-1414

講師：日本薬科大学
      准教授、講師
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埼玉県 伊奈町 ➀ 伊奈町学校開放講座 伊奈町在住の皆様への公開講座です。「漢方実習」 11月10日
日本薬科大学
さいたまｷｬﾝﾊﾟｽ

伊奈町
教育委員会

無料
伊奈町教育委員会
048-721-2111

講師：日本薬科大学
       准教授

埼玉県 伊奈町 ➀ 上尾市市民講座
上尾市在住の皆様への体験実習です。テーマ「新年に備えて
自作のお屠蘇を～粉末生薬を用いた【屠蘇散】の調合」

11月12日
日本薬科大学
さいたまｷｬﾝﾊﾟｽ

上尾公民館
日本薬科大学

無料
上尾公民館
048-775-0815

講師：日本薬科大学
      講師

埼玉県 伊奈町 ➀
彩の国生きがい大学春
日部学園

春日部市在住の皆様への漢方体験実習及び漢方資料館見学
会です。

11月22日
日本薬科大学
さいたまｷｬﾝﾊﾟｽ

財団法人
いきいき埼玉

彩の国生きがい大学
春日部学園
048-876-8580

講師：日本薬科大学
   准教授、講師

埼玉県 入間市 ④
森のかくれ家を作ろ
う！

県民の日イベントです。雑木林の管理作業で出た竹や枝を
使って森のかくれ家を作ります。

11月14日
埼玉県さいたま緑の森
博物館

埼玉県さいたま緑の森博物
館

http://saitama-
midorinomori.jp/

埼玉県 入間市 ④
大人の自然観察会～
初級者編・秋～

さまざまな動植物が見られるみどり森をフィールドに、晩秋の
自然を観察します。初心者向けです。

11月17日
埼玉県さいたま緑の森
博物館

埼玉県さいたま緑の森博物
館

http://saitama-
midorinomori.jp/

埼玉県 入間市 ④ 緑の森フェスタ
博物館周辺の自然をテーマにした写真や絵画などの作品展、
森のクイズラリーなどを開催。土日には演奏会や野菜の販売
なども予定しています。

11月23～29日（26
日は休館）

埼玉県さいたま緑の森
博物館

埼玉県さいたま緑の森博物
館

http://saitama-
midorinomori.jp/

埼玉県 入間市 ④
親子はじめての自然観
察

親子向けの自然観察会。生き物とふれあいながら、秋のみど
り森を楽しく観察します。

11月25日
埼玉県さいたま緑の森
博物館

埼玉県さいたま緑の森博物
館

http://saitama-
midorinomori.jp/

埼玉県 入間市 ①・③
西洋館・旧黒須銀行特
別公開

明治・大正時代の近代化遺産である旧石川組製糸西洋館と旧
黒須銀行を特別公開します。

10月13日, 11月10
日

西洋館（入間市河原町
13-13）、
旧黒須銀行（入間市宮
前町5-33）

入間市博物館（04-2934-
7711）

無料
http://www.alit.city.ir
uma.saitama.jp/

埼玉県 入間市 ①・③
お茶大学公開講座「写
真と地図でめぐる入間
の歴史と文化財」

学校の教科書に出てくる日本の歴史と、入間市の文化財との
つながりを、時代を追ってわかりやすくお話します。

10月20日
入間市博物館講座室
（入間市二本木100）

入間市博物館（04-2934-
7711）

無料
http://www.alit.city.ir
uma.saitama.jp/

要申込

埼玉県 入間市 ①・③

お茶大学見学ツアー
「古代・・・東金子窯跡
群と武蔵国分寺跡を訪
ねる」

奈良・平安時代、須恵器や瓦を生産した加治丘陵の窯跡と、そ
の瓦が使用された武蔵国分寺の跡を訪ねます。

11月7日
入間市・国分寺市内各
所

入間市博物館（04-2934-
7711）

http://www.alit.city.ir
uma.saitama.jp/

要申込

埼玉県 入間市 ①・③

お茶大学見学ツアー
「中世・・・鎌倉道沿い
に寺院建築と板碑を訪
ねる」

鎌倉・室町時代に建立された「武蔵野三美堂」と称される3つの
古建築と、当時の歴史を語る板碑・仏像を訪ねます。

11月13日
入間市・飯能市・東村山
市内各所

入間市博物館（04-2934-
7711）

http://www.alit.city.ir
uma.saitama.jp/

要申込
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埼玉県 入間市 ①・③
特別展「茶の美探訪－
お茶の博物館アリット
茶道具名品選」

博物館で所蔵する江戸時代の名工作家の煎茶道具、政財界
の人々がコレクションしていた来歴をもつ名品、中国や日本で
製作された美しい造形作品、絵画や書を展示し、文人が楽しん
だ贅沢で風流な時間を感じていただく展示会です。

11月1日～12月9
日

入間市博物館（入間市
二本木100）

入間市博物館（04-2934-
7711）

http://www.alit.city.ir
uma.saitama.jp/

埼玉県 入間市 ①・③
市内文化財めぐり－宿
継場・二本木の歴史を
探そう－

市内の文化財を解説付きでめぐります。今回は宿継場であっ
た二本木地区を歩きます。

11月2日 入間市内二本木地区
入間市博物館（04-2934-
7711）

http://www.alit.city.ir
uma.saitama.jp/

要申込

埼玉県 入間市 ①・③ 世界各地のお茶体験 ティーインストラクターによる紅茶のデモンストレーション 11月4日
入間市博物館（入間市
二本木100）

入間市博物館（入間市二本
木100）

無料
http://www.alit.city.ir
uma.saitama.jp/

埼玉県 入間市 ①③ 市菊花大会
連合花の会に加盟している市民の菊の展覧会です。菊作りを
実施している小学校も参加しています。

10月31日～11月1
日

入間市市民会館
入間市菊花大会実行委員
会

無料
入間市立中央公民館
（04-2964-2413）

埼玉県 入間市 ①③ 市民合唱祭 合唱連盟に加入しているサークルの発表会です。 11月11日 入間市市民会館 入間市合唱連盟 無料
入間市立中央公民館
（04-2964-2413）

定員：1000人

埼玉県 入間市 ①③ 市民コンサート 武蔵野音楽大学の協力によるクラッシック音楽の演奏会です。 11月18日 入間市市民会館 入間市立中央公民館 無料
入間市立中央公民館
（04-2964-2413）

定員：1000人
整理券（10月頃から
配布）が必要です。

埼玉県 入間市 ①③ 吟剣詩舞道大会
詩吟連盟に加入しているサークルによる詩吟と剣舞・詩舞の
発表会です。

11月23日
入間市産業文化セン
ター

入間市詩吟連盟 無料
入間市立中央公民館
（04-2964-2413）

定員：400人

埼玉県 入間市 ①③ 扇町屋文化祭
公民館を利用している地域のみなさんに日頃の学習や活動の
成果を発表する機会を提供し、地域の方々との交流を深めま
す。

11月10, 11日 入間市立扇町屋公民館 扇町屋文化協会 無料
入間市立扇町屋公民
館（04-2962-4495）

埼玉県 入間市 ①③ 黒須文化祭
黒須文化協会による日頃の活動の成果を発表します。地区内
の中学校や地域団体に協力を得て住民の方々の交流を深め
ます。

11月3, 4, 10, 11日 入間市立黒須公民館 黒須文化協会 無料
入間市立黒須公民館
（04-2962-7511）

埼玉県 入間市 ①③ 高倉文化祭
高倉公民館を利用する、各種サークルの日頃の活動の成果を
発表します。また、子ども会等の模擬店の出店もあり、地域の
住民相互の親睦と交流を深めます。

11月10日 入間市立高倉公民館 高倉文化協会 無料
入間市立高倉公民館
（04-2964-4626）

埼玉県 入間市 ①③ 東町文化祭
公民館利用サークルによる日頃の活動の成果を発表します。
地域各種団体ならびに自治会の協力を得て、地域のお祭りと
して開催します。

11月10, 11日 入間市立東町公民館 東町文化協会 無料
入間市立東町公民館
（04-2963-7503）
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埼玉県 入間市 ①③ 久保稲荷公民館まつり
久保稲荷公民館で活動しているサークル等の学習成果の発
表、地域住民の交流の場

11月3,4日
入間市立久保稲荷公民
館

久保稲荷まつり実行委員会 無料
入間市立久保稲荷公
民館
（04-2965-8448）

埼玉県 入間市 ①③ 東金子文化まつり
公民館で活動するサークルの文化・芸能活動の発表や作品展
示を行います。また、地区の小学校・保育園等の児童の作品
を展示したり、模擬店等により地域住民との交流を深めます。

11月3, 4, 11日 入間市立東金子公民館 東金子文化協会 無料
入間市立東金子公民
館
（04-2962-7711）

埼玉県 入間市 ①③ 金子地区文化祭
公民館で活動するサークルの作品展示を行います。また、模
擬店等により地域住民との交流を深めます。

11月3, 4日 入間市立金子公民館 金子文化協会 無料
入間市立金子公民館
04-2936-1171

埼玉県 入間市 ①③ 宮寺地区文化祭
公民館で活動するサークルの文化・芸能活動の発表や作品展
示を行います。また、地区の小学校・保育園等の児童の作品
を展示したり、模擬店等により地域住民との交流を深めます。

11月10, 11, 18日 入間市立宮寺公民館 宮寺文化協会 無料
入間市立宮寺公民館
04-2934-4466

埼玉県 入間市 ①③
二本木狭山台地区文
化祭

公民館で活動する地区内サークルの文化・芸能活動の発表や
作品展示を行います。模擬店等により地域住民との交流を深
めます。

11月3, 4日 入間市立二本木公民館 二本木文化協会 無料
入間市立二本木公民
館　　　　　（04-2934-
2672）

埼玉県 入間市 ①③ 藤沢文化祭
藤沢文化協会に所属する地域のサークルの方の文化・芸能活
動の発表や作品展示を行います。

11月3, 4日 入間市立藤沢公民館 藤沢文化協会 無料
入間市立藤沢公民館
04-2962-6475

埼玉県 入間市 ①③ 東藤沢文化祭
公民館で活動するサークルの文化・芸能活動の発表や作品展
示を行います。地区の小学生の絵の展示や幼稚園児の鼓笛
の発表等、地域の方々との交流を深めます。

11月10, 11日 入間市立東藤沢公民館 東藤沢文化協会 無料
入間市立東藤沢公民
館
（04-2962-6922）

埼玉県 入間市 ①③ 藤の台まつり

公民館サークルの成果発表や、模擬店などを行い、地域の
方々との交流を深める事業です。公民館の子供陶芸教室の作
品を展示し、その成果を地域に紹介したり、自治会の模擬店に
子供たちが関わるなどして、子供と地域とのつながりも深めて
いきます。

11月10, 11日 入間市立藤の台公民館 藤の台まつり実行委員会 無料
入間市立藤の台公民
館
（04-2964-7353）

埼玉県 入間市 ①③ 西武地区文化祭
公民館で活動するサークル、地域の方の文化・芸能活動の発
表や作品展示を行います。また、地区の小中学生の書道や作
品の展示、模擬店なども行われます。

11月3日,4日,11日 入間市立西武公民館 西武文化協会 無料
入間市立西武公民館
（04-2932-0033）

埼玉県 入間市 ②
武蔵野音楽大学入間
ミューズフェスティバル

武蔵野音楽大学（入間キャンパス）の学園祭です。室内楽を中
心とした学生の演奏の他、招待演奏や各種発表が行われま
す。

10月20, 21日
武蔵野音楽大学入間
キャンパス

武蔵野音楽大学 無料
http://www.musashin
o-music.ac.jp
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埼玉県 入間市 ①②
武蔵野音楽大学シン
フォニックウィンドオー
ケストラ演奏会

入間キャンパスの管・打楽器専攻2年次生による吹奏楽演奏
会です。指揮：前田淳

11月9日
武蔵野音楽大学入間
キャンパスバッハザール

武蔵野音楽大学
http://www.musashin
o-music.ac.jp

埼玉県 小鹿野町 ③ インド細密画展 インド細密画の展示会
10月6日～12月16

日
埼玉県山西省友好記念
館

財団法人小鹿野町振興公
社

11/3,
11/1
4無
料

http://www18.ocn.ne.
jp/~ogano/shenyi.htm
l

埼玉県 小川町 ③
教育の日

週間イベント
プラネタリウムの無料公開、　　　　　　　　　　　　　自然散策等
の公開

11月1, 3, 4日
埼玉県立　　　　　　小川
げんきプラザ

埼玉県立　　　　　　小川げ
んきプラザ

無料
http://ogawagenki.co
m

埼玉県 桶川市 ➀ 桶川市平成市民大学
桶川市在住の皆様への講演です。テーマ「クスリのつきあい
方」

11月1日
桶川東公民館３階大会

議室
桶川東公民館
日本薬科大学

桶川東公民館
048-728-7622

講師：日本薬科大学
       教授

埼玉県 桶川市 ③
おけがわ市民芸術文
化祭　2012

市内の芸術愛好家による演奏発表・作品展示など
10月20日～11月

15日
桶川市民ホール

おけがわ市民芸術文化祭
実行委員会

無料 048-786-3211

埼玉県 桶川市 ①
彩の国教育週間　展示
室無料公開

展示室の観覧料を無料とします。常設展及び企画展「－没後
70年－　中島敦が見つめた世界」をご覧になれます。

11月3日（土） さいたま文学館 さいたま文学館 無料
http://www.saitama-
bungakukan.org/

埼玉県 桶川市 ① 文芸映画上映会 『蒲田行進曲』を上映します。 11月14日（水） さいたま文学館 さいたま文学館 無料
http://www.saitama-
bungakukan.org/

9月12日から整理券
を配布

埼玉県 桶川市 ①
県民の日　展示室無料
公開

展示室の観覧料を無料とします。常設展及び企画展「－没後
70年－　中島敦が見つめた世界」をご覧になれます。

11月14日（水） さいたま文学館 さいたま文学館 無料
http://www.saitama-
bungakukan.org/

埼玉県 桶川市 ①
さいたま文学館文学団
体発表会

当館利用の文学団体の発表会を開催します。文学に関わる
サークルや勉強会の活動の様子を直接ご覧いただくことが出
来ます。

11月18日（日）
さいたま文学館・桶川市
民ホール

さいたま文学館 無料
http://www.saitama-
bungakukan.org/

埼玉県 春日部市 ①
第20回記念かすかべ
郷土かるた大会

市内の小・中学生が、かるた競技を通じて友達の輪を広げると
ともに、郷土の歴史と文化を学び郷土愛を深めるために開催
するものです。

11月11日
春日部市総合体育館
ウイング・ハット春日部

青少年育成春日部市民会
議・春日部市教育委員会共

催

春日部市教育委員会
社会教育課
048-763-2445

埼玉県 春日部市 ① 遊学一日体験教室
春日部市人材情報登録者による趣味・実用など様々なジャン
ルの体験教室が18教室開催されます。

11月10日 春日部市教育センター 春日部市教育委員会
http://www.av-
center.kasukabe.saita
ma.jp/
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埼玉県 春日部市 ③
第7回春日部市美術展
覧会

市民の皆様による日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真の6部
門からなる作品の、有審査の公募展覧会です。

11月20～25日
東部地域振興ふれあい
拠点施設

春日部市・春日部市教育委
員会・春日部市美術展覧会
実行委員会

無料
春日部市教育委員会
社会教育課
048-763-2445

埼玉県 春日部市 ①
共栄大学公開講座２０
１２

我が国が誇る世界遺産へ誘う講座と温泉の魅力をより深く理
解して頂く講座、そして参加者の皆さんと実際に歌ってみると
いう共栄大学が得意とする体験型の講座をご用意しました。

10月6, 13, 27日
春日部市教育センター、
共栄大学

共栄大学 無料

共栄大学総務課
【048-755-2932】
春日部市教育委員会
社会教育課
【048-736-1111】
内線：4815

埼玉県 春日部市 ① 子ども大学かすかべ

授業は次の３分野です。
・地域を知り郷土を愛する心を育てる｢ふるさと学｣≪「ふるさと
春日部学～内牧の巻」梨ができるまでのおはなしと梨狩り体験
≫
・ものごとの原理やしくみを追求する｢はてな学｣≪「月の満ち欠
けの不思議！？」新月から三日月の時、地震がおこるわけを
考えよう。≫
・自分を見つめ人生や将来について考える｢生き方学｣≪「羽つ
きジャパンにチャレンジ！」日本の伝統遊戯「羽つき」。羽つき
じゃやパンで、段位認定バッジをGETしよう。≫

9月1日, 10月20
日, 11月17日, 12

月8日
共栄大学

子ども大学かすかべ実行委
員会（共栄大学、埼玉県教
育局、春日部市教育委員
会）

春日部市教育委員会
社会教育課
【048-736-1111】
内線：4815

子ども大学への参加
は、共栄大学スクー
ルバスを利用（保護
者同伴）するか、もし
くは保護者が送迎し
てください。

埼玉県 加須市 ① 子ども体験活動 野外活動・野外料理を通して、交流を図ります。 11月14日 加須げんきプラザ 加須げんきプラザ
http://www.genki.spe
c.ed.jp/kazo/

埼玉県 加須市 ②
平成国際大学第17回
大学祭
HIU FESTA 2012

法学部ならではの各ゼミによる公開ディベートや公開討論会な
どを行います。

11月3, 4日 平成国際大学
平成国際大学大学祭実行
委員会

無料 http://www.hiu.ac.jp/

埼玉県 神川町 ①
東急コミュニティー杯
TBG（ターゲットバード
ゴルフ）大会

TBG（ターゲットバードゴルフ）をとおして、技能の向上を図ると
ともに、参加者相互の交流を深める。

11月7日 神川げんきプラザ 神川げんきプラザ 0495-77-3442

埼玉県 神川町 ①
東急コミュニティー杯
GG（グランドゴルフ）大
会

GG（グランドゴルフ）をとおして、技能の向上を図るとともに、参
加者相互の交流を深める。

11月15日 神川げんきプラザ 神川げんきプラザ 0495-77-3442

埼玉県 川口市 ③
第66回
川口市文化祭

合唱、オーケストラ、民謡、短歌などをはじめとする市内18文
化団体による文化・芸術の祭典です。

9月30日～
11月11日

川口総合文化センター
及び南平文化会館

川口市文化祭実行委員会 無料
http://www.city.kawa
guchi.lg.jp/kbn/68079
999/68079999.html
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埼玉県 川口市 ③
アーティスト・イン・ス
クール2012（第7回）
公開講座

テーマはホモ・ルーデンス（遊ぶ人、遊びの人）。人間が遊びの
中から見出した文化を背景に自分の文化、生活の中での表現
を日本と異なる文化を持つボスニア・ヘルツェゴビナの講師か
ら版画表現を主軸に学ぶ。

11月2日 川口市立芝園中学校 川口市教育委員会 無料 http://www.atlia.jp/

埼玉県 川口市 ③
秋の企画展
川口の匠　vol.2 美しき
フォルム

ものづくりの街・川口において、製作・活動している匠たちを紹
介。美しいフォルムをつくり出す匠たちに着目した展覧会を開
催。

10月7日～
11月15日

川口市立アートギャラ
リー・アトリア

川口市教育委員会 無料 http://www.atlia.jp/

埼玉県 川口市 ③ かわぐち音楽の日2012
ブラスフェスタ（小学校金管バンド）、クラシック・ミニステージ、
ストリートライブ、うたごえ広場、ビートルズ50thライブなど、多
種の企画による音楽のお祭りです。

11月4日 川口総合文化センター
かわぐち音楽の日実行委員
会

無料 http://www.lilia.or.jp/

埼玉県 川口市 ③
国登録有形文化財「旧
田中家住宅で抹茶の
ひととき」

国登録有形文化財「旧田中家住宅」日本間で抹茶のサービス
を行う

11月3日
川口市立文化財セン
ター分館[旧田中家住
宅]

川口市教育委員会

http://www.city.kawa
guchi.lg.jp
/kbn/Files/1/693500
01/html/index.htm

埼玉県 川越市 ③
子ども体験教室
「水引で飾りを作ろう」

　水引を使った、髪留めやブローチなどの小物作りを体験しま
す。

10月13日
川越市立博物館体験学
習室

川越市立博物館
川越市立博物館
049-222-5399

埼玉県 川越市 ③
子ども体験教室
「風呂敷でラッピング」

　日本の伝統的な包装技術である風呂敷を使った物の包み方
を体験します。

10月27日
川越市立博物館体験学
習室

川越市立博物館 無料
川越市立博物館049-
222-5399

埼玉県 川越市 ③
子ども体験教室
「ミニ掛け軸作り」

　和紙に墨絵を描き、小さな掛け軸作りの体験をします。 11月10日
川越市立博物館体験学
習室

川越市立博物館
川越市立博物館049-
222-5399

埼玉県 川越市 ③
子ども体験教室
「和楽器体験」
～三味線・琴に挑戦～

　三味線と琴の弾き方を体験し、簡単な曲を演奏します。 11月18日 川越城本丸御殿 川越市立博物館
川越市立博物館049-
222-5399

埼玉県 川越市 ①
博物館歴史講座
「川越商工会議所資料
から見る川越の近代」

　川越商工会議所が保管していた資料をもとに、近代川越の
経済活動を中心とした講義を行います。

10月14, 28日, 11
月4日

川越市立博物館視聴覚
ホール

川越市立博物館 無料
川越市立博物館049-
222-5399

埼玉県 川越市 ①③
野外博物館教室
「川越まつりの山車曳
き体験」

　川越まつりの山車曳きに参加し、まつりの様子を体感しま
す。

10月20日 蔵造りのまちなみ周辺 川越市立博物館 無料
川越市立博物館049-
222-5399
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埼玉県 川越市 ①
野外博物館教室
「探訪 中世城郭
～滝の城跡～」

　川越周辺に残る中世の城郭を巡り、その構造を学びます。 11月17日 所沢市他 川越市立博物館 無料
川越市立博物館049-
222-5399

埼玉県 川越市 ③
民俗芸能実演
「石田の獅子舞」

　川越市指定文化財「石田の獅子舞」保存会の皆様が来館し、
獅子舞を披露してくださいます。

11月3日
川越市立博物館入口前
広場

川越市立博物館 無料
川越市立博物館049-
222-5399

埼玉県 川越市 ①
市制施行90周年記念
企画展
「川越の名刀展」

　川越市内の愛刀家団体「初雁刀剣会」との共催で、会員の愛
刀・郷土刀などの展示を行います。

9月29日～
10月14日

川越市立博物館特別展
示室

川越市立博物館
川越市立博物館049-
222-5399

埼玉県 川越市 ①

市制施行90周年記念
特別展
「譜代大名 秋元家と川
越藩」

　江戸中期、四代にわたり川越藩主を勤めた秋元家の歴代藩
主ゆかりの品々や藩政資料などを展示します。

10月20日～11月
25日

川越市立博物館特別展
示室

川越市立博物館
川越市立博物館049-
222-5399

埼玉県 川越市 ③
第61回川越市美術展
覧会

川越市及び周辺の住民の方の美術作品（日本画 洋画・彫塑
工芸　書　写真）を展示します。

第Ⅰ期　10月17～
21日

第Ⅱ期　10月24～
28日

川越市立美術館 無料
文化振興課
049-224-6157

埼玉県 川越市 ③
第64回川越市民文化
祭

川越市文化団体連合会に所属している団体が活動の成果を
発表します。民踊のつどい他18事業。

10月14日～
11月25日

川越市市民会館他 無料
文化振興課
049-224-6157

埼玉県 川越市 ①②
川越市立美術館
図工美術教育
わくわくフェスタ

美術館・学校・地域が連携して、子ども達の造形活動を応援
し、美術を楽しむイベントです。

11月3日（祝・土）
10:00～16:00

川越市立美術館 無料
川越市立美術館
049-228-8080

埼玉県 川越市 ①
埼玉医科大学市民公
開講座

身近な病気の話題を取り上げ、一般の方々を対象として開催
しております。
11月のテーマ「がんと緩和ケア」

11月17日
埼玉医科大学かわごえ
クリニック

埼玉医科大学
http://www.saitama-
med.ac.jp/lecture/ind
ex.html

事前申し込みが必要
です

埼玉県 川越市 ③ 秋霞祭
学生主体の学園祭で、普段の勉学成果発表等や著名人の
トークショーなどのイベントも盛りだくさんです。

11月3, 4日
東京国際大学第1キャン
パス

学校法人東京国際大学 無料 http://www.tiu.ac.jp

埼玉県 川越市 ① 国際人養成講座

テーマ：「中国ビジネス＜光と陰＞－対中投資相談の現場か
ら」
①相談現場からみた注意すべき中投資案件、②成功事例、③
海外案件で成功する秘訣、④中国人とのつきあい方、⑤対中
投資のキーワードは”共存共栄”、について講演します。

11月19日
東京国際大学第1キャン
パス

学校法人東京国際大学 無料 http://www.tiu.ac.jp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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埼玉県 川越市 ①

「川越キャンパス市民
大学講演会」
東日本大震災と市民生
活の今後

今回の震災をきっかけに何が変わるのかを，各方面の専門家
が市民向けに解説し，発生が危惧される首都直下地震への備
えを考えます．

10月13日～11月
17日　　　（全5回）

東洋大学
川越キャンパス

東洋大学生涯学習センター 無料
http://www.toyo.ac.jp
/manabi/koza/

申込締切は　　　　　9月
21日必着

埼玉県 北本市 ①④ 定例自然かんさつ会
季節に合わせた生きものなど、テーマに沿って自然学習指導
員が解説します。時間：14-15時

10月20, 21, 27, 28
日, 11月3, 4, 10,

11, 17, 18日

北本自然観察公園、埼
玉県自然学習センター

埼玉県自然学習センター 無料
http://www.saitama-
shizen.info/event/ev
ent.html#teikan

埼玉県 北本市 ①④ しぜん工作教室
生きものをかたどったり、自然の材料などを使って行う工作教
室です。時間：15-16時

10月21, 28日, 11
月4, 11, 18日

埼玉県自然学習セン
ター

埼玉県自然学習センター 無料
http://www.saitama-
shizen.info/event/ev
ent.html#teikan

埼玉県 北本市 ①④
やわらかテーマから考
える「環境かみしばい」

環境に関する身近なテーマをとりあげ、自然学習指導員がわ
かりやすく読み聞かせを行います。時間：13:30～15分程度

10月20, 27日, 11
月4, 11, 17日

埼玉県自然学習セン
ター

埼玉県自然学習センター 無料
http://www.saitama-
shizen.info/event/ev
ent.html#teikan

埼玉県 北本市 ①④ ヘビレクチャー
飼育中のヘビを観察しながら、ヘビの体のつくりや生態などに
ついて解説します。時間：15:15～（しぜん工作教室が無い日）
または16:15～

10月20, 28, 11月
3, 10, 17日

埼玉県自然学習セン
ター

埼玉県自然学習センター 無料
http://www.saitama-
shizen.info/event/ev
ent.html#teikan

埼玉県 北本市 ①④ 生きものいきいき隊
高校生以上の方を対象に、公園内の野生の生きものたちが住
みやすい環境作りなどの作業を行います。時間：9:30-12:00

10月20日
北本自然観察公園、埼
玉県自然学習センター

埼玉県自然学習センター 無料
http://www.saitama-
shizen.info/event/ev
ent.html#teikan

埼玉県 北本市 ①④ 野あそび教室
幼児から小学校低学年とその保護者向けに開催する、季節ご
とのテーマに沿った体験型の観察会です。時間：10-12時

11月10日
北本自然観察公園、埼
玉県自然学習センター

埼玉県自然学習センター 無料
http://www.saitama-
shizen.info/event/ev
ent.html#teikan

埼玉県 北本市 ①, ④
初心者向けバード
ウォッチング・カモ編

野鳥観察のポイントや双眼鏡の使い方を学び、冬鳥の生態を
観察します。時間：11-12時

11月4, 11, 14日
埼玉県自然学習セン
ター

埼玉県自然学習センター 無料
http://www.saitama-
shizen.info/event/ev
ent.html#teikan

埼玉県 北本市 ①, ④
いきもの講座「旅をする
動物たち」

自然について、毎回テーマを設定して解説します。このイベント
の後に開催する「定例自然かんさつ会」も関連したテーマで実
施します。時間：13:30-14:00

10月21日
埼玉県自然学習セン
ター

埼玉県自然学習センター 無料
http://www.saitama-
shizen.info/event/ev
ent.html#teikan

埼玉県 北本市 ①, ④
すくすくくらぶ～自然の
中で子どもとすごすた
めの講座～

自然の知識や自然の中で五感を使った遊び方を保護者が学
ぶ講座、子どもの同伴もOKです。時間：10:30-12:00

11月3日
北本自然観察公園、埼
玉県自然学習センター

埼玉県自然学習センター
http://www.saitama-
shizen.info/event/ev
ent.html#teikan
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埼玉県 北本市 ①, ④
地域の自然 調べ方実
習「アライグマの調べ
方」

中学生以上の方を対象に、地域の自然を知る”ものさし”となる
代表的な生きものを取り上げ、自然の調べ方を学びます。時
間：10-12時と14-16時（同じ内容で実施）

11月18日
北本自然観察公園、埼
玉県自然学習センター

埼玉県自然学習センター
http://www.saitama-
shizen.info/event/ev
ent.html#teikan

埼玉県 北本市 ① 大学公開講座
市民の学習機会として、上智大学の教授による公開講座を実
施します。

10月28日 北本市文化センター
上智大学・北本市・北本市
教育委員会

無料
北本市生涯学習課
048-594-5567

埼玉県 北本市 ③
第47回北本市市民文
化祭芸術展

市民の絵画・書・写真・俳句・陶芸等の作品や、幼児から高校
生作品の展示を行います。

11月8～13日 北本市体育ｾﾝﾀｰ
北本市市民文化祭芸術展
実行委員会

無料
北本市生涯学習課
048-594-5565

埼玉県 行田市 ①
秋季企画展　「原始・古
代の職人集団」

関東地方で発見されたさまざまな遺跡から、原始・古代の職人
集団の営みについて探ります。

9月22日～11月25
日

埼玉県立さきたま史跡
の博物館

埼玉県立さきたま史跡の博
物館

http://www.sakitama
-muse.spec.ed.jp/

埼玉県 行田市 ①
さきたまガイドツアー
（鉄剣）

入館者を対象に国宝展示室の解説を行います。 11月3日
埼玉県立さきたま史跡
の博物館

埼玉県立さきたま史跡の博
物館

http://www.sakitama
-muse.spec.ed.jp/

埼玉県 行田市 ①
第23回浮き城のまち行
田こどもまつり

外での遊びが少なくなり、友達とふれあう機会の少なくなった
子どもたちに、友達と共にいきいきと遊べる場を提供するため
に、開催されます。コーナーは10ヶ以上あり、各々違う遊びが
できます。

10月21日 水城公園市民広場 青少年育成行田市民会議 無料
行田市教育委員会ひ
とつくり支援課
048-556-8319

埼玉県 行田市 ① 第64回行田市文化祭
行田市文化団体連合会所属団体の会員を中心に、市内の会
場で短歌や盆栽等の作品の展示、囲碁や将棋の競技大会を
行います。

10月27日～11月
23日（常時開催さ
れているわけでは

ありません）

行田市総合体育館サブ
アリーナ、コミュニティー
センターみずしろ等

行田市教育委員会 無料
行田市教育委員会ひ
とつくり支援課
048-556-8319

埼玉県 行田市 ①
第7回彩の国21世紀郷
土かるた行田大会

「彩の国21世紀郷土かるた」の競技方法に則り、試合を行いま
す。参加対象者は市内小学3～6年生です。

11月17日
行田市総合体育館サブ
アリーナ

行田市教育委員会　他 無料
行田市教育委員会ひ
とつくり支援課
048-556-8319

埼玉県 行田市 ①
第27回浮き城のまち行
田少年の主張大会

発表者が、日常生活の中で考えていることを「少年の主張大
会」を通して市民に訴えます。参加対象者は市内小学5，6年生
と中学生です。

11月24日 教育文化センターみらい 行田市教育委員会 無料
行田市教育委員会ひ
とつくり支援課
048-556-8319

埼玉県 行田市 ③
第55回記念県北美術
展

県北美術文化の進展向上を図り、美術活動を一層高揚するた
めに、美術展覧会を開催します。

12月6～9日
行田市総合体育館メイ
ンアリーナ

埼玉県北美術家協会　他 無料
行田市教育委員会ひ
とつくり支援課
048-556-8319

埼玉県 久喜市 ③ 郷土に親しむ映画会
映画「細川紙の美を漉く（伝統工芸の名匠）」（30分）「和紙のふ
るさと　(さきたまの丘から) 」（20分)を上映します。

10月19日 埼玉県立久喜図書館 埼玉県立久喜図書館 無料

https://www.lib.pref.s
aitama.jp/stplib_doc/
news/eiga/index.html
#kukiei
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埼玉県 久喜市 ③ 名画鑑賞会 映画「父と暮せば」(99分)を上映します。 10月25日 埼玉県立久喜図書館 埼玉県立久喜図書館 無料

https://www.lib.pref.s
aitama.jp/stplib_doc/
news/eiga/index.html
#kukiei

埼玉県 久喜市 ③ 資料展示
ジョギング・ランニング・マラソンに関する図書資料を展示しま
す。

10月30日～11月
18日

埼玉県立久喜図書館 埼玉県立久喜図書館 無料

https://www.lib.pref.s
aitama.jp/stplib_doc/
news/exhibit/index.h
tml

埼玉県 久喜市 ③ 郷土に親しむ映画会
映画「やぶさめを守る　(さきたまの丘から) 」(20分)「若衆組と
龍勢　(秩父の通過儀礼) 」(50分)を上映します。

11月2日 埼玉県立久喜図書館 埼玉県立久喜図書館 無料

https://www.lib.pref.s
aitama.jp/stplib_doc/
news/eiga/index.html
#kukiei

埼玉県 久喜市 ③ 金曜映画会
映画「天馬のふるさと　（世界の人と馬の文化シリーズ）」(45分)
「敦煌の芸術」(36分)を上映します。

11月9日 埼玉県立久喜図書館 埼玉県立久喜図書館 無料

https://www.lib.pref.s
aitama.jp/stplib_doc/
news/eiga/index.html
#kukiei

埼玉県 久喜市 ① 文化講座
講演会「走り続けて思うこと」（講師：浅井えり子氏）を実施しま
す。

11月10日 埼玉県立久喜図書館 埼玉県立久喜図書館 無料

https://www.lib.pref.s
aitama.jp/stplib_doc/
news/kouen/kuki201
211.html

埼玉県 久喜市 ③ 県民の日映画会 映画「東京オリンピック」(180分)を上映します。 11月14日 埼玉県立久喜図書館 埼玉県立久喜図書館 無料

https://www.lib.pref.s
aitama.jp/stplib_doc/
news/eiga/index.html
#kukiei

埼玉県 久喜市 ③ 名画鑑賞会 映画「命のビザ」(115分)を上映します。 11月16日 埼玉県立久喜図書館 埼玉県立久喜図書館 無料

https://www.lib.pref.s
aitama.jp/stplib_doc/
news/eiga/index.html
#kukiei

埼玉県 熊谷市
①②③

④
熊谷市文化功労者表
彰式

熊谷市教育委員会表彰規程に基づき、教育・学術・文化・体育
の振興に、特に功績顕著な方を文化功労者として表彰します。
文化活動を行っている方の励みになり、文化活動の振興に資
します。

11月3日
熊谷市立大里生涯学習
センター「あすねっと」文
化ホール

熊谷市教育委員会（社会教
育課）

無料

熊谷市教育委員会社
会教育課
電話048－524-1111
内線394
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埼玉県 熊谷市 ③ 熊谷市文化祭
熊谷市文化連合関係団体による、演奏会・発表会・展示会等
を行います。

9～11月 市内各所 熊谷市文化連合・各団体

無料
（一
部有
料）

熊谷市教育委員会社
会教育課
電話048－524-1111
内線394

埼玉県 熊谷市 ③

熊谷市音楽連絡協議
会創立50周年記念
ミュージックフェスティ
バル

熊谷市音楽連絡協議会所属団体及び市内一部の学校の吹奏
楽部等による合唱・器楽の演奏会を行います。

11月11日 熊谷文化会館
熊谷市、熊谷市教育委員
会、熊谷市文化連合、熊谷
市音楽連絡協議会

無料

熊谷市教育委員会社
会教育課
電話048－524-1111
内線394

埼玉県 熊谷市 ③
2012ウインドオーケスト
ラin熊谷

市内小・中学校、高校の吹奏楽部や社会人による吹奏楽等の
演奏会を行います。

11月17日
熊谷文化創造館さくらめ
いと　太陽のホール

熊谷市教育委員会、公益財
団法人熊谷市文化振興財
団

無料

熊谷市教育委員会社
会教育課
電話048－524-1111
内線389

埼玉県 熊谷市 ①③ お茶に親しむ会 市内大学、高校の茶道部によるお茶会を行います。 11月14日 星渓園
熊谷市立江南文化財セン
ター 無料

熊谷市立江南文化財
センター
TEL:048-536-5062

埼玉県 熊谷市 ①③
あなたも古代人まが玉
作り

児童・生徒を対象としたまが玉作りです。 11月14日
熊谷市立江南文化財セ
ンター

熊谷市立江南文化財セン
ター

熊谷市立江南文化財
センター
TEL:048-536-5062

埼玉県 熊谷市 ①③
坂田医院旧診療所一
般公開

国登録有形文化財である坂田医院旧診療所の内部を一般公
開します。

11月14日 坂田医院旧診療所
熊谷市立江南文化財セン
ター 無料

熊谷市立江南文化財
センター
TEL:048-536-5062

埼玉県 熊谷市 ①③ 伝統芸能今昔物語
市内各地で伝承されている伝統芸能等を広く紹介するため、
発表会を開催します。

11月23日 妻沼中央公民館
熊谷市立江南文化財セン
ター 無料

熊谷市立江南文化財
センター
TEL:048-536-5062

埼玉県 熊谷市 ①
平成24年度「第7回熊
谷市妻沼文化祭」

作品の展示や音楽、カラオケ、芸能の発表会を実施します。
10月28日,11月2

～4日
妻沼中央公民館

熊谷市
熊谷市教育委員会

http://www.city.kuma
gaya.lg.jp/kanko/eve
nt/bunka/index.html

埼玉県 熊谷市 ①
熊子連
第33回絵画展

熊谷市子ども会育成連絡協議会に加入している児童の絵画
展。熊谷の夏祭りや花火大会、球技大会の絵が描かれていま
す。

11月17, 18日
熊谷スポーツ文化公園
彩の国くまがやドーム2
階

熊谷市子ども会育成連絡協
議会

無料

熊谷市
福祉部こども課
048-524-1111
内線552
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埼玉県 熊谷市 ①
親子で学ぼう
～あかりのエコ
               教室～

子育て中の男性を中心に親子で参加し、電気のしくみや省エ
ネについて一緒に学ぶことで、「子育てへの参加、楽しさ、重要
性」を実感してもらいます。

10月27日
熊谷市男女共同参画推
進センター
“ハートピア”

熊谷市
無料

熊谷市市民部
男女共同参画室
048-599-0011

埼玉県 熊谷市 ①
第33回
フォーラムくまがや
2012

「男女共同参画社会の実現」に向けて、一人一人のより一層の
意識向上、啓発を図ることを目的として、講演会、表彰、アトラ
クションを行います。

11月24日
熊谷市立文化センター
文化会館

・熊谷市
・熊谷市男女共同参画審議
会

無料
熊谷市市民部
男女共同参画室
048-599-0011

埼玉県 熊谷市 ①
平成24年度熊谷図書
館文化講座

講演会「円空　－人と芸術－」
講師：林　宏一氏
　　　　　　　　（埼玉県立博物館元館長）

10月27日
　埼玉県立
熊谷図書館

　埼玉県立
熊谷図書館

無料
埼玉県立熊谷図書館
(048-523-6291)

10月2日より受付開始

埼玉県 熊谷市 ① 名作映画鑑賞会 「生きるべきか死ぬべきか」の上映 11月3日
　埼玉県立
熊谷図書館

　埼玉県立
熊谷図書館

無料
https://www.lib.pref.s
aitama.jp

埼玉県 熊谷市 ① 県民の日映画会 「母をたずねて三千里」（アニメ）の上映 11月14日
　埼玉県立
熊谷図書館

　埼玉県立
熊谷図書館

無料
https://www.lib.pref.s
aitama.jp

埼玉県 熊谷市 ① 金曜映画会 「日本の仏像百選 新極める 1 仏像の歴史」の上映 11月16日
　埼玉県立
熊谷図書館

　埼玉県立
熊谷図書館

無料
https://www.lib.pref.s
aitama.jp

埼玉県 鴻巣市 ①，③ 市民文化祭
「家族ふれあい名作映画劇場」、「作品展」、「秋の茶会」、「囲
碁大会」、「芸能発表会」、「鴻響楽2012」

10月20日
～

11月11日

鴻巣市文化センター・総
合体育館・吹上公民館

鴻巣市教育委員会生涯学
習課

http://www.city.koun
osu.saitama.jp/

埼玉県 鴻巣市 ①，③ 須田剋太展 『街道をゆく』原画展 10月15～21日 鴻巣市吹上公民館
鴻巣市教育委員会生涯学
習課

無料
http://www.city.koun
osu.saitama.jp/

埼玉県 越谷市 ①
獨協医科大学公開講
座

「越谷病院が目指す新たな展開Ⅱ」 10月27日 越谷病院高架下会議室 獨協医科大学
獨協医科大学越谷病
院　048－965－9137

埼玉県
さいたま

市
①

文字活字文化の日記
念事業

映画会「白川静の世界　第1巻　学問の道」を開催します。 10月25日 埼玉県立浦和図書館 埼玉県立浦和図書館 無料
https://www.lib.pref.s
aitama.jp/

埼玉県
さいたま

市
① 教育の日映画会 映画会「（作品名未定）」を開催します。 11月1日 埼玉県立浦和図書館 埼玉県立浦和図書館 無料

https://www.lib.pref.s
aitama.jp/

埼玉県
さいたま

市
① 名画シアター 映画会「（作品名未定）」を開催します。 11月8日 埼玉県立浦和図書館 埼玉県立浦和図書館 無料

https://www.lib.pref.s
aitama.jp/
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埼玉県
さいたま

市
① 県民の日映画会

県民を対象に郷土に親しむ映画会(午前：子ども、午後：一般
向け)を開催します。

11月14日 埼玉県立浦和図書館 埼玉県立浦和図書館 無料
https://www.lib.pref.s
aitama.jp/

埼玉県
さいたま

市
① 木曜映画会 映画会「（作品名未定）」を開催します。 11月15日 埼玉県立浦和図書館 埼玉県立浦和図書館 無料

https://www.lib.pref.s
aitama.jp/

埼玉県
さいたま

市
① 資料展示 児童資料に関連する資料展示を行います。（テーマ未定）

10月27日～
11月11日
（予定）

埼玉県立浦和図書館 埼玉県立浦和図書館 無料
https://www.lib.pref.s
aitama.jp/

埼玉県
さいたま

市
①③ 地図教室

講義とフィールドワークにより、地図の見方や利用の方法な
ど、地図についての基本的な知識を学ぶ講座です。

10月27日 埼玉県立文書館 埼玉県立文書館
http://www.pref.saita
ma.lg.jp/site/koza/tiz
u.html

埼玉県
さいたま

市
①③ 古文書講座・中級編

文書館収蔵の古文書をテキストとして、埼玉の歴史と文化に親
しむことを目的とした講座です。

10月31日, 11月7,
21日

埼玉県立文書館 埼玉県立文書館
http://www.pref.saita
ma.lg.jp/site/koza/ty
ukyu.html

埼玉県
さいたま

市
①③

県民の日　もんじょ館
でアーカイブズ

展示室の見学や日本に古くから伝わる「はんこ」を作ったりし
て、もんじょ館（アーカイブズ）を体験します。

11月14日 埼玉県立文書館 埼玉県立文書館 無料

http://www.pref.saita
ma.lg.jp/site/kodomo
kyositu/kenminhanko.
html

埼玉県
さいたま

市
①③

コーナー展示 「銅版画
にみる近代日本の風
景」

代表的な社寺･名所･温泉などを精密に描いた明治期の銅版
画等を展示し､近代日本の風景を回顧します。

9月25日～
11月25日

埼玉県立文書館 埼玉県立文書館 無料
http://www.pref.saita
ma.lg.jp/site/tenjiyot
ei/

月曜・祝日と10月10
日～19日は休館

埼玉県
さいたま

市
①

ＤＶ防止フォーラム
2012in埼玉

家族や恋人となど親密さの中に潜む暴力を身近な問題として
とらえ、対等な関係性、自分らしく生きることについて考えま
す。
講演：「家族の中で私を生きる」
講師：信田さよ子氏（原宿カウンセリングセンター所長）

11月18日
埼玉県男女共同参画推
進センター（With Youさ
いたま）

埼玉県男女共同参画推進
センター

無料
http://www.withyou-
saitama.jp/

埼玉県
さいたま

市
③

特別展「職人のわざと
カタ」

型を用いた職人の伝統的なものづくりをテーマとした特別展を
開催します。

10月6日～11月18
日

埼玉県立歴史と民俗の
博物館

埼玉県立歴史と民俗の博物
館

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

埼玉県
さいたま

市
③

特別展「職人のわざと
カタ」展示解説

学芸員による特別展「職人のわざとカタ」の解説です。各日とも
13：30～から実施します。

10月21日, 11月1,
4, 14, 18日

埼玉県立歴史と民俗の
博物館

埼玉県立歴史と民俗の博物
館

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

埼玉県
さいたま

市
③

民俗工芸実演「木目込
人形」

木目込人形づくりの伝統技術の実演公開です。当日受付で、
時間は13:30から15:30までです。

11月10日
埼玉県立歴史と民俗の
博物館

埼玉県立歴史と民俗の博物
館

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

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

埼玉県
さいたま

市
③ 民俗工芸実演「桶作り」

桶作りの伝統技術の実演公開です。当日受付で、時間は13:30
から15:30までです。

11月11日
埼玉県立歴史と民俗の
博物館

埼玉県立歴史と民俗の博物
館

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

埼玉県
さいたま

市
③ 十二単の着装体験

大人の女性14名を対象として、十二単の着装を体験していた
だきます。時間は当館が指定します。

11月17日
埼玉県立歴史と民俗の
博物館

埼玉県立歴史と民俗の博物
館

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

埼玉県
さいたま

市
③ 国宝太刀・短刀の公開

国宝の太刀（銘　景光　景政）と短刀（銘　景光）を常設展示室
にて公開します。

10月2日～11月25
日

埼玉県立歴史と民俗の
博物館

埼玉県立歴史と民俗の博物
館

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

埼玉県
さいたま

市
③

国宝「慈光寺経」の公
開

国宝「法華経一品経」ほか通称「慈光寺経」を常設展示室にて
公開します。

10月30日～12月
28日

埼玉県立歴史と民俗の
博物館

埼玉県立歴史と民俗の博物
館

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

埼玉県
さいたま

市
③ ミュージアムカレッジ

「職人の世界」をテーマに歴史・民俗などの分野から4回の講
演を行います。

10月19日.11月2,
9, 16日

埼玉県立歴史と民俗の
博物館

埼玉県立歴史と民俗の博物
館
埼玉大学

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

埼玉県
さいたま

市
④

さいたま市最新出土品
展

さいたま市内で平成２３年度に実施された最新の発掘調査の
内容について、博物館などの公共施設で出土品等を展示する
ことにより、埋蔵文化財に対する理解を深める機会を提供する
ために実施します。

10月2日～
11月18日

プラザウェスト　外４会
場

さいたま市教育委員会
文化財保護課

無料
http://www.city.saita
ma.jp/index.html

埼玉県
さいたま

市
①

博物館子どもわくわく
体験講座

小・中学生とその保護者が対象で、自然観察を実施します。 10月27日(土）
合併記念見沼公園（予
定）

さいたま市教育委員会
さいたま市立博物館

無料
さいたま市立博物館
048-644-2322

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
①

博物館子どもわくわく
体験講座

小・中学生とその保護者が対象で、藍染め（型染め）でハンカ
チを染めます。

11月中旬 さいたま市立博物館
さいたま市教育委員会
さいたま市立博物館

無料
浦和博物館
874-3960

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
① 特別展関連講座 特別展の内容に即した講演会を開催します。

11月11日（日）予
定

浦和コミュニティセンター
さいたま市
教育委員会
浦和博物館

無料
浦和博物館
874-3960

埼玉県
さいたま

市
④

齋藤先生とあるく！秋
の自然観察会

齋藤先生と歩きながら、民家園周辺の自然を観察します。（講
師　齋藤良夫先生）

10月28日（日）
さいたま市浦和くらしの
博物館民家園周辺

さいたま市浦和くらしの博物
館民家園

無料
浦和くらしの博物館
民家園
048-878-5025

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
①

民家園を描く！
はじめての水彩画教室

民家園とその周辺を水彩画などで描きます。（講師　八木一郎
先生）

11月10日（土）
さいたま市浦和くらしの
博物館民家園周辺

さいたま市浦和くらしの博物
館民家園

浦和くらしの博物館
民家園
048-878-5025

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
①

子育てサロン
「はあとくらぶ」

子育てサロン「はあとくらぶ」は親子で気軽に立ち寄れる遊び
の広場です。簡単工作コーナーや手遊び、本の読み聞かせも
あります。

10月26日, 11月23
日

生涯学習総合センター
さいたま市生涯学習総合セ
ンター

無料
さいたま市生涯学習
総合センター
048-643-5651
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埼玉県
さいたま

市
①

「親の学習プログラム」
子どもの笑顔はパパ・
ママの笑顔から

未就学児の保護者対象。同じ境遇の親同士が遊んだり、お
しゃべりする中で子育てについて振り返ります。
第１回は、親子で工作
第２回は、「子どもと離れておしゃべりタイム（保育付き）」

10月6 ,15日
さいたま市
三橋公民館

さいたま市
三橋公民館

無料
さいたま市三橋公民
館
048－642-6893

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
① 歴史講座

「新島やえ」をテーマに、埼玉大学名誉教授　福島　正義氏に
よる講座を開催します。

11月30日
さいたま市
三橋公民館

さいたま市
三橋公民館

無料
さいたま市三橋公民
館
048－642-6893

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
① 家庭教育講演会

小学生の保護者・地域を対象に「親として子どもの安全をどう
守るか」について、日本大学法学部教授　尾田清貴氏が講演
します。

11月17日
さいたま市
大宮東公民館

さいたま市
大宮東公民館

無料
さいたま市
大宮東公民館
048-643-4391

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
① クラッシクコンサート 埼玉大学大学院生によるクラッシクコンサートです。 10月30日

さいたま市大砂土東公
民館

さいたま市大砂土東公民館 無料
さいたま市大砂土東
公民館
048-684-9226

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
① 文化講演会 詩人　宮澤　章二氏の世界について講演会を開催します 11月2日

さいたま市大砂土東公
民館

さいたま市大砂土東公民館 無料
さいたま市大砂土東
公民館
048-684-9226

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
① 親の学習プログラム

親同士が自分自身や子育てについて改めて考える場、親とし
ての成長を支援する学習として実施します。

11月21, 28日
さいたま市大砂土東公
民館

さいたま市大砂土東公民館 無料
さいたま市大砂土東
公民館
048-684-9226

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
① 健康講座Ⅱ

ダイエットに対する運動の大切さを学びます。また簡単な運動
も実施します。

10月20日
さいたま市
七里公民館

さいたま市
七里公民館

無料
さいたま市七里公民
館
048-686-4721

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
① 木目込人形づくり 干支の木目込人形を製作します。 11月22, 29日

さいたま市
七里公民館

さいたま市
七里公民館

無料
さいたま市七里公民
館
048-686-4721

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
①

子育てサロン「たーた
ん」

乳幼児期の親子がふらっと立ち寄れる場所です。サロンサ
ポーターが親子をサポートします。

10月25日, 11月22
日

さいたま市
田島公民館

さいたま市
田島公民館

無料
さいたま市
田島公民館
048-863-0400

埼玉県
さいたま

市
①

親の学習ワークショッ
プ／小学生の保護者
編
「親がHAPPYになる子

子育て中の保護者がファシリテーターの進行でワークショップ
をしながら、子育てで大切にしたいことを見つめ直します。

10月30日
さいたま市
領家公民館

さいたま市
領家公民館

さいたま市
領家公民館
048-831-2265

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
①

親の学習「ママとパパ
の気づきの時間」

子育て中の保護者がファシリテーターの進行でワークショップ
を行います。テーマは「子育てで大切にしたいこと。」

11月13日
さいたま市
大東公民館

さいたま市
大東公民館

無料
さいたま市
大東公民館
048-886-0656

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
①

親の学習「いつでもスタ
ンバイOK！天使が我
が家へ来る前に」

プレママ＆プレパパを対象に第１回はママ・パパ別、第２回は
合同でのワークをします。

11月11, 18日
さいたま市
本太公民館

さいたま市
本太公民館

さいたま市
本太公民館
048-887-4933

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
① 親の学習

子育て中の親がファシリテーターの進行でワークショップを行
います。
テーマは「イライラのコントロール」

11月8日
さいたま市
北浦和公民館

さいたま市
北浦和公民館

無料
さいたま市
北浦和公民館
048-832-3139

要事前予約
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埼玉県
さいたま

市
① 親の学習

子育て中の親がファシリテーターの進行でワークショップを行
います。子育てで大切にしたいことを見つめ直します。

11月9日
さいたま市
南箇公民館

さいたま市
南箇公民館

さいたま市
南箇公民館
048-882-1721

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
① 親子わいわい広場

同じ年頃の子どもを持つ人同士で子育てについての情報交換
や世間話など楽しくおしゃべりしたり、子ども同士で遊ばせたり
する交流の場所です。

11月9日
さいたま市
西浦和公民館

さいたま市
西浦和公民館

無料
さいたま市
西浦和公民館
048-862-9522

先着２０組

埼玉県
さいたま

市
① 子育てサロン「そだち」

親子のコミュニケーションについての講座（お弁当つくり、さい
たま市親の学習、親子コンサート）

10月4, 11, 18日
さいたま市
大古里公民館

さいたま市
大古里公民館

さいたま市大古里公
民館
048-810-4155

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
①

子育てサロン「みむろっ
こ　はっぴい」

出入自由の気軽な交流スペースです。 10月12日
さいたま市
三室公民館

さいたま市
三室公民館

無料
さいたま市
三室公民館
048-873-2594

埼玉県
さいたま

市
① 指編み教室 指先を使って、ニットの帽子やマフラーを編みます。

11月7,
14日

さいたま市
尾間木公民館

さいたま市
尾間木公民館

無料
さいたま市
尾間木公民館
048-873-4993

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
①

小中学校家庭教育学
級

母親にとって大切な家庭での対応のあり方について、講演会
を開催します。

11月15日
さいたま市
原山公民館

さいたま市
原山公民館

無料
さいたま市
原山公民館
048-882-8321

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
① なかよし広場

美園地区には手ごろな公園がないので、子どもと保護者のた
めの居場所を提供する。

10月19日, 11月 2
日

さいたま市
美園公民館

さいたま市
美園公民館

無料
さいたま市
美園公民館
048-878-0515

埼玉県
さいたま

市
① 漢詩講座 漢詩を学びます。

11月5, 12, 26日,
12月10日

さいたま市岩槻本丸公
民館

さいたま市岩槻本丸公民館 無料
さいたま市岩槻本丸
公民館
048-758-3100

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
①

文字・活字文化の日記
念講演会

文字・活字文化をテーマに、ディスレクシア（読み書き困難）の
啓発に取り組むNPO法人会長・藤堂栄子氏による講演会を開
催します。

10月27日(土）
さいたま市立中央図書
館・イベントルーム

さいたま市立中央図書館 無料
http://www.lib.city.sa
itama.jp/

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
①

バリアフリーサービス
展

点訳絵本や布の絵本、音訳図書など、ふだん触れる機会が少
ない図書を展示します。点字の体験なども行います。

10月25 （木）, 26
（金）, 28日（日）

さいたま市立中央図書
館・イベントルーム

さいたま市立中央図書館 無料
http://www.lib.city.sa
itama.jp/

埼玉県
さいたま

市
①

緑区のびのび子どもま
つり

地域の乳幼児から就学児までの子どもたちとその保護者とを
対象として、子育て支援事業を地域のボランティア団体と行政
の協働により行います。
保護者には、体験学習や遊びなどを通して育児について学
び、親子のふれあいを深めてもらえる機会を提供し、地域の子
どもたちには読書や遊びなどを通して豊かで健やかな成長を
促すことができるような場を提供します。また、地域が一体と
なって心と身体の健康の保持・増進を図ります。

11月4日（日） プラザイースト

さいたま市立東浦和図書館

さいたま市緑区保健セン
ター

無料
http://www.lib.city.sa
itama.jp/

「わくわくリズム体操」
と「チューブ体操」は、
事前予約制
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埼玉県
さいたま

市
① 秋のおはなし会

おはなしボランティア、大宮おはなし箱の方々と図書館職員と
の共催で、幼児・小学生を対象に素話・絵本の読み聞かせ・手
遊びなど、親子で楽しめるおはなし会を開催します。

11月23日（金）
さいたま市立大宮図書
館会議室

さいたま市立大宮図書館 無料
http://www.lib.city.sa
itama.jp/

埼玉県
さいたま

市
①

親子で遊べるおりがみ
教室

地域のボランティアの方を講師に迎え、幼児・小学生を対象
に、作って遊べるおりがみ教室を開催します。

11月17日（土）
さいたま市立大宮図書
館会議室

さいたま市立大宮図書館 無料
http://www.lib.city.sa
itama.jp/

要事前予約

埼玉県
さいたま

市
③

第１１回さいたま市美
術展覧会

日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の6部門について、15歳以
上のさいたま市内に在住、在勤、在学者より募った作品のうち
入選作を展示します。

10月17日～27日 プラザノース
さいたま市美術展覧会実行
委員会

無料
さいたま市文化振興
課
048-829-1226

埼玉県
さいたま

市
③

第１１回さいたま市美
術展覧会選抜展

第１１回念さいたま市美術展覧会において、市長賞・議長賞・
教育長賞・美術家協会賞及び文化協会会長賞を受賞した作品
と、審査員・運営委員の作品を展示します。

11月3～8日 うらわ美術館
さいたま市美術展覧会実行
委員会

無料
さいたま市文化振興
課
048-829-1226

埼玉県
さいたま

市
③

石ノ森章太郎の萬画
ワールド～がんばれ石
ノ森萬画館～

『サイボーグ009』『佐武と市捕物控』『がんばれロボコン』など
石ノ森章太郎の多彩な「萬画」作品の展示。東日本大震災で
大きな被害を受け、現在再開へ向けて努力を続けている石ノ
森萬画館についても紹介。

9月8日～11月25
日

さいたま市立漫画会館 さいたま市 無料

http://www.city.saita
ma.jp/www/contents
/1245128492178/ind
ex.html

埼玉県
さいたま

市
③

さいたまアンサンブル
定期演奏会2012
第2夜“クラシックの華”

さいたまアンサンブルによる室内楽の演奏会を開催します。 10月26日
さいたま市文化センター
小ホール

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/
048-866-4600

埼玉県
さいたま

市
③

塩谷哲アコースティック
ライブ！
Featuring本田雅人・井
上陽介

ジャンルも国境も超えて活躍する人気・実力№1ピアニスト塩谷
哲が、サクソフォーン奏者本田雅人、ジャズベーシスト井上陽
介をフィーチャリングしたアコースティックライブを開催します。

11月17日
さいたま市文化センター
小ホール

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/
048-866-4600

埼玉県
さいたま

市
③

東京フィル＆中村紘子
の「ブラボー！名曲ア
カデミー」

中村紘子が東京フィルハーモニー交響楽団とともにクラシック
の代表曲を分かりやすく解説するコンサートを開催します。

11月25日 さいたま市文化センター
公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/
048-866-3171

埼玉県
さいたま

市
③

中国楽器を楽しもう！
シャオロンと音楽仲間
たち

中国琵琶・二胡・揚琴によるファミリーコンサートです。 10月13日 さいたま市民会館うらわ
公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/
048-822-7101

埼玉県
さいたま

市
③

うらわ寄席⑪
桂吉弥独演会

ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ちりとてちん」でおなじみの桂吉弥
による独演会です。

11月18日 さいたま市民会館うらわ
公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/
048-822-7101

埼玉県
さいたま

市
③ さいたま茶会

茶道にふれたことがない市民が、気軽に普段着で参加できる
茶会を開催します。

11月3日
さいたま市民会館いわ
つき

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

無料
http://www.saitama-
culture.jp/
048-756-5151
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埼玉県
さいたま

市
③ さいたま茶会

茶道にふれたことがない市民が、気軽に普段着で参加できる
茶会を恭慶館と同時開催します。

11月3日 氷川の杜文化館
公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

無料
http://www.saitama-
culture.jp/
048-648-1177

靴下は必ず着用して
ください。

埼玉県
さいたま

市
③ さいたま茶会

茶道にふれたことがない市民が、気軽に普段着で参加できる
茶会を氷川の杜文化館と同時開催します。

11月3日 恭慶館
公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

無料
http://www.saitama-
culture.jp/
048-835-7450

靴下は必ず着用して
ください。

埼玉県
さいたま

市
①

第5回高鼻コミュニティ
センターまつり作品展
示会

利用グループの成果発表として、コミセンまつりを開催します。

前期10月20（土）
～24日（水）

後期10月25（木）
～29日（月）

10：00～17：00
（24日・29日は16：

00まで）

高鼻コミュニティセンター
ロビー・第1会議室

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

無料
http://www.saitama-
culture.jp/
048-644-3360

埼玉県
さいたま

市
①

人気メニューを作る「親
子料理」

親子で人気メニューを作る料理講座を開催します。
11月11日（日）
9：30～12：30

（全1回）

高鼻コミュニティセンター
料理実習室

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/
048-644-3360

埼玉県
さいたま

市
①

リッチな気分でイタリア
ン料理

手軽に出来、リッチな気分になるイタリアン料理を学ぶ講座を
開催します。

11月19, 26日（毎
週月曜日）
9:30～12:30

（全2回）

高鼻コミュニティセンター
料理実習室

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/
048-644-3360

埼玉県
さいたま

市
①

地域連絡協議会協力
校合同児童作品展示
会

地元の小学生の作品を展示し家族や地域の皆様に見ていた
だきます。

10月19～25日
大宮工房館
多目的ルーム

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

無料
http://www.saitama-
culture.jp/  048-645-
3838

埼玉県
さいたま

市
①

コラボ講座『陶芸抹茶
碗づくりと1日体験茶
道』講座

抹茶碗を作りその碗を使い、氷川の杜文化館で1日茶道の体
験をしてもらいます。

11月7, 8, 21, 28日

大宮工房館
多目的ルーム
氷川の杜文化館
和室

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/  048-645-
3838

埼玉県
さいたま

市
①

陶芸講座『干支をつる』
Ａ

毎年恒例の干支を陶芸で作ります。 11月11日
大宮工房館
ワークスタジオ

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/  048-645-
3838

埼玉県
さいたま

市
①

陶芸講座『干支をつる』
Ｂ

毎年恒例の干支を陶芸で作ります。 11月12日
大宮工房館
ワークスタジオ

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/  048-645-
3838
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埼玉県
さいたま

市
①

身体すっきり健美操講
座

健やかな美しく日々のストレスに負けない身体づくりを学ぶ講
座を開催します。

10月9～23日 宮原コミュニティセンター
公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/
048-653-8558

埼玉県
さいたま

市
① 大人の陶芸講座

初心者を対象に、土に触れ、作品を作り、日本の伝統文化を
学ぶ講座を開催します。

11月13, 20日,  12
月4日

宮原コミュニティセンター
公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/
048-653-8558

埼玉県
さいたま

市
① 宮原コミセンまつり コミセン利用者や地域団体の日頃の活動成果を発表します。 11月17, 18日 宮原コミュニティセンター

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

無料
http://www.saitama-
culture.jp/
048-653-8558

埼玉県
さいたま

市
③ コーラス講座 腹式呼吸を使った、発声法やハーモニーを学びます。

10月31日, 11月7,
21日

片柳コミュニティセンター
多目的ルーム

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

無料
http://www.saitama-
culture.jp/
048-686-8666

埼玉県
さいたま

市
③

片コミまつり
ミュージック

フェスティバル

当館で活動する音楽愛好家を一堂に会し、活動の成果を発表
します。

10月28日
片柳コミュニティセンター
多目的ルーム

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

無料
http://www.saitama-
culture.jp/
048-686-8666

埼玉県
さいたま

市
③ 第5回コミセンまつり

各利用団体の成果発表会及び実際に各種サークル活動に体
験参加していただき市民等のグループ活動への参加を促進す
る。また、地域住民近隣施設との連携を図ります。

11月17, 18日
コミュニティセンターいわ
つき

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/
048‐758‐1980

埼玉県
さいたま

市
③ 韓国語体験講座 広幅い年齢層を対象に韓国語の基礎を学んでもらいます。

11月19, 26日, 12
月3, 10日

コミュニティセンターいわ
つき

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/
048‐758‐1980

埼玉県
さいたま

市
③ 日進公園レクフェスタ 当館を利用しているグループによる実演発表会を開催します。 11月4日

日進公園コミュニティセ
ンター

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

無料
http://www.saitama-
culture.jp/
048-664-4078

埼玉県
さいたま

市
①

第５回
ふれあいプラザ
いわつきまつり

ふれあいプラザいわつきでの活動団体による作品展示会を開
催します。（その他、館主催の催し物を予定）

11月3, 4日
ふれあいプラザいわつ
き

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

無料
http://www.saitama-
culture.jp/
048-756-6000

埼玉県
さいたま

市
③

気軽にクラシックvol.11
ピアノ三重奏曲の珠玉
の名曲、ベートーヴェン
作曲「大公」トリオ

新日本フィルハーモニー交響楽団のソロ・コンサートマスターを
中心とした名手３名による緻密でスケールの大きなアンサンブ
ルをお楽しみください。

11月18日
プラザウエスト
さくらホール

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/
048-858-9080

埼玉県
さいたま

市
①

西部文化センター
まつり
～作品展示会～

利用サークルが日頃の活動成果を発表し、サークル同士の交
流を深めるために開催します。

11月9～11日
西部文化センター
ロビー
第１～４集会室

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

無料
http://www.saitama-
culture.jp/
048-625-3851

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

埼玉県
さいたま

市
③ 西文センター寄席 三遊亭鳳志が西部文化センター寄席に登場します。

11月10日
14時～

西部文化センター
多目的ホール

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/
048-625-3851

埼玉県
さいたま

市
③

西部文化センターふれ
あいコンサート

プロの演奏家の演奏と音楽の楽しさを体感していただくコン
サートです。

11月11日
13～16時

西部文化センター
多目的ホール

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

無料
http://www.saitama-
culture.jp/
048-625-3851

埼玉県
さいたま

市
① ヨーガ講座 ヨーガの基礎を学びます。

10月26日, 11月2,
9日

西与野コミュニティホー
ル

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/
048-854-8584

持ち物：タオル、運動
しやすい服装

埼玉県
さいたま

市
① ネイル講座 ネイルの基礎や簡単なアートを学びます。 11月14, 21, 28日

与野本町コミュニティセ
ンター

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/
048-853-7232

埼玉県
さいたま

市
①

チャレンジ！カラーコー
ディネーター3級講座

ファッション・インテリア関係で活躍できるカラーコーディネー
ターの受験対策講座を開催します。

9月1, 15, 29日,
10月6, 13, 20, 27

日,
11月10, 17, 24日

馬宮コミュニティセンター
公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/
048-625-8821

埼玉県
さいたま

市
③

秋のファミリーコンサー
ト

地元で活動している高校又は大学の、楽団によるコンサートを
開催します。

10月21日 馬宮コミュニティセンター
公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

無料
http://www.saitama-
culture.jp/
048-625-8821

埼玉県
さいたま

市
① チャレンジ！英検3級 英検にチャレンジする受験対策講座を開催します。

11月4, 11, 18, 25
日, 12月2, 9, 16,

23日,
1月6, 13日

馬宮コミュニティセンター
公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/
048-625-8821

埼玉県
さいたま

市
①

ゆったりリラックス！～
軽運動講座～

身体をほぐし、リラックスできる体操を行います。
10月2日～12月4

日
下落合コミュニティセン
ター

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/
048-834-0570

埼玉県
さいたま

市
③

下落合コミュニティセン
ターまつり

当館利用グループの日頃の成果発表を行います。 10月27日
下落合コミュニティセン
ター

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

無料
http://www.saitama-
culture.jp/
048-834-0570

埼玉県
さいたま

市
③

第31回さいたま市勤労
女性センターまつり

グループの作品展示、成果発表及び体験、調理品等の即売と
1日体験講座

11月17, 18日 勤労女性センター
公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/
048-685-2122

埼玉県
さいたま

市
③

わらび座ミュージカル
「セロ弾きのゴーシュ」

東北を活動拠点とする劇団わらび座が、民舞や和楽器の生演
奏を織り交ぜながら、宮沢賢治の描く世界をミュージカル化し
た作品を上演します。

11月3日 プラザノース さいたま市 プラザノース

プラザノース総合イン
フォメーションカウン
ター
048-653-9255

3歳未満のお子様は
入場できません

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

埼玉県
さいたま

市
①

おとなのためのジャズ
ピアノ教室2012
後期

プロのジャズピアニストの指導により、ジャズの初歩から学べ
るピアノ教室を開催します。

11月6, 13, 20, 27
日, 12月4, 11日
(6回連続講座）

プラザノース さいたま市 プラザノース 無料

プラザノース総合イン
フォメーションカウン
ター
048-653-9255

社会人の方
10名
※多少ﾋﾟｱﾉ経験のあ
る方

埼玉県
さいたま

市
① 盆栽相談講座

お手持ちの盆栽に関しての質問や相談について、自由質問形
式で指導が受けられる講座を開催します。

11月24日 プラザノース さいたま市 プラザノース

プラザノース総合イン
フォメーションカウン
ター
048-653-9255

18歳以上で盆栽をお
持ちの方
10名

埼玉県
さいたま

市
① さいたまの歴史を探る

氷川神社や相撲神事等、知っているようで知らないふるさとの
まつり・行事について学びます。

7月12日, 8月9日,
9月13日, 10月11
日, 11月8日, 12月

13日
(6回連続講座）

プラザノース さいたま市 プラザノース 無料

プラザノース総合イン
フォメーションカウン
ター
048-653-9255

18歳以上の方
20名

埼玉県
さいたま

市
①

一コマまんがを描こ
う！

誰もがプッとふき出す一コマまんがの描き方を、プロの漫画家
に学びます。

10月21, 28日
(2回連続講座）

プラザノース さいたま市 プラザノース

プラザノース総合イン
フォメーションカウン
ター
048-653-9255

小学校3年生～
中校生
14名

埼玉県
さいたま

市
①

かんたん版画講座
ドライポイントで年賀状

ドライポイントという技法を使って年賀状用の版画を作成する
講座を開催します。

10月30日, 11月6,
13日

(3回連続講座）
プラザノース さいたま市 プラザノース

プラザノース総合イン
フォメーションカウン
ター
048-653-9255

18歳以上の方
10名

埼玉県
さいたま

市
① 漫画を考える一日（仮） マンガ、笑いをテーマとした講演会等を開催の予定です。 11月4日 プラザノース さいたま市 プラザノース 無料

プラザノース総合イン
フォメーションカウン
ター
048-653-9255

小学生以上
50名程度

埼玉県
さいたま

市
①

陶芸創作 金曜日教室
午前の部　平皿をつく
る

オリジナルデザインといった工夫、さらに一歩進んだ技法も学
ぶ中級講座を開催します。

10月26日, 11月2
日, 16日

午前
(3回連続講座）

プラザノース さいたま市 プラザノース

プラザノース総合イン
フォメーションカウン
ター
048-653-9255

18歳以上の陶芸経験
者の方
8名

埼玉県
さいたま

市
①

陶芸創作 金曜日教室
午後の部　グラタン皿
をつくる

オリジナルデザインといった工夫、さらに一歩進んだ技法も学
ぶ中級講座を開催の予定です。

10月26日, 11月2
日, 16日

午後
(3回連続講座）

プラザノース さいたま市 プラザノース

プラザノース総合イン
フォメーションカウン
ター
048-653-9255

18歳以上の陶芸経験
者の方
8名

埼玉県
さいたま

市
①

パソコン入門講座2012
～Excelで住所録をつく
ろう～

Eｘcelで住所録を作成し、Eｘcelの基本操作などを学ぶ講座を
開催の予定です。

11月7, 14, 21, 28
日

(4回連続講座）
プラザノース さいたま市 プラザノース

プラザノース総合イン
フォメーションカウン
ター
048-653-9255

18歳以上の方
19名

埼玉県
さいたま

市
①

パソコン入門講座2012
～Wordで年賀状をつく
ろう～

Wordで住所録を作成し、Wordの基本操作などを学ぶ講座を開
催の予定です。

11月15, 22, 29日,
12月6日

(4回連続講座）
プラザノース さいたま市 プラザノース

プラザノース総合イン
フォメーションカウン
ター
048-653-9255

18歳以上の方
19名

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

埼玉県
さいたま

市
③

2012さいたま市ユーモ
アフォトコンテスト
国際漫画フェスティバ
ル･インさいたま2012
（市民漫画展2012）　合
同作品展

ユーモアをテーマとした写真コンテスト入賞作品と国内・海外
のプロの漫画家に出品いただいた作品の展覧会（および市民
漫画展）を同時に開催します。

11月10～18日
(11月12日を除く)

プラザノース さいたま市 プラザノース 無料

プラザノース総合イン
フォメーションカウン
ター
048-653-9255

埼玉県
さいたま

市
②③ 幼児絵画展

埼玉県内の幼稚園・保育所並びに認定子ども園等に在園する
3歳児から5歳児を対象とした「幼児絵画展」の作品展示と表彰
を行います。

11月3, 4日 国際学院埼玉短期大学 国際学院埼玉短期大学 無料
048-641-7468
http://kgef.ac.jp.ksjc

埼玉県
さいたま

市
②③ 味彩コンテスト

埼玉県特産黒豚、牛乳、野菜等の食材の特性を活かし、30分
以内で調理が可能な創作料理献立を募集、審査を経て表彰し
ます。

11月3, 4日 国際学院埼玉短期大学 国際学院埼玉短期大学 無料
048-641-7468
http://kgef.ac.jp.ksjc

埼玉県
さいたま

市
②

五峯祭
（大学祭）

学生の研究成果の発表を中心に、幼児絵画展や味彩コンテス
トなどのイベントも同時開催します。

11月3, 4日 国際学院埼玉短期大学 国際学院埼玉短期大学 無料
048-641-7468
http://kgef.ac.jp.ksjc

埼玉県
さいたま市
久喜市

①③
歴史講座「江戸時代の
栗橋関所 Ⅱ」

日光街道の要所として機能した「栗橋関所」の成り立ちや江戸
時代の交通について、関所番の史料をとおして学ぶ講座で
す。

11月10, 17, 24日
1久喜市立郷土資料館・
2埼玉県立文書館

久喜市立郷土資料館
埼玉県立文書館

無料
http://www.pref.saita
ma.lg.jp/site/koza/re
kisikoza.html

埼玉県
さいたま

市
③

ＭＯＭＡＳコレクション
（常設展）無料公開

開館30周年を迎えた当館では「開館30周年記念特別展示」の
第2弾として、「コレクション名作選」や「コレクターの眼」といっ
たテーマで、選りすぐりの名品の展示やコレクションの形成に
大きく貢献した重要なコレクターを紹介しています。
11月4日（日）は「彩の国教育週間」、11月14日（水）は「埼玉県
民の日」として、これらの展示作品を無料でご覧いただけま
す。

11月4, 14日 埼玉県立近代美術館 埼玉県立近代美術館 無料 http://momas.jp/

埼玉県
さいたま

市
① 絵手紙講座 年賀状づくりに役立つ絵手紙の作り方などを学びます。 11月5日

岩槻駅東口コミュニテイ
センター
クラフトルーム

公益財団法人さいたま市文
化振興事業団

http://www.saitama-
culture.jp/
048-758-6500

埼玉県
さいたま

市
① 公民館・コミセン文化祭

　地域の人々と公民館、コミセンの利用者、利用団体等の交流
の場並びに発表の場として文化祭を開催します。

10月21, 26～28日

南浦和コミュニティセン
ター
体育館・レクリエーション
室

南浦和公民館・公益財団法
人さいたま市文化振興事業
団

無料
http://www.saitama-
culture.jp/
048-886-5856

埼玉県 坂戸市 ① お母さん教室
若いお母さん方を対象に、子供が本来持っている能力の引き
出し方を学びます。

11月7日 勝呂公民館 財団法人新教育者連盟 無料 049-281-8586

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

埼玉県 幸手市 ③ 第52回幸手市文化祭
公民館等で活動しているサークルや市民の作品の展示・団体
による成果発表を行います

11月3～25日
アスカル幸手他市内公
共施設

幸手市
幸手市教育委員会 無料

http://www/city.satt
e.lg.jp

埼玉県 狭山市 ① 公開講座
地域市民の方々を対象にした公開講座　　講演テーマは「はや
ぶさ」を育てた文化」

10月20日
武蔵野学院大学・武蔵

野短期大学講義室
武蔵野学院大学・武蔵野短

期大学
無料

http://www.musashin
o.ac.jp

04-2954-6131

募集人員に制約があり
ます。事前の申し込み
をお願いします

埼玉県 狭山市 ① 公開講座
地域市民の方々を対象にした公開講座　　講演テーマは「首都
圏を襲う可能性がある地震」

10月27日
武蔵野学院大学・武蔵

野短期大学講義室
武蔵野学院大学・武蔵野短

期大学
無料

http://www.musashin
o.ac.jp

04-2954-6131

募集人員に制約があり
ます。事前の申し込み
をお願いします

埼玉県 狭山市 ① 公開講座
地域市民の方々を対象にした公開講座　　講演テーマは「脳を
いかに育むか」

10月28日
武蔵野学院大学・武蔵

野短期大学講義室
武蔵野学院大学・武蔵野短

期大学
無料

http://www.musashin
o.ac.jp

04-2954-6131

募集人員に制約があり
ます。事前の申し込み
をお願いします

埼玉県 志木市 ③ 志木市民文化祭

志木市民の創作活動における参加の機会を提供するととも
に、市民参加による手作りの芸術文化の啓発・振興・高揚を図
り、創意工夫あふれた市民文化の向上と芸術文化活動の交流
を図るために開催します。

参加部門・種目
1. 芸能部門(太鼓、歌謡、詩吟、邦楽、邦舞踊、民謡、洋舞踊、
剣舞等)
2. 展示・茶道部門(生花、菊花、郷土資料、編み物、短歌、俳
句、茶席等)
3. 体験学習部門(小中学生等を対象とした、伝統芸能や文化、
芸術の体験学習の指導)

11月2～4日
志木市民会館・いろは遊
学館

志木市民文化祭実行委員
会

無料
http://www.city.shiki.
lg.jp/52,3198,210,679.
html

埼玉県 志木市 ③
志木市美術展覧会（市

展）

広く市民の美術思想の普及と創造的表現力の醸成をはかり、
もって市の文化向上に寄与するため開催します。

第1部 日本画,  第2部 洋画,  第3部 彫刻,  第4部 工芸,  第5部
書, 第6部 写真

11月2日～4日 志木　　　　　市民会館
志木市美術展覧会実行委
員会

無料
http://www.city.shiki.
lg.jp/52,32399,210,67
9.html

埼玉県 秩父市 ③
バスツアー「紅葉の三
峰山に自然と文化を訪
ねる」

三峰神社付近の自然、特にカエデの仲間の多様性を観察しま
す。また三峰神社についても紹介します。

11月1日 三峰神社付近 埼玉県立自然の博物館
http://www.shizen.sp
ec.ed.jp/

埼玉県 秩父市 ① Ｆｕｎトレッキング
1日目は登山の基礎を学び、2日目は紅葉の進む山の稜線を
景色を楽しみながら歩きます。

11月3, 4日
埼玉県青少年総合野外
活動センター

埼玉県青少年総合野外活
動センター

http://yakatu.shopro.
co.jp/
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埼玉県 秩父市 ③ 「この本が好き！」展Ⅲ
秩父にゆかりのある方に、お好きな本や子どもたちにおすすめ
の本について伺い、紹介された本とその本についてのコメント
を展示し、本に親しんでいただきます。

10月27日～11月
11日

秩父市立秩父図書館
3階展示集会室

秩父市立秩父図書館 無料
http://library.city.chi
chibu.lg.jp

埼玉県 秩父市 ①
黄葉のスカイロードハ
イク

ミューズパークの銀杏並木を巡るハイキング 10月25日 秩父ミューズパーク 埼玉県立大滝げんきプラザ 無料
大滝げんきプラザ／
0494-55-0014

埼玉県 秩父市 ①
山で遊ぼう2「錦秋の奥
秩父原生の森ハイクと
こんにゃく作り」

原生の森ハイキング、天体観察、こんにゃく作り 10月27, 28日 大滝げんきプラザ他 埼玉県立大滝げんきプラザ

小・
中学
生３,
２００
円
大人
３,７０
０円

大滝げんきプラザ／
0494-55-0015

埼玉県 秩父市 ①
荒川贄川宿・縁側展ハ
イク

秩父市荒川贄川宿の縁側展を巡るハイキング 11月10日 秩父市贄川 埼玉県立大滝げんきプラザ 無料
大滝げんきプラザ／
0494-55-0016

埼玉県 秩父市 ①
大滝で遊ぼう2「遺跡と
滝を辿るハイキングと
秋の味覚」

大滝温泉～登竜橋ハイキング、天体観察、中津芋田楽作り 11月17, 18日 大滝げんきプラザ他 埼玉県立大滝げんきプラザ

小・
中学
生３,
２００
円
大人
３,７０
０円

大滝げんきプラザ／
0494-55-0017

埼玉県 秩父市 ①
天体望遠鏡操作研修
会

400mmの反射望遠鏡の操作を中心とした研修会 11月22日 大滝げんきプラザ他 埼玉県立大滝げんきプラザ 無料
大滝げんきプラザ／
0494-55-0018

埼玉県 秩父市 ①
秩父演習林　紅葉の自
由見学日

秩父演習林内の特定の区間を自由に散策するイベントです。
今回は樹木園と滝川沿いの森林軌道跡を巡るコースで、ガイ
ドによる解説も行います。

10月27, 28日
東京大学大学院農学生
命科学研究科附属演習
林秩父演習林

東京大学大学院農学生命
科学研究科附属演習林秩
父演習林
樹木園周辺

無料
http://www.uf.a.u-
tokyo.ac.jp/chichibu/

埼玉県 秩父市 ①
秩父演習林　ワサビ沢
展示室特別開室

秩父演習林の紹介や各種標本、国道140号雁坂トンネル周辺
模型などを展示しているワサビ沢展示室の特別開室です。期
間中はガイドによる解説も行います。

10月27, 28日
東京大学大学院農学生
命科学研究科附属演習
林秩父演習林

東京大学大学院農学生命
科学研究科附属演習林秩
父演習林
ワサビ沢展示室

無料
http://www.uf.a.u-
tokyo.ac.jp/chichibu/

埼玉県 秩父市 ① 大林素子講演会
元日本代表バレーボール選手の大林素子さんを講師にお迎
えし、バレーの実技指導をしていただく。

10月24日
秩父市文化体育セン
ター

秩父市市民部市民スポーツ
課

無料 0494－25－5230
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埼玉県 秩父市 ① 親の学習教育講演会
教育評論家　親野智可等 氏を講師に招き、親を対象にした家
庭における子どもの学力向上に関する講演会を開催します。

11月18日
秩父市歴史文化伝承館
2階ホール

秩父市教育委員会 無料
秩父市教育研究所
0494-22-2446

埼玉県 所沢市 ① 森のガイドウォーク
センターにお越しいただいた方々に周囲の自然を楽しんで頂く
ために、ガイドウォークを行っています。

11月3, 4日
埼玉県狭山丘陵いきも
のふれあいの里セン
ター

埼玉県狭山丘陵いきものふ
れあいの里センター

無料
http://www.ikifure.inf
o/

埼玉県 所沢市 ③
第53回所沢市連合華
道展

華道作品の展示。 10月20, 21日 ミューズ・展示室 所沢市華道連盟 無料
所沢市華道連盟古川
０４－２９４２－２５０１

埼玉県 所沢市 ③ 第61回所沢市美術展 日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の展示

日本画・洋画・彫
刻・工芸10月25～
31日、書・写真11

月2～7日

ミューズ・展示室、第2展
示室

所沢市美術連盟 無料
所沢市社会教育課
04-2998-9242

埼玉県 所沢市 ③
第23回所沢こどもルネ
サンス「所沢ベーゴマ
教室・大会」

ベーゴマ教室・ベーゴマ大会 10月27、28日 航空記念公園
所沢こどもルネサンス実行
委員会

無料
所沢市社会教育課
04-2998-9242

埼玉県 所沢市 ③
第50回所沢市連合菊
花展

菊の展示。 10月28～30日 所沢市役所市民ホール 所沢市菊愛好団体連合会 無料
所沢市菊愛好団体連
合会　守屋　04-
2925-0204

埼玉県 所沢市 ③
第60回所沢市民短歌
大会

短歌の大会。 11月4日 中央公民館・学習室6号 所沢市短歌連盟 無料
所沢市社会教育課
04-2998-9242

埼玉県 所沢市 ③
第23回所沢こどもルネ
サンス「あかさたな合唱
祭」

所沢市内で歌っている子どもたちと、日本在住の外国の子ども
たちによる演奏会。

11月10日 ミューズ・アークホール
所沢こどもルネサンス実行
委員会

無料
所沢市社会教育課
04-2998-9242

埼玉県 所沢市 ③
第57回所沢市民囲碁
大会

囲碁の大会。 11月18日 中央公民館・ホール 所沢市囲碁連盟
所沢市囲碁連盟　宮
川
04-2948-8071

埼玉県 所沢市 ③
第44回市民劇団
銀杏の会公演

ミュージカル「長靴を履いた猫」 11月18日
ミューズ・マーキーホー
ル

市民劇団
銀杏の会

無料
市民劇団銀杏の会
駒田090-1128-8933

埼玉県 所沢市 ①
子ども大学ところざわ
学園祭

秋草学園短期大学の学園祭に子ども大学ところざわで作成し
たパネルシアターを発表します。

10月6日 秋草学園短期大学
子ども大学ところざわ実行
委員会

無料
所沢市社会教育課
04-2998-9242

埼玉県 長瀞町 ③
観察会「長瀞岩畳と秩
父赤壁」

名勝・天然記念物「長瀞」の中心部にある「岩畳」周辺の地質を
見学します。

11月10日 長瀞岩畳 埼玉県立自然の博物館
http://www.shizen.sp
ec.ed.jp/
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埼玉県 長瀞町 ① 化石から古代を探る
1日目：川原で石を採集します。2日目：化石の採集をします。
荒川までマウンテンバイクで移動します。

10月20, 21日
長瀞げんきプラザ・皆野
町

長瀞げんきプラザ
http://nagatoro-
genki.com/

埼玉県 長瀞町 ①
長瀞アルプスハイキン
グ

山岳会ＪＨＦによって名付けられた「長瀞アルプス」ハイキング
コースを歩きます。

10月28日
長瀞げんきプラザ・長瀞
町内

長瀞げんきプラザ
http://nagatoro-
genki.com/

埼玉県 長瀞町 ① ちびっこ大集合
1日目：親子ハイキング、クラフト、子育てサロンを行います。2
日目：親子クッキング（バームクーヘン）を行います。

11月3, 4日 長瀞げんきプラザ 長瀞げんきプラザ
http://nagatoro-
genki.com/

埼玉県 長瀞町 ①
県民の日フェスティバ
ル

各種クラフト（まが玉作り・はんこ作りなど）、各種体験活動（火
起こし体験・ウオークラリーなど）ができます。

11月14日 長瀞げんきプラザ 長瀞げんきプラザ
http://nagatoro-
genki.com/

埼玉県 新座市 ③
秋の読書週間フェス
ティバル
リサイクルブックフェア

図書館で不用になった図書や雑誌を無償で配布します。 11月10, 11日 福祉の里図書館 新座市福祉の里図書館 無料
http://www.lib.niiza.s
aitama.jp/

埼玉県 新座市 ①
子ども大学にいざ第２
回(全５回）

地域の大学や市町村、企業・ＮＰＯ、県が連携して、子ども（原
則として小学校４～６年生）の知的好奇心を刺激する学びの機
会を提供するものです。学校とは一味ちがったテーマを、大学
教授などの専門家がわかりやすく教えてくれます。また、県内
のほかの子ども大学との交流会など、発表・交流の場も用意し
ています。

10月6日 十文字学園女子大学
子ども大学にいざ実行委員
会

http://www.pref.saita
ma.lg.jp/site/kodomo
daigaku/kodomodaiga
ku-niiza-h24.html

申し込みは終了しま
した

埼玉県 新座市 ①

新座市内大学公開講
座 第２回（全４回）
「ファイトこそ私の人生
～川島昭恵・語りの世
界」

新座市教育委員会との主催及び後援により、趣向を凝らした
様々な講座を開設します。お気軽にご参加ください。

10月13日 十文字学園女子大学
新座市教育委員会・十文字
学園女子大学

無料

http://www.c-
niiza.ed.jp/shougaigak
ushu/shougaijouhous
hi/index.htm

定員180名

埼玉県 新座市 ①

桐華祭講演会
「伊達家当主が語る
戦国武将の素顔」
伊達 泰宗氏（仙台伊
達藩十八代当主）
山名 美和子氏（歴史
作家）

大学祭「桐華祭」。毎年の恒例イベントとして「桐華祭講演会」
が開催されます。

10月27日 十文字学園女子大学 十文字学園女子大学 無料
http://www.jumonji-
u.ac.jp/outline/lectur
e/index.html

定員200名

埼玉県 新座市 ①

十文字学園女子大学
公開講座・新座市内大
学公開講座 第３回（全
４回）
「山川菊栄・その人と活
動―監督とのトーク＆
シネマ」
山上 千恵子氏(ドキュ
メンタリー「姉妹よ、ま
ずかく疑うことを習え」
監督）

新座市教育委員会との主催及び後援により、趣向を凝らした
様々な講座を開設します。お気軽にご参加ください。

11月17日 十文字学園女子大学
新座市教育委員会・十文字
学園女子大学

無料

http://www.c-
niiza.ed.jp/shougaigak
ushu/shougaijouhous
hi/index.htm

定員200名
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埼玉県 新座市 ①

平成２４年度男女共同
参画推進プラザ事業・
女性のためのエンパ
ワーメント講座
「仕事につなげよ
う！！～ＭＯＳ検定合
格のためのＷＯＲＤ講
座～」

女性が社会で活躍するために、仕事等に必要なＷＯＲＤの技
術を身
につけ、ＭＯＳ（マイクロソフトオフィススペシャリスト）検定試験
に合格できるまでに実力を高めます。

10月6日．20日．
11月3日．10日．

17日
(全5回)

十文字学園女子大学 新座市
http://www.city.niiza.
lg.jp/05institution/ed
u/hotplaza.php

対象：新座、朝霞、志
木、和光市に在住又
は在勤の女性
定員：30名
保育：定員10名（２歳
～就学前まで）

埼玉県 新座市 ①
彩の国いきがい大学
入間学園
「若い世代との交流」

財団法人いきいき埼玉では、高齢者の学習の場として「彩の国
いきがい大学」を開校しています。本学では、社会の変化に対
応できる能力を身につけ、社会参加による生きがいを高め、卒
業後は地域活動のリーダーとして活躍していただくことを目的
にしています。

11月20日 十文字学園女子大学 財団法人いきいき埼玉
http://www.ikg-
saitama.jp/university
/index.html

申し込みは終了しま
した

埼玉県 新座市 ①
新座市民総合大学
文学部　子どもの読書
応援学科

毎年、市内３大学（跡見学園女子大学・十文字学園女子大学・
立教大学）の協力を得て、３学部３学科を開学しています。大
学教授ほかバラエティに富んだ講師陣が、皆さんに楽しくわか
りやすい講義をいたします。

10月6．13日．11
月3． 10日
(全16回)

十文字学園女子大学 新座市教育委員会

http://www.c-
niiza.ed.jp/shimindaig
aku/simindai-
index.html

申し込みは終了しま
した

埼玉県 鳩山町 ①
平成24年度ふるさとの
民話・童謡まつり

町民のみなさまに郷土「はとやま」をより一層理解していただく
ため、地域にまつわる民話を披露し、童謡を歌う。また、小・中
学生から
ふるさとに関する作文を広く募集し、その一部の作品を朗読発
表する。これらの活動を通して青少年の健全育成に努めるとと
もに、明るいまちづくりを推進する。

11月3日 鳩山町文化会館 鳩山町生涯学習課 無料
鳩山町生涯学習課
（049-296-1263）

埼玉県 鳩山町 ③
平成24年度（第37回）
中央文化祭

公民館利用団体（サークル）を中心に、町内地域住民の、年間
活動の成果を一堂に展示した、芸術文化の祭典を開催し、文
化活動の向上を推進する。

11月2～4日 鳩山町中央公民館
中央文化祭実行委員会・鳩
山町中央公民館

無料
鳩山町中央公民館
（049－296-2774）

埼玉県 鳩山町 ③
平成24年度（第17回）
鳩山陶芸展

陶芸活動を通して構築した創作群を、一堂に展示することによ
り、地域活動の向上を図ることを目的とする。

11月2～4日
鳩山町文化会館（ホワイ
エ）

鳩山陶芸展実行委員会・鳩
山町中央公民館

無料
鳩山町中央公民館
（049－296-2774）

埼玉県 飯能市 ①
初めての山歩き～登山
講習会～

登山の基本を学べます。服装・装備・地図読みなどの講習と実
踏を行います。

10月13日
名栗ふるさと会館（予
定）

埼玉県立名栗げんきプラザ
http://www.naguri-
genki.com

埼玉県 飯能市 ①
アウトドア講習会　ダッ
チオーブン料理と野外
料理入門

ダッチオーブンを使った野外料理の講習会です。ダッチオーブ
ンの使い方や炭のおこし方などを学べます。

10月14日 旧芦ヶ久保小学校 埼玉県立名栗げんきプラザ
http://www.naguri-
genki.com

埼玉県 飯能市 ① 市民の大学Ⅳ
「もっと学びたい」という市民の皆様のニーズに積極的に応え
ていくための公開講座です。

11月17,  24日 駿河台大学 駿河台大学
http://www.surugadai
.ac.jp/
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埼玉県 飯能市 ① ふるさと喜楽学
「もっと学びたい」という市民の皆様のニーズに積極的に応え
ていくための公開講座です。

10月20日, 11月
10, 17日

駿河台大学 駿河台大学
http://www.surugadai
.ac.jp/

埼玉県 飯能市 ③ 駿輝祭
学生団体の模擬店出店や研究発表、アーティストやお笑い芸
人を招いてのライブを開催します。

10月27, 28日 駿河台大学 駿輝祭実行委員会
http://www.surugadai
.ac.jp/

アーティストによるラ
イブは有料

埼玉県 東松山市 ①
第35回記念大会　日本
スリーデーマーチ

　毎年11月、比企丘陵を舞台に繰り広げられる「ウォーキング」
の祭典、日本スリーデーマーチ。8万人を超える人たちが、日
本各地・世界各地から集まります。
　昭和53年に始まった「ウォーキング」大会であるこの大会は、
各コース(50km・30km・20km・10km・5km)を自分の体力にあわ
せて自由に選び、3日間歩きます。スタート時間は、それぞれ
のコースにより決まっています。途中にチェックポイントがあり、
午後5時までにゴールすれば完歩になります。

11月2～4日
東松山市及び周辺の比
企丘陵

東松山市、社団法人日本
ウォーキング協会、埼玉県、
東松山市教育委員会、NPO
法人埼玉県ウォーキング協
会、朝日新聞社

http://www.city.higas
himatsuyama.lg.jp/ou
t/3d_march/3dmarch.
htm

埼玉県 比企郡 ①
ひらめき☆ときめきサ
イエンス

最先端の科研費の研究成果について、中学生、高校生の皆さ
んが、直に見る、聞く、ふれることで、科学のおもしろさを感じて
もらうプログラムです。
今回は過冷却液体を作成し、「繰り返し使用できるカイロ」を作
ります。
鳩山祭実施期間中に開催します。

11月4日
東京電機大学
鳩山キャンパス

東京電機大学 無料

049-296-0042
hirameki-
tokimeki@jim.dendai.a
c.jp

埼玉県 比企郡 ② 鳩山祭 学園祭 11月2～4日
東京電機大学
鳩山キャンパス

東京電機大学 無料
049-296-0496
http://鳩山祭.com/

埼玉県 比企郡 ①,③
第15回オーケストラを

楽しもう！

オーケストラなどの生演奏に触れ、音楽を楽しみながら、音楽
について深く理解していただける公開講座です。

出演：東京電機大学管弦楽団
       大妻嵐山女子中学・高校吹奏楽部
　　　　アレックス（マンドリン奏者）

11月17日

東京電機大学
理工学部
プレゼンテーションホール
(鳩山キャンパス)

東京電機大学
理工学部

049-296-0042
ri.koho@jim.dendai.ac.
jp

未就学者入場不可

埼玉県
比企郡嵐

山町
①

男女共同参画交流特
別週間（らんざん交流
ウィーク）

本会館が主催する男女共同参画について学ぶプログラムや文
化活動に係る公開講座（予定）のほか、期間中に会館施設を
利用する団体等が相互に参加者同士の交流や情報交換を行
える機会を提供し、団体のネットワークづくりを支援します。

11月6～9日 国立女性教育会館
独立行政法人　国立女性教

育会館
http://www.nwec.jp/

男女問わず参加でき
ます。

埼玉県
比企郡嵐

山町
①

女性アーカイブセン
ター企画展示「建築と
歩む～チャレンジした
女性たちからチャレン
ジする女性たちへ～」

さまざまな分野においてチャレンジした女性たちのあゆみか
ら、日本の男女共同参画社会を考えるシリーズ企画の5回目で
す。
本展示では、日本における女性建築家の軌跡を、人物紹介パ
ネルや建築模型など、さまざまな資料を通してご紹介します。
女性建築家のパイオニアとして活躍した方々の業績から、今
現在活躍する女性建築家まで、幅広く取り上げます。

8月7日～12月7日
国立女性教育会館　本
館１階女性アーカイブセ
ンター展示室

独立行政法人　国立女性教
育会館

無料
http://www.nwec.jp/j
p/archive/tenji2012.h
tml

男女問わず利用でき
ます。
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埼玉県
比企郡嵐

山町
①

NWEC国際シンポジウ
ム

「女性に対する暴力の根絶」をテーマとし、ハワイ大学グロー
バリゼーション研究センター教授 ナンシー・キャラウェイ氏によ
る基調講演のほか、シンポジウムに先立って行われる「アジア
太平洋地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー」
の研修生による各国の男女平等政策のポスターセッションも行
います。

10月27日
国際協力機構JICA研究
所

独立行政法人　国立女性教
育会館

無料 http://www.nwec.jp/
男女問わず参加でき
ます。

埼玉県 日高市 ③
第11回ひだか市民文
化祭「第22回日高市美
術展」

市民から募集した作品を展示し、地域文化活動の推進、芸術
文化の普及と創造的表現力を養い、市民文化の振興を図る。

11月14～18日
日高市文化体育館「ひ
だかアリーナ」

日高市文化体育館「ひだか
アリーナ」

無料
日高市文化体育館
「ひだかアリーナ」

埼玉県 富士見市 ③

富士見市制施行40周
年記念事業・富士見市
民文化会館キラリ☆ふ
じみ10周年記念事業
富士見市文化芸術振
興条例制定記念シンポ
ジウム

本市の文化芸術の振興を進める上で、今後の目標、計画作り
などをテーマに、市民と協働で考える機会として、シンポジウ
ムを開催します。

10月28日
キラリ☆ふじみマルチ
ホール

富士見市 無料
富士見市地域文化振
興課（049-251-2711
内線251）

埼玉県 深谷市 ③ 畠山重忠顕彰事業
畠山重忠と武蔵武士にまつわる展示会、畠山重忠に関する講
演会、畠山重忠ゆかりの史跡めぐり、畠山重忠にまつわる文
化芸能奉納など

11月3～30日
講演会、史跡めぐ

りは11月4日

川本出土文化財管理セ
ンター、川本公民館ほか

深谷市教育委員会 無料
http://www.city.fukay
a.saitama.jp/

埼玉県 深谷市 ③ 渋沢栄一顕彰事業 渋沢栄一ゆかりの史跡めぐり、民具の展示

10月13日～11月
11日

史跡めぐりは11月
11日

旧渋沢邸「中の家」、日
本煉瓦製造株式会社旧
煉瓦製造施設ほか

深谷市教育委員会 無料
http://www.city.fukay
a.saitama.jp/

埼玉県 深谷市 ①
子ども大学ふかや学園
祭

子ども大学ふかやで学んだことの発表・展示 11月17日
旧七ツ梅酒造跡

子ども大学ふかや実行委員
会

無料
深谷市教育委員会生
涯学習課
048-572-9581

埼玉県 富士見市 ① ミニ鉄道運転会
富士見市ミニ鉄道クラブ会員の運転するミニSLや小型機関車
に実際に乗車できる運転会を行っています。

11月11日 むさし野緑地公園 富士見市協働推進課 無料

富士見市役所
協働推進課
049-251-2711
内線256

埼玉県 富士見市 ①、③ 富士見ふるさと祭り
「富士見ふるさと祭り」として実施し、8年目を迎えます。市民参
加型の企画を多く取り入れ、来場者が楽しめる祭りを実施しま
す。

10月27日
文化の杜公園、市役所
周辺

富士見ふるさと祭り実行委
員会

富士見市役所
協働推進課
049-251-2711
内線256

埼玉県 富士見市 ③ 富士見市民文化祭
市民の文化創造活動の推進と文化交流を図るため、市民文化
祭を開催します。

11月2～18日
富士見市民文化会館キ
ラリ☆ふじみ

富士見市民文化祭実行委
員会

富士見市教育委員会
生涯学習課
049-251-2711
内線　632
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埼玉県 富士見市 ①・③ 国際交流フォーラム
様々な文化・習慣などの体験と交流コーナーや在日外国人の
主張などを行います。

11月11日 ふじみ野交流センター
富士見市・富士見市教育委
員会・富士見市国際友好協
会

無料

富士見市役所
人権・市民相談課
富士見市教育委員会
生涯学習課
049-251-2711
内線　273・631

埼玉県 本庄市 ①
子ども大学ほんじょう
学園祭「ミニエコタウン
で楽しもう！」

子ども大学ほんじょうの学生が学んだことを生かして、いろい
ろなお店で仕事体験をします。お客さんは小学生です。

11月11日
早稲田リサーチパーク・
コミュニケーションセン
ター

子ども大学ほんじょう実行
委員会

無料
本庄市教育委員会生
涯学習課
0495-22-3248

埼玉県 松伏町 ③
第37回松伏町民文化
祭

町内文化団体の日頃の成果の発表と地域文化の振興として
作品展示やアトラクション、福引等の催しものを行います。

11月4日 中央公民館　エローラ 松伏町文化協会 無料
松伏町教育文化振興
課
048-990-9011

埼玉県 三郷市 ①
県民の日スペシャル
「彩の国21世紀郷土か
るた」大会

県民の日に因み「かるた」を通して埼玉県の歴史にふれます。 11月14日 三郷市立北児童館 三郷市立北児童館 無料
http://www.city.misa
to.lg.jp

埼玉県 三郷市 ① 新大正琴教室 新大正琴の紹介および指導を行います。
10月13, 27日, 11

月3, 10, 17日
三郷市立早稲田児童セ
ンター

三郷市立早稲田児童セン
ター

http://www.misato-
wasedajidou.com/

埼玉県 三郷市 ① 読み聞かせ
三郷市内で活動しているボランティアによる「読み聞かせ」を実
施します。13:30-13:45及び14:15-14:30

10月20日
ららぽーと新三郷店「ら
らほっと」

教育委員会指導課 無料
shidou@city.misato.lg.
jp

埼玉県 三郷市 ①
特色ある学校づくり推
進事業

三郷市内の小・中学校の中から、小学校3校と中学校1校が、
日頃の学習成果を発表する。（演奏・音読等）

11月17, 24日
ららぽーと新三郷店「ス
カイガーデン」

教育委員会指導課 無料
shidou@city.misato.lg.
jp

埼玉県 三郷市 ① 親子おはなしかい
幼児と保護者を対象に、絵本やわらべ歌、手遊びなどを行い
ます。

9月12, 26日,
10月10, 24日, 11

月7, 21日
三郷市立図書館 三郷市立図書館 無料

048-952-8800　三郷
市立図書館

申込制
締切9月2日

埼玉県 三郷市 ① かがくあそび 科学に関する実験遊びと本の紹介を行います。 10月28日 旧保健センター 三郷市立図書館 無料
http://www.lib.misato
.saitama.jp/main/000
0000539/default.html

埼玉県 三郷市 ① 青空雑誌リサイクル
図書館で不要になった雑誌を提供（2009年発行号44タイトル
500冊程度）します。

11月10, 11日 三郷市立図書館 三郷市立図書館 無料
048-952-8800　三郷
市立図書館
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埼玉県 三郷市 ① 親子おはなし会 親子（1～3才）で、絵本やわらべ歌、手遊びを行います。 11月2日（金） 早稲田図書館 三郷市立早稲田図書館 無料
http://www.lib.misato
.saitama.jp/

埼玉県 三郷市 ①
ボランティアさんのか
みしばいタイム

紙芝居の実演をします。 11月7日（水） 早稲田図書館 三郷市立早稲田図書館 無料
http://www.lib.misato
.saitama.jp/

埼玉県 三郷市 ①
たからじまクラブかがく
あそび

かがくに関する実験遊びと本の紹介を行います。 11月10日（土） 早稲田図書館 三郷市立早稲田図書館 無料
http://www.lib.misato
.saitama.jp/

埼玉県 三郷市 ①
たからじまクラブおはな
しかい

絵本等の読み聞かせを行います。 10月27日（土） 早稲田図書館 三郷市立早稲田図書館 無料
http://www.lib.misato
.saitama.jp/

埼玉県 三郷市 ① 映画会 大人向けの映画を上映します。 10月20日（土） 早稲田図書館 三郷市立早稲田図書館 無料
http://www.lib.misato
.saitama.jp/

埼玉県 三郷市 ①
わくわく！かがくあそび
タイム

かがくに関する実験遊びと本の紹介を行います。 11月3日（土） 北部図書館 三郷市立北部図書館 無料
http://www.lib.misato
.saitama.jp/

埼玉県 三郷市 ① わくわく！えほんタイム 5才～小学生に楽しい絵本を読みます。 11月10日（土） 北部図書館 三郷市立北部図書館 無料
http://www.lib.misato
.saitama.jp/

埼玉県 三郷市 ①
ボランティアさんのわく
わくタイム

ボランティアさんが楽しい絵本や紙芝居を読みます。
10月20日（土）.11

月17日（土）
北部図書館 三郷市立北部図書館 無料

http://www.lib.misato
.saitama.jp/

埼玉県 三郷市 ① ちいさいこえほんタイム 親子（0～4才）で、絵本とわらべうたを楽しむ会です。
10月16日（土）.11

月20日（土）
北部図書館 三郷市立北部図書館 無料

http://www.lib.misato
.saitama.jp/

埼玉県 三郷市 ① 星空観望会
天体望遠鏡を使い、木星や土星などの天体観測を行い、星座
観測を通して、宇宙の知識を高めます。

10月28日(日） 北部図書館 三郷市立北部図書館 無料
http://www.lib.misato
.saitama.jp/

埼玉県 三郷市 ① 月曜映画会 一般向け映画を上映します。
10月15日, 11月19

日
北部図書館 三郷市立北部図書館 無料

http://www.lib.misato
.saitama.jp/

埼玉県 三郷市 ③
市制施行40周年記念
市民文化祭

市民の皆様の作品、演芸が披露され、市内の中学校、高校の
吹奏楽による「音の文化」が演奏され、市内幼稚園、小学校の
マーチングバンド等による文化祭パレードが行われます。

11月3, 4日
三郷市文化会館とその
周辺

三郷市文化協会、三郷市民
文化祭実行委員会

市民活動支援課市民
交流係　048-930-
7714

埼玉県 宮代町 ③
平成24年度　町民文化
祭

町民による文化の祭典
●展示の部
絵画、書道、工芸、華道、水墨画、写真、学校作品など
●発表の部
コーラス、ダンス・おどり、演奏会、邦楽、学校発表など

11月2～5日
コミュニティセンター進修
館

宮代町・宮代町文化協会 無料
http://www.town.miy
ashiro.saitama.jp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

埼玉県 八潮市 ①,②
平成24年度青少年の
主張大会

青少年の主張発表及び市内中学校吹奏楽部によるアトラク
ションを行う。

11月10日 八潮メセナホール
青少年育成八潮市民会議、
八潮市、八潮市教育委員会

無料

048-996-4285
青少年育成八潮市民
会議事務局（八潮市
教育委員会社会教育
課内）

埼玉県 横瀬町 ③ 横瀬町民文化祭
児童生徒、公民館サークル、介護老人保健施設利用者等が
作品展示や舞台公演を行い、活動の成果を発表します。

11月2～4日 横瀬町町民会館 横瀬町文化協会 無料
横瀬町町民会館
0494-22-2267

埼玉県 吉川市 ③
第17回吉川市民文化
祭

吉川市民文化祭は、市内の芸術文化活動の成果が一堂に会
する祭典です。ステージではコーラスやダンスが繰り広げら
れ、絵画、書道や生け花などの展示が中央公民館全体を飾り
ます。また、平沼公民館では、囲碁大会、老人福祉センターで
は将棋大会も開催します。

11月3（土）, 4日
（日）

中央公民館
平沼公民館
老人福祉センター

吉川市民文化祭実行委員
会

無料
http://www.city.yoshi
kawa.saitama.jp/8,21
436,56,297.html

埼玉県 寄居町 ①
秋期企画展「荒川のめ
ぐみ　田んぼのものが
たり」

荒川流域に広がる田んぼを主に、その環境と今とこれからを
考える展示会。

9月22日～11月14
日

埼玉県立川の博物館 埼玉県立川の博物館 048-581-7333

埼玉県 寄居町 ①
田んぼの生き物観察
（秋）

企画展に関連したイベントで、実際に田んぼを観察することに
よってより企画展を知ってもらう。

10月20日 埼玉県立川の博物館 埼玉県立川の博物館 048-581-7333 定員：20名（要申込）

埼玉県 寄居町 ① どろだんごづくり 教育普及を目的として、光るどろだんごを作ります。 10月27日 埼玉県立川の博物館 埼玉県立川の博物館 048-581-7333 定員：20名（要申込）

埼玉県 寄居町 ① かわはく秋まつり
埼玉県民の日を祝って、全館無料開放を行う。それと同時に、
博物館をより身近に知ってもらうために、お祭りを開催。企画
展と連動したイベントや、参加体験できるコーナーを設ける。

11月14日 埼玉県立川の博物館 埼玉県立川の博物館 無料 048-581-7333

埼玉県 寄居町 ① 木の実あそび
かわはく秋まつりと一緒に、どんぐりコマやどんぐりヤジロベエ
などを作る体験をする

11月14日 埼玉県立川の博物館 埼玉県立川の博物館 無料 048-581-7333

埼玉県 寄居町 ①
河原の石図鑑をつくろ
う

教育普及を目的として、隣接するかわせみ河原で石を拾い、
石図鑑を作ります。

11月17日 埼玉県立川の博物館 埼玉県立川の博物館 048-581-7333 定員：20名（要申込）

埼玉県 嵐山町 ③ 館跡ガイドツアー
学芸員の解説によりながら、国指定史跡である菅谷館跡を見
学していただく。
当日受付・無料・20～35名程度

11月2日
菅谷館跡
（埼玉県立嵐山史跡の
博物館）

埼玉県立嵐山史跡の博物
館

無料
http://www.ranzan-
shiseki.spec.ed.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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埼玉県 嵐山町 ③
教育の日・嵐山時代ま
つり

武者行列、太鼓演奏、火縄銃演武、甲冑流鏑馬など。
参加自由・無料

11月4日
菅谷館跡
（埼玉県立嵐山史跡の
博物館）

嵐山町 無料

http://www.town.ranz
an.saitama.jp/town/0
900event/0902kourei
/index.html

埼玉県 嵐山町 ③
県民の日・昔の遊び体
験

投扇、ベイゴマなどの昔の遊びを体験していただく。
当日受付・無料・20～35名程度

11月14日
埼玉県立嵐山史跡の博
物館

埼玉県立嵐山史跡の博物
館

無料
http://www.ranzan-
shiseki.spec.ed.jp/

埼玉県 嵐山町 ③ 文化財めぐり
学芸員の解説によりながら、史跡・寺社などを訪ねる。
事前申込・100円・抽選・40名

11月16日 長瀞方面（予定）
埼玉県立嵐山史跡の博物
館

http://www.ranzan-
shiseki.spec.ed.jp/

　埼玉県 和光市 ③ 菊花展 丹精込めて育てあげられた色とりどりの菊を展示します。 11月3～18日 和光市役所
和光市文化団体連合会
和光市菊花会

無料
生涯学習課
048-424-9150

　埼玉県 和光市 ③
和光市民まつり（ス
テージ発表・作品展示）

市内で活動している団体等が、日ごろの活動の成果として、ス
テージ発表（ダンス、カラオケ、コンサート等）や作品展示（写
真、絵画、手芸等）を発表します。

ステージ発表：11
月10, 11, 17, 18日
作品展示：11月9

～18日

和光市民文化センター
和光市市民まつり実行委員
会

無料
http://www.city.wako
.lg.jp/home/busho/_5
898/_11653.html

　埼玉県 和光市 ③
新倉ふるさと民家園
秋の収穫祭

和光市指定文化財旧冨岡家住宅のある新倉ふるさと民家園
で、秋の収穫を祝うお祭りを開催します。

11月3日 新倉ふるさと民家園 和光市古民家愛好会 無料

新倉ふるさと民家園
048-467-7575
http://homepage2.nif
ty.com/niikura-
minnkaen/

飲食物の販売を実施
する場合は一部有料
になります。

埼玉県 蕨市 ③
第44回蕨市公募美術
展覧会

絵画・彫刻・工芸・写真・書道の創作発表や鑑賞の機会を提供
し、市民文化の向上発展を図ることを目的として、広く市民の
皆様から作品を募集し、蕨市公募美術展覧会を開催します。

11月7～11日
蕨市立文化ホールくる
る・蕨市立旭町公民館

蕨市・蕨市教育委員会・蕨
市文化協会

無料
蕨市教育委員会
教育部生涯学習課
℡048-433-7729

埼玉県 蕨市 ③ 第49回蕨市文化祭 蕨市文化協会による作品展示や公演等を開催します。
10月7, 28日, 11月
3, 4, 11, 23, 25日

蕨市内公共施設等
蕨市・蕨市教育委員会・蕨
市文化協会

無料
蕨市教育委員会
教育部生涯学習課
℡048-433-7729

埼玉県 蕨市 ③ 書道教室 書道を通して、日本の文化伝統を身につけます。 11月2日 蕨市福祉児童センター 財団法人新教育者連盟 048-432-2804 月2回開催

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


