
さいたま市立博物館ウェブサイト
https://www.city.saitama.jp/004/005/004/005/008/index.html

さいたま市立博物館 検索

TEL：048－644－2322
FAX：048－644－2313さいたま市立博物館

さいたま市大宮区高鼻町2－1－2

昔の道具体験
むかし どう　    ぐ　    たい      けん

昔のおもちゃ体験
むかし たい　  けん

体験コーナー

浦和駅ができる（138
年前）

Web

期  間 令和３年12月７日（火）～令和４年2月23日（水・祝）

開館時間 9時～16時30分 休館日
（全館共通）

毎週月曜日（1月10日は開館）
12月28日（火）〜1月4日（火）、1月11日（火）、2月15日（火）

『自分発見！』
チャレンジUPさいたま
スタンプ対象事業

※新型コロナウイルス感染症対策を行っております。なお、新型コロナウイルス感染症の状況により、
　展示期間、講座等が変更となる場合があります。詳しくはウェブサイトをご覧ください。

変
人びと          展

ま市
入館無料

岩槻駅ができる（92年前）

東北新幹線がとおる（
39年前）

さいたま新都心ができる（21年前）

Twitter

さいたま市の博物館Twitter
https://twitter.com/SaitamaMuseum

自転車の紙芝居
じ　　 てん　  しゃ かみ　  しば　     い ★1月・2月の土曜日

　 13時30分～、14時30分～

自転車の紙芝居と明かりの道具のうつり変わり体験
じ　　 てん　  しゃ かみ　  しば　     い あ どう　   ぐ か たい　  けん

★1月・2月の日曜日・祝日
　 10時30分～、11時30分～、13時30分～、14時30分～

さいたま市誕生20周年記念関連事業

＃828974　「さいたま市のうつり変わりと人々のくらし展」催し案内　表



この催し案内は75,000枚作成し、１枚当たりの印刷経費は3円です。

さいたま市の博物館

さいたま市立浦和博物館
　　　　　　　　　　　　　　    し　　 りつ　　 うら　　わ　　  はく　　ぶつ　　かん

期日：12月18日（土）
費用：1人　150円
対象：小学生とその保護者
申込開始：12月7日（火）
ぐにゃぐにゃたこを
作り、たこあげをし
ます。

ぐにゃぐにゃたこづくり
期日：1月9日（日）
費用：1人　50円
対象：小学校3年生とその保護者
申込開始：12月9日（木）
火おこし体験をし、
七輪の使い方を学習
します。

昔のくらし体験
期日：1月15日（土）
費用：1人　50円
対象：小学生とその保護者
申込開始：1月6日（木）
ビーズを使ったオリ
ジナルの万華鏡を作
ります。

万華鏡づくり

期日：1月29日（土）
費用：1人　100円
対象：小学生とその保護者
申込開始：1月13日（木）
日本折紙学会講師の
先生による折り紙教
室です。

折り紙教室
期日：2月5日（土）
費用：1人　50円
対象：小学生とその保護者
申込開始：1月20日（木）
ゴムの力で進む、す
いすいバスを作って
遊びます。

動くおもちゃづくり
■さいたま市立博物館　　　　　　　　
（048-644-2322）へ電話でお申し込
みください。　　　　　　　　　　　
講座名・受講する児童の名前・学校名・
学年・電話番号・居住区名・参加人数を
お知らせください。
■いずれの講座も、時間は10時から12時
まで、定員は、親子20人です。
■お申し込みは、先着順となります。受付
開始9時より。

申込み方法

★各館で体験講座があります。
　詳しくは、市報・Webをご覧ください。

休館日は、博物館共通です。

岩槻郷土資料館
いわ　  つき　  きょう　  ど　　　し　　りょう　 かん

くらしの道具
常設展示
くらしの道具
常設展示
くらしの道具
常設展示
じょう　 せつ　　てん　　 じじょう　 せつ　　てん　　 じじょう　 せつ　　てん　　 じ

どう　　ぐどう　　ぐどう　　ぐ

くらしの道具
常設展示
じょう　 せつ　　てん　　 じ

どう　　ぐ

さいたま市岩槻区本町２－２－３４
TEL：048-757-0271
FAX：048-757-0271

与野郷土資料館
 よ　     の　　 きょう　  ど　　　し　　りょう　 かん

さいたま市中央区本町東３－５－２３
TEL：048-714-5471
FAX：048-714-5472

昔の道具
常設展示
昔の道具
常設展示
昔の道具
常設展示
じょう　 せつ　　てん　　 じじょう　 せつ　　てん　　 じじょう　 せつ　　てん　　 じ

むかし　 　　　　どう　　 ぐむかし　 　　　　どう　　 ぐむかし　 　　　　どう　　 ぐ

昔の道具
常設展示
じょう　 せつ　　てん　　 じ

むかし　 　　　　どう　　 ぐ

☆関連講座「ぐにゃぐにゃたこ作り」を
　開催します
※日程は右記までお問い合わせください

旧坂東家住宅見沼くらしっく館
 きゅう　  ばん　  どう　     け　  じゅう　 たく　　 み        ぬま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かん

季節の展示と
囲炉裏の火入れ
季節の展示と
囲炉裏の火入れ
季節の展示と
囲炉裏の火入れ
い　　   ろ        り　　　　　　  ひ　　   いい　　   ろ        り　　　　　　  ひ　　   いい　　   ろ        り　　　　　　  ひ　　   い

  き　　 せつ　　　　　  てん　　 じ  き　　 せつ　　　　　  てん　　 じ  き　　 せつ　　　　　  てん　　 じ

季節の展示と
囲炉裏の火入れ
い　　   ろ        り　　　　　　  ひ　　   い

  き　　 せつ　　　　　  てん　　 じ

さいたま市見沼区片柳１２６６－2
TEL：048-688-3330
FAX：048-688-3335

浦和くらしの博物館民家園
うら　    わ　　　　　　　　　　　　　　　　  はく　　ぶつ　   かん　　みん　　 か　    えん

うつりかわるくらし
常設展示
じょう　 せつ　　てん　　 じ

さいたま市緑区下山口新田１１７９－１
TEL：048-878-5025
FAX：048-878-5028

☆昔のくらし体験講座を開催します
■期　日　1月16日（日）、 2月12日（土）
■時　間　9時30分から11時30分　
■申込み　1月5日（水）9時から電話で
　　　　　民家園へ

ちょっと
昔の暮らし展
ちょっと

昔の暮らし展
ちょっと

昔の暮らし展
むかし　　　　 　 く　　　　　　　　 　てんむかし　　　　 　 く　　　　　　　　 　てんむかし　　　　 　 く　　　　　　　　 　てん

ちょっと
昔の暮らし展
むかし　　　　 　 く　　　　　　　　 　てん

☆関連講座「昔の道具探し」、「昔のあそ
　び」を開催します
※日程は右記までお問い合わせください さいたま市緑区三室２４５８

TEL：048-87４-3960
FAX：048-87４-3960
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