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イベント情報
日付

9/1(土)

9/1(土)
～9/2(日)

～9/9（日）

行事名

9/6(木)

9/8(土)

9/11（火）～

9/13(木)

9/14(金)

問合せ

無料

絵本の読み聞かせボランティア養成ステップアップ講座
（幼児・小学校低学年編）
内容：絵本の選び方・読み方の講義と実践など
講師：浦和子どもの本連絡会

深谷市立図書館 3階 展示室

講義：10:00～12:00
（説明：9:45～）

無料
対象：市内図書館事業で読み聞かせボラン
ティアとして新たに活動できる方、又は現在
活動中の方（※3回出席可能な方）
定員：40名（先着順）
申込方法：8月15日（水）窓口：9:00～
電話：9:30～（窓口申請優先）
持参品：筆記用具

おはなし会

深谷市立花園こども情報交流図 14:00～15:00
書館 おはなしのへや

無料

深谷市立図書館
048-571-8210

プラネタリウム一般投影
「大変！たいへん！この夏は、惑星がいっぱい」

プラネタリウム館
(熊谷市)

高校生以上＝100円
中学生以下＝50円

プラネタリウム館
048-525-4554

ムシ虫ミュージアム

国営武蔵丘陵森林公園

火～日15：30～16：30
土～日13：30～14：30
日・祝10：30～11：30
9:30～17:00

無料
※入園料別途

国営武蔵丘陵森林公園
0493-57-2111

フィールドクイズラリー
「空飛ぶ妖精スカイモーリーの秘密」

国営武蔵丘陵森林公園

9:30～17:00

無料
※入園料別途

国営武蔵丘陵森林公園
0493-57-2111

明治150年記念
スマホdeクイズラリー

国営武蔵丘陵森林公園

9:30～17:00

無料
※入園料別途

国営武蔵丘陵森林公園
0493-57-2111

ミニ企画展「画家・森田恒友の表現展」

熊谷市立熊谷図書館
3階郷土資料展示室

9:00～17:00

無料

熊谷市立熊谷図書館展示室
048-525-9463

深谷市立図書館
深谷市立岡部図書館
深谷市立川本図書館
深谷市立花園こども情報交流図
書館

深谷館 9:00～19:00
岡部館 10:00～19:00
川本館 10:00～19:00
10:00～19:00

無料

深谷市立図書館
048-571-8210

無料

深谷市立図書館
048-571-8210

星川あおぞら市

星川 お祭り広場

8：00～11：00（売り切れじまい）

入場無料

熊谷市商工業振興課
048-524-1111（内線309）

2018深谷ラグビーフェスティバル

深谷市仙元山公園
（陸上競技場、多目的広場）

8:30～15:00

無料

深谷市生涯学習スポーツ振興課
048-572-9581

チーズアート＆ワインを楽しむ

国営武蔵丘陵森林公園

14:00～16:00

3,500円
※入園料別途

国営武蔵丘陵森林公園
0493-57-2111

ちいさいこのおはなし会

熊谷市立妻沼図書館

15:30～16:00
（乳幼児と保護者）

無料

熊谷市立妻沼図書館
048-588-6878

おはなし会

深谷市立川本図書館
絵本コーナー

10:30～11:10

無料

深谷市立図書館
048-571-8210

ちいさいこのおはなし会

熊谷市立江南図書館

11:00～11:30
（乳幼児と保護者）

無料

熊谷市立江南図書館
048-536-6303

おはなし会

県立熊谷図書館鑑賞室

14:30～15:00

無料

県立熊谷図書館視聴覚資料・図書
館振興担当 048-523-6291

おはなし会

熊谷市立妻沼図書館

11:00～11:30
（4歳～小学生）

無料

熊谷市立妻沼図書館
048-588-6878

おはなし会

熊谷市立熊谷図書館

11:00～11:30
（4歳～小学生）

無料

熊谷市立熊谷図書館
048-525-4551

砂金採り教室

埼玉県立川の博物館

10：00～12：00

100円（保険料）
定員：20名（要事前申込み）

埼玉県立川の博物館
048-581-7333

天体観察会
「木星、土星、火星、海王星、夏の星雲星団」

プラネタリウム館
(熊谷市)

18：30～20：30

無料

プラネタリウム館
048-525-4554

深谷ハワイアンフェスティバル

深谷ベース（雨天中止）

15:00～21:00

無料

ハワイアンフェスティバル事務局
中野さん 048-585-5609

しんりん太極拳教室

国営武蔵丘陵森林公園

10:30～11:15

無料
※入園料別途

国営武蔵丘陵森林公園
0493-57-2111

エコ・パークボランティア
「カワラナデシコの種子採集・播種」

荒川大麻生公園
自由広場駐車場

9:00～11:00

無料
※高校生以上対象

プラネタリウム館
(熊谷市)

高校生以上＝100円
中学生以下＝50円

(公財)埼玉県生態系保護協会
048-645-0570
（9月7日（金）まで）※当日参加可
プラネタリウム館
048-525-4554

(一社)熊谷市ラグビーフットボール
協会 ラグフェス専門委員会
048-538-4389
深谷市立図書館
048-571-8210

無料、定員：100名
（要事前申込み）

深谷市文化振興課
048-577-4501

歴史講座「古代の郡役所-上野国新田郡役所跡－」

深谷公民館

火～日15：30～16：30
土～日13：30～14：30
日・祝10：30～11：30
10:00～11:50

森林ヨーガ教室

国営武蔵丘陵森林公園

10:30～11:30

無料
※入園料別途

国営武蔵丘陵森林公園
0493-57-2111

ミニ企画展「所蔵刀剣類展」

熊谷市立熊谷図書館
3階郷土資料展示室

9:00～17:00

無料

熊谷市立熊谷図書館展示室
048-525-9463

ちいさいこのおはなし会

熊谷市立妻沼図書館

15:30～16:00
（乳幼児と保護者）

無料

熊谷市立妻沼図書館
048-588-6878

ちいさい子のためのおはなし会

深谷市立図書館
3階展示室

①10:30～10:50
②11:00～11:20

無料

深谷市立図書館
048-571-8210

ちいさいこのおはなし会

熊谷市立熊谷図書館

11:00～11:30
（乳幼児と保護者）

無料

熊谷市立熊谷図書館
048-525-4551

写真教室

国営武蔵丘陵森林公園

13:30～15:30

500円
※入園料別途

国営武蔵丘陵森林公園
0493-57-2111

おはなし会

県立熊谷図書館鑑賞室

14:30～15:00

無料

県立熊谷図書館視聴覚資料・図書
館振興担当 048-523-6291

こっこおはなし会

行田市立図書館

15:30～

無料

行田市立図書館
048-556-4227

おはなし会

熊谷市立大里図書館

11:00～11:30
（4歳～小学生）

無料

熊谷市立大里図書館
0493-36-1126

J2リーグ第33節
大宮アルディージャ 対 町田ゼルビア

熊谷スポーツ文化公園
陸上競技場

18：00キックオフ

当日券（自由席）1,500円～3,600円
前売り券（自由席）1,000円～3,100円

社交ダンスで健康増進

国営武蔵丘陵森林公園

10:30～12:30

無料
※入園料別途

大宮アルディージャ
インフォメーションダイヤル
048-622-7700
国営武蔵丘陵森林公園
0493-57-2111

職人さんに学んで作る
～自分だけの工芸品～

埼玉県立川の博物館

10：00～15：00

入館料のみ
（体験料が別途かかります）

埼玉県立川の博物館
048-581-7333

9/15(土)

9/15(土)
～16(日)

費用等

13：00～16：00

プラネタリウム一般投影
9/8(土)
「家庭教師はかぐや姫」
～9/30(日)

9/9(日)

時間

熊谷スポーツ文化公園
熊谷ラグビー場Ｂｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

市立図書館ブックフェア
「“防災”のための本棚」
9/1（土）
～読むことから始める災害への備え～
～9/30（日） 図書展示「新田一良しかけ絵本作品展」

9/2(日)

会場

第25回熊谷市ラグビー祭り
(高校ラグビー交流戦）

1

イベント情報
日付

行事名

9/15(土)～ 秋のカイコ特別見学会
9/17(月・祝)、
9/22（土）～
9/24（月・休）

9/16(日)

9/22(土)

まゆクラフト体験

川本サングリーンパーク

13:00～15:00

300円

川本サングリーンパーク
048-583-5611

論語の里まち歩きツアー

集合：渋沢栄一記念館
解散：渋沢栄一記念館

9:20出発
12:30解散

200円、要予約
（開催日前の金曜日まで）

深谷市渋沢栄一記念館
048-587-1100

ミジンコを観察しよう

埼玉県立川の博物館

13：30～15：30

入館料のみ
随時受付（2組程度）

埼玉県立川の博物館
048-581-7333

ロープで木登りをしよう
～ツリーイング教室～

国営武蔵丘陵森林公園

1,000円
※入園料別途

国営武蔵丘陵森林公園
0493-57-2111

森林ヨーガ教室

国営武蔵丘陵森林公園

①10:00～、②11:00～
③13:00～、④14:00～
⑤15:00～
10:30～11:30

無料
※入園料別途

国営武蔵丘陵森林公園
0493-57-2111

ボランティアによるおはなし会

行田市立図書館

14：00～

無料

行田市立図書館
048-556-4227

埼玉県立川の博物館

11：00～14：00

入館料のみ

埼玉県立川の博物館
048-581-7333

たまごおはなし会

行田市立図書館

10:30～11:00

無料

行田市立図書館
048-556-4227

おはなし会

県立熊谷図書館鑑賞室

14:30～15:00

無料

県立熊谷図書館視聴覚資料・図書
館振興担当 048-523-6291

おはなし会

熊谷市立熊谷図書館

11:00～11:30
（4歳～小学生）

無料

熊谷市立熊谷図書館
048-525-4551

ちいさいこのおはなし会

熊谷市立江南図書館

11:00～11:30
（乳幼児と保護者）

無料

熊谷市立江南図書館
048-536-6303

おはなし会

深谷市立図書館
3階展示室

10:30～11:00

無料

深谷市立図書館
048-571-8210

ボランティアによるおはなし会

行田市立図書館

11：00～

無料

行田市立図書館
048-556-4227

プラネタリウム投影
「星空の散歩道～ピアノがうたう、宇宙～」

プラネタリウム館
(熊谷市)

17：45～18：45

高校生以上＝100円
中学生以下＝50円

プラネタリウム館
048-525-4554

天体観察会
「月、土星、火星、海王星、夏から秋の星雲星団」

プラネタリウム館
(熊谷市)

18：30～20：30

無料

プラネタリウム館
048-525-4554

お月見クイズラリー

埼玉県立川の博物館

13：30～15：30

入館料のみ

埼玉県立川の博物館
048-581-7333

快適ウォーキング教室
「秋の花めぐりウォーキング」

国営武蔵丘陵森林公園

10:30～15:30

無料
※入園料別途

国営武蔵丘陵森林公園
0493-57-2111

オリエンテーリングを楽しもう

国営武蔵丘陵森林公園

10:00～15:00

無料
※入園料別途

国営武蔵丘陵森林公園
0493-57-2111

埼玉県立川の博物館

9：00～17：00

入館料のみ

埼玉県立川の博物館
048-581-7333

熊谷スポーツ文化公園
熊谷ラグビー場周辺

10：00～17：00

無料

熊谷圏オーガニックフェス実行委員
会
info@greaterkumagaya.jp
(一社)熊谷市ラグビーフットボール
協会 ラグフェス専門委員会
048-538-4389
ラグビーワールドカップ2019推進室
048-524-1111（344）

熊谷スポーツ文化公園
8:30～15：00
熊谷ラグビー場Ｃｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ほか

無料

熊谷スポーツ文化公園
熊谷ラグビー場周辺

10：00～17：00

無料

アゲブネに乗ろう

埼玉県立川の博物館

①10：00～12：00
②13：30～15：30

入館料のみ 雨天の場合は中止になることも 埼玉県立川の博物館
あります。
048-581-7333

パティオ的婚活パティコン 前期最終回

深谷グリーンパーク

詳細はお問合せ又はホームペー 詳細はお問合せ又はホームページにて
ジにて

深谷グリーンパーク
048-574-5000

ちいさいこのおはなし会

熊谷市立妻沼図書館

15:30～16:00
（乳幼児と保護者）

無料

熊谷市立妻沼図書館
048-588-6878

大麻生自然塾
「秋の花と渡り鳥探検ウォーク」

荒川大麻生公園
自由広場駐車場

10:00～12:00

えん旅『陶器のオブジェづくりと王国窯焼きピザ』

ふかや緑の王国

9:00～12：30

小学校高学年～大人300円
定員15名（申込先着順）
※小学生は保護者同伴
1,000円

ハーブ生活体験教室
かわいいバスボム作り体験

深谷グリーンパーク

13：30～15：00

(公財)埼玉県生態系保護協会
048-645-0570
（9月28日（金）まで）
ガーデンシティふかや推進室
（ふかや緑の王国内）
048-551-5551
深谷グリーンパーク
048-574-5000

第3回ふっかちゃんわくわく市民ウオーキング

集合・出発＝渋沢栄一記念館

9:00～15:00

絵本の読み聞かせボランティア養成ステップアップ講座
（幼児・小学校低学年編）
※詳細は9/1（土）の同講座と同様
巡回企画展示
「保存－100年後、この本はダレと出遭うのだろう」

深谷市立図書館
3階展示室

講義：10:00～12:00
（説明：9:45～）

無料

深谷市立図書館
048-571-8210

県立熊谷図書館

9:00～19:00（火～金）
9:00～17:00（土・日・祝）

無料

論語の里まち歩きツアー

集合：渋沢栄一記念館
解散：渋沢栄一記念館

9:20出発
12:30解散

200円、要予約
（開催日前の金曜日まで）

県立熊谷図書館
人文・社会科学資料担当
048-523-6291
深谷市渋沢栄一記念館
048-587-1100

わくわく野あそび隊
「秋の草原で虫さがし」

荒川大麻生公園
自由広場駐車場

10:00～12:00

(公財)埼玉県生態系保護協会
048-645-0570
（9月3日（月）～28日（金）まで）

ミニ企画展「所蔵刀剣類展」

熊谷市立熊谷図書館
3階郷土資料展示室

9:00～17:00

大人300円、こども100円
定員30名（申込先着順）
※3歳～小学校3年生が対象、
要保護者同伴
無料

プラネタリウム館
(熊谷市)

火～日15：30～16：30
土～日13：30～14：30
日・祝10：30～11：30
15:30～16:00
（乳幼児と保護者）

高校生以上＝100円
中学生以下＝50円

プラネタリウム館
048-525-4554

無料

熊谷市立妻沼図書館
048-588-6878

9/23(日・祝） ラグビーワールドカップ2019™開催1年前イベント

9/29（土）
～10/25（木）

9/30(日)

10/2（火）～

プラネタリウム一般投影
10/2(火) 「家庭教師はかぐや姫」
～10/31(水)

10/6(土)
～10/14(日)

小学生以上500円
（小学校2年生以下は要保護者同伴）
事前予約制 9月3日（月）11:00から直接また
は電話でパティオまで。
200円（保険料含む）
深谷市生涯学習スポーツ振興課
048-572-9581

熊谷市立熊谷図書館展示室
048-525-9463

ちいさいこのおはなし会

熊谷市立妻沼図書館

荒川第一調節池 関連施設見学会

お問合せください。

10：00～16：00（予定）

100円（保険料）
定員：20名（要事前申込み）

埼玉県立川の博物館
048-581-7333

絵本の読み聞かせボランティア養成ステップアップ講座
（幼児・小学校低学年編）
※詳細は9/1（土）の同講座と同様
おはなし会

深谷市立図書館
3階展示室

講義：10:00～12:00
（説明：9:45～）

無料

深谷市立図書館
048-571-8210

深谷市立花園こども情報交流図 14:00～15:00
書館 おはなしのへや

無料

深谷市立図書館
048-571-8210

ボランティアによるおはなし会

行田市立図書館

14：00～

無料

行田市立図書館
048-556-4227

第19回よりい絵画展

寄居町中央公民館

9:00～17:00
初日13:00～17:00
最終日9:00～15:00
10/8(月)、9（火）は休館日

無料

寄居町中央公民館
048-581-2662

10/4(木)

10/6(土)

問合せ
川本サングリーンパーク
048-583-5611

第25回熊谷市ラグビー祭り
(釜石ＯＢ対オール熊谷）

9/29(土)

費用等
無料

9/22(土) 共催展示「荒川上流改修100周年記念展示」
～10/14(日)
熊谷圏オーガニックフェス2018

9/27(木)

時間
10:00～16:00

スポーツしよう
9/17（月・祝） ～ラグビー・東京２０２０大会を楽しもう～
9/19(水)

会場
川本サングリーンパーク
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イベント情報
日付

行事名

10/6(土) 第32回企画展 鷹狩と忍城
～11/25(日)
星川あおぞら市

10/7(日)

10/8（月・祝）
10/10(水)

10/11(木)

10/13(土)

10/14(日)

10/18(木)

10/19(金)

10/20(土)

10/26(金)
10/26（金）
～10/28日
(日）

10/27(土)

時間

費用等

問合せ

9:00～16:30

大人200円、大学・高校生100円、
小・中学生50円

行田市郷土博物館
048-554-5911

星川 お祭り広場

8：00～11：00（売り切れじまい）

入場無料

熊谷市商工業振興課
048-524-1111（内線309）

おかべコスモス祭2018・花火大会

コスモス街道岡部中学校付近

9:00～21:00

無料

歴史講座「古代の郡役所-上野国佐位郡役所跡－」

深谷公民館

10:00～11:50

無料、定員：100名
（要事前申込み：9/19（水）～）

おかべコスモス祭2018実行委員会
（ふかや市商工会北部支所内）
048-585-3750
深谷市文化振興課
048-577-4501

木にちゅうもく！

国営武蔵丘陵森林公園

13:00～14:30

無料
※入園料別途

国営武蔵丘陵森林公園
0493-57-2111

ぴよぴよおはなし会

行田市立図書館

15：30～

無料

行田市立図書館
048-556-4227

文化の森まつり

埼玉県立川の博物館

10：00～15：00

入館料のみ
（体験料がかかるイベントもあり）

埼玉県立川の博物館
048-581-7333

たまごおはなし会

行田市立図書館

10:30～11:00

無料

行田市立図書館
048-556-4227

ちいさいこのおはなし会

熊谷市立妻沼図書館

15:30～16:00
（乳幼児と保護者）

無料

熊谷市立妻沼図書館
048-588-6878

ちいさい子のためのおはなし会

深谷市立図書館
3階展示室

①10:30～10:50
②11:00～11:20

無料

深谷市立図書館
048-571-8210

天体観察会
「土星、火星、海王星、天王星、夏から秋の星雲星団」

プラネタリウム館
(熊谷市)

18：30～20：30

無料

プラネタリウム館
048-525-4554

おはなし会

熊谷市立熊谷図書館

11:00～11:30
（4歳～小学生）

無料

熊谷市立熊谷図書館
048-525-4551

おはなし会

熊谷市立妻沼図書館

11:00～11:30
（4歳～小学生）

無料

熊谷市立妻沼図書館
048-588-6878

ちいさいこのおはなし会

熊谷市立江南図書館

11:00～11:30
（乳幼児と保護者）

無料

熊谷市立江南図書館
048-536-6303

おはなし会

県立熊谷図書館鑑賞室

14:30～15:00

無料

県立熊谷図書館視聴覚資料・図書
館振興担当 048-523-6291

おはなし会

深谷市立川本公民館
1階和室

10:30～11:10

無料

深谷市立図書館
048-571-8210

ボランティアによるおはなし会

行田市立図書館

14：00～

無料

行田市立図書館
048-556-4227

しんりん太極拳教室

国営武蔵丘陵森林公園

10:30～11:15

無料
※入園料別途

国営武蔵丘陵森林公園
0493-57-2111

土の色を調べよう

埼玉県立川の博物館

13：30～15：30

入館料のみ
随時受付（2組程度）

埼玉県立川の博物館
048-581-7333

第10回森の音楽祭ｉｎふかや緑の王国

ふかや緑の王国

10：00～15：00

無料

えん旅「論語の里まち歩きツアー」

集合：渋沢栄一記念館
解散：渋沢栄一記念館

9:20出発
12:30解散

200円、要予約
（開催日前の金曜日まで）

ガーデンシティふかや推進室
（ふかや緑の王国内）
048-551-5551
深谷市渋沢栄一記念館
048-587-1100

えん旅「論語教室」

旧渋沢邸「中の家」前
みなみんち

14:00～16:00

200円、要予約
（開催日前の金曜日まで）

深谷市渋沢栄一記念館
048-587-1100

森林ヨーガ教室

国営武蔵丘陵森林公園

10:30～11:30

無料
※入園料別途

国営武蔵丘陵森林公園
0493-57-2111

第7回花の音楽祭

深谷グリーンパーク
特設ステージ

10:00～15:00

入場無料

深谷グリーンパーク
048-574-5000

英語であそぼう

行田市立図書館

11：00～

無料

行田市立図書館
048-556-4227

ちいさいこのおはなし会

熊谷市立妻沼図書館

15:30～16:00
（乳幼児と保護者）

無料

熊谷市立妻沼図書館
048-588-6878

ちいさいこのおはなし会

熊谷市立熊谷図書館

11:00～11:30
（乳幼児と保護者）

無料

熊谷市立熊谷図書館
048-525-4551

写真教室

国営武蔵丘陵森林公園

13:30～15:30

500円
※入園料別途

国営武蔵丘陵森林公園
0493-57-2111

エコ・パークボランティア
「野鳥の森の池の管理」

荒川大麻生公園
自由広場駐車場

10:00～12:00

無料
※高校生以上対象

おはなし会

熊谷市立大里図書館

11:00～11:30
（4歳～小学生）

無料

(公財)埼玉県生態系保護協会
048-645-0570
（10月19日（金）まで）
当日参加可
熊谷市立大里図書館
0493-36-1126

おはなし会

県立熊谷図書館鑑賞室

14:30～15:00

無料

県立熊谷図書館視聴覚資料・図書
館振興担当 048-523-6291

新熊谷ラグビー場こけら落としイベント

熊谷スポーツ文化公園
熊谷ラグビー場及びその周辺

10：00～15：00

ラグビーの試合会場以外は無料

ラグビーワールドカップ2019推進室
048-524-1111（内線344）

ジャパンラグビートップリーグ
パナソニック 対 キヤノン

熊谷スポーツ文化公園
熊谷ラグビー場Ａグラウンド

15：00～

有料
(座席によって異なる）

泥染めに挑戦

埼玉県立川の博物館

13：30～15：30

300円（材料費）
定員：15名（要事前申込み）

(公財）日本ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会ﾁｹｯ
ﾄﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ
0570-02-9551
埼玉県立川の博物館
048-581-7333

おはなし会

深谷市立岡部公民館
1階大会議室

11:00～11:30

無料

深谷市立図書館
048-571-8210

快適ウォーキング教室
「赤ソバウォーキング」

国営武蔵丘陵森林公園

10:30～15:30

無料
※入園料別途

国営武蔵丘陵森林公園
0493-57-2111

社交ダンスで健康増進

国営武蔵丘陵森林公園

10:30～12:30

無料
※入園料別途

国営武蔵丘陵森林公園
0493-57-2111

埼玉県立川の博物館

9：00～17：00

入館料のみ

埼玉県立川の博物館
048-581-7333

妻沼グライダー滑空場

7:00～15:00

無料

SSF事務局
050-3746-2379（10月1日～）

ちいさいこのおはなし会

熊谷市立妻沼図書館

15:30～16:00
（乳幼児と保護者）

無料

熊谷市立妻沼図書館
048-588-6878

おはなしボランティアすずの会による「夜のおはなし会」

熊谷市立大里図書館

17:30～18:15
（4歳～小学生）

無料

熊谷市立大里図書館
0493-36-1126

深谷市美術展

深谷市民体育館

9:30～17:00
(最終日は16:00まで）

1点につき1,000円 ただし、華道・和紙絵・押 深谷市文化振興課
し花は500円
048-577-4501

プラネタリウム投影
「星空の散歩道～秋の夜長に星空を見つめて～」

プラネタリウム館
(熊谷市)

17：45～18：45

高校生以上＝100円
中学生以下＝50円

プラネタリウム館
048-525-4554

天体観察会
「土星、火星、海王星、天王星、夏から秋の星雲星団」

プラネタリウム館
(熊谷市)

18：30～20：30

無料

プラネタリウム館
048-525-4554

おはなし会

熊谷市立熊谷図書館

11:00～11:30
（4歳～小学生）

無料

熊谷市立熊谷図書館
048-525-4551

10/20(土) かわはくハロウィンウィーク
～10/31(水)
埼玉スカイスポーツフェスタ2018
10/21(日)
10/25(木)

会場
行田市郷土博物館
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イベント情報
日付

10/27(土)

行事名

10/28(日)

10/30（火）

時間

費用等

問合せ

熊谷市立江南図書館

11:00～11:30
（乳幼児と保護者）

無料

熊谷市立江南図書館
048-536-6303

おはなし会

県立熊谷図書館鑑賞室

14:30～15:00

無料

県立熊谷図書館視聴覚資料・図書
館振興担当 048-523-6291

おはなし会

深谷市立図書館
3階展示室

10:30～11:00

無料

深谷市立図書館
048-571-8210

熊谷市立熊谷図書館
3階美術展示室

9:00～17:00

無料

熊谷市立熊谷図書館展示室
048-525-9463

新収蔵品展

渋沢栄一記念館

9:00～17:00

無料

深谷市渋沢栄一記念館
048-587-1100

えん旅「論語教室」

旧渋沢邸「中の家」前
みなみんち

14:00～16:00

200円、要予約
（開催日前の金曜日まで）

深谷市渋沢栄一記念館
048-587-1100

わくわく野あそび隊
「秋の野原でたんけんウォーク」

荒川大麻生公園
自由広場駐車場

10:00～12:00

第12回こうなん祭り

熊谷市江南総合文化会館
ピピア駐車場

9：00～15：30

大人300円、こども100円
定員30名（申込先着順）
※3歳～小学校3年生が対象、要保護者同伴
無料

(公財)埼玉県生態系保護協会
048-645-0570
（10月1日（月）～26日（金）まで）
こうなん祭り実行委員会事務局
048-536-1399

パティオ的婚活パティコン 後期初回

深谷グリーンパーク

詳細はお問合せ又はホームペー 詳細はお問合せ又はホームページにて
ジにて

深谷グリーンパーク
048-574-5000

オリエンテーリングを楽しもう

国営武蔵丘陵森林公園

10:00～15:00

無料
※入園料別途

国営武蔵丘陵森林公園
0493-57-2111

「光の油彩画・大久保喜一展」記念講座①

熊谷市立熊谷図書館
4階第一講座室

13：30～15：30

無料 定員90人
参加希望者は事前に美術、郷土係まで

熊谷市立熊谷図書館展示室
048-525-9463

企画展
10/27（日）～ 「～没後70周年記念～光の油彩画・大久保喜一展」
～10/28（日）

会場

ちいさいこのおはなし会

映画・コンサート情報
日付
9/7(金)
9/14(金)

9/15(土)

行事名

会場

時間

費用等

問合せ

名作映画鑑賞会
「うみ・そら・さんごのいいつたえ」

県立熊谷図書館
鑑賞室

14:00～15:45

無料

県立熊谷図書館
視聴覚資料・図書館振興担当
048-523-6291
県立熊谷図書館
視聴覚資料・図書館振興担当
048-523-6291
深谷市立図書館
048-571-8210

郷土に親しむ映画会
「塙保己一の生涯」
「はなわほきいちものがたり」
映画会
「こぶとりじいさん」「腹ペコ童子」

県立熊谷図書館
鑑賞室

14:00～14:39

無料

深谷市立岡部公民館
1階大会議室

11:00～11:30

無料

子ども映画会
「がんばれ！ルルロロ しあわせのおやつ」

行田市立図書館

14:00～

無料

行田市立図書館
048-556-4227
県立熊谷図書館
視聴覚資料・図書館振興担当
048-523-6291
さくらめいとチケットセンター
048-532-9090

金曜映画会
県立熊谷図書館
「アガサ・クリスティー 20世紀に輝いた世界の女性たち 3」 鑑賞室

14:00～14:50

無料

9/21(金)
9/22(土)

綾戸智恵×N響メンバー
スーパーセッション！

熊谷文化創造館さくらめいと
「太陽のホール」

15：00開演

全席指定(税込み)5,500円、U25/2,500円
※未就学児入場不可。

図書館シネマ倶楽部
9/23（日・祝） 「クレオパトラ」

行田市立図書館

13：30～

無料

行田市立図書館
048-556-4227

郷土に親しむ映画会
「上尾の竹細工職人」

県立熊谷図書館
鑑賞室

14:00～14:44

無料

勝田一樹(from DIMENSION)
～Autumn Jazz & Fusion Live

大里生涯学習センター
あすねっと

16:00開演

全席指定(税込み)4,500円、U25/2,000円
※未就学児入場不可。

県立熊谷図書館
視聴覚資料・図書館振興担当
048-523-6291
さくらめいとチケットセンター
048-532-9090

「宝くじまちの音楽会」岡村孝子＆あみん
～未来へのメッセージ～

深谷市民文化会館

17:30～

前売2,000円（当日2,500円）
宝くじ助成による特別料金

深谷市民文化会館
048-573-8765

名作映画鑑賞会
「裸の大将放浪記」

県立熊谷図書館
鑑賞室

14:00～16:00

無料

熊谷文化創造館さくらめいと
「太陽のホール」

【昼の部】13:30開演
【夜の部】18:00開演

全席指定(税込み)4,000円、U25/1,500円
昼夜セット券/6,000円
※未就学児入場不可

県立熊谷図書館
視聴覚資料・図書館振興担当
048-523-6291
さくらめいとチケットセンター
048-532-9090

行田市教育文化センター
「みらい」映像ホール

14：00～

無料

行田市立図書館
048-556-4227

県立熊谷図書館
鑑賞室

14:00～14:40

無料

県立熊谷図書館
視聴覚資料・図書館振興担当
048-523-6291
熊谷市中央公民館
048-523-0895

9/27(木)

9/29(土)

10/5(金)

人形浄瑠璃文楽
【昼の部】「義経千本桜」椎の木の段、すしやの段
【夜の部】「義経千本桜」道行初音旅、「新版歌祭文」野崎
10/8（月・祝） 村の段
16ミリフィルム特別映写会
「鉄道員（ぽっぽや）」
10/12(金)

郷土に親しむ映画会
「寸馬豆人楼の画家 奥原晴湖」
「橋本雅邦の画業」

無料

土曜映画鑑賞会 「それから」

熊谷市立市民ホール
（熊谷市中央公民館）

14：00～

10/13(土)

金曜映画会
「ミステリアス・ピカソ」

県立熊谷図書館
鑑賞室

14:00～15:20

無料

10/19(金)

郷土に親しむ映画会
「秩父事件 絹と民権」
「埼玉の明治維新 明治150年」
さくらめいとクラシック・カフェVol.8
(ゲスト：村治奏一・ギター)

県立熊谷図書館
鑑賞室

14:00～15:19

無料

熊谷文化創造館さくらめいと
「月のホール」

15：00開演

全席自由(税込み)3,000円、U25/1,000円
※未就学児入場不可
※リピーター割引：各500円引き

10/25(木)
10/27(土)

県立熊谷図書館
視聴覚資料・図書館振興担当
048-523-6291
県立熊谷図書館
視聴覚資料・図書館振興担当
048-523-6291
さくらめいとチケットセンター
048-532-9090

スポーツ情報
日付
9/26(水)

10/20(土)

行事名

会場

時間

費用等

問合せ

埼玉上尾メディックス対プエルトリコ
バレーボール世界選手権事前試合

深谷市総合体育館

16:00開場
17:30試合開始（予定）

無料

深谷市生涯学習スポーツ振興課
048-572-9581

2018年度秋季
関東大学男子1部バレーボールリーグ戦

深谷市総合体育館

11:00（試合開始）

一般：2,000円、学生：1,000円
中学生以下：無料
※深谷市内在住在勤在学者対象の割引制
度あり

深谷市生涯学習スポーツ振興課
048-572-9581

前売り開始情報
日付
9/6(木)
9/13(木)

行事名

時間

費用等

問合せ

江南総合文化会館ピピア

12月1日(土)16:30開演

全席指定(税込み)6,000円
※未就学児入場不可

さくらめいとチケットセンター
048-532-9090

鼓童 巡-MEGURU-

熊谷文化創造館さくらめいと
「太陽のホール」

12月9日(日)18:00開演

全席指定(税込み)5,000円、U25/2,000円
※未就学児入場不可

さくらめいとチケットセンター
048-532-9090

埼玉交響楽団第81回定期演奏会

熊谷文化創造館さくらめいと
「太陽のホール」

11月25日(日)14：00開演

さくらめいとチケットセンター
048-532-9090

新春爆笑落語会 三遊亭好楽・林家たい平 二人会

熊谷文化創造館さくらめいと
「太陽のホール」

2019年1月12日(土)17:00開演

さくらめいとクラシック・カフェVol.9
(ゲスト：金子平・クラリネット)

熊谷文化創造館さくらめいと
「月のホール」

2019年1月26日(土)15:00開演

全席自由(税込み)前売/1,000円
当日/1,300円(障害のある方は700円・当日券
のみ)
※4歳から入場可
全席指定(税込み)S席/3,600円
A席/3,100円
※未就学児入場不可
全席自由(税込み)3,000円、U25/1,000円
※未就学児入場不可
※リピーター割引：各500円引き

9/24(月・休)

10/4(木)
10/27(土)

会場

稲垣潤一コンサート2018

4

さくらめいとチケットセンター
048-532-9090
さくらめいとチケットセンター
048-532-9090

