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7 月 2 日より夏期企画展「狭山 de 妖怪展」が始まり
ます。この夏は狭山市立博物館まで妖怪たちに会いに
きませんか？そのほか、6 月は恒例のガイドツアーや
お茶席、講演等が目白押しです。
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会期：令和 4 年 7 月 2 日（土）～9 月 4 日（日）

“妖怪”とは何でしょうか？“鬼”
、
“もののけ”、
“あやかし”など、様々な呼び名があります。これらは常
識ではありえない不思議な現象や存在などを表した言葉で、古くから書物の中でその姿について記され、ま
た絵画でも視覚化されてきました。角をはやした恐ろしい鬼の姿をしたものもいれば、どこかユーモラスな
道具の妖怪や動物のような妖怪など、人々は想像力をふくらませて多様な妖怪の姿を思い描いてきたのです。
本展では、妖怪絵を代表する「百鬼夜行絵巻」
（学習院大学史料館所蔵）を展示し、この絵巻に登場する妖
怪のうち、
“古道具”の妖怪（付喪神）について当館所蔵の実物の“古道具”
（民俗資料）を用いて解説します。
また、当館の収蔵品を中心に鬼や狐などの妖怪に関する資料や、株式会社高橋書店から刊行されている『リア
ル妖怪大図鑑』とのコラボレーションにより狭山の民話に登場する妖怪を紹介します。
この夏、狭山の地にて妖怪の世界をお楽しみください。

常設展ガイドツアー第 7 回
さやまナビーズ（当館ボランティア）による常設展示の
解説を行います。
▷日 時：6 月 7 日（火）～6 月 26 日（日）
午前の部：9：30～12：00
午後の部：13：30～16：00
▷場 所：博物館 2 階 常設展示室

ガイドテーマ

日によってガイドツアー内容が変わります。
詳しくはガイドツアーパンフレット、または
ホームページをご覧ください。

■狭山の地史
■縄文時代のいろいろ
■土師器と須恵器のそうだったのか
■狭山市の鳥居と山門を常設展で巡る
■『鎌倉殿の 13 人』の時代に狭山市で起こった事
■不思議 稲荷山公園は二つある？
■養蚕の仕事と狭山の養蚕信仰
■広瀬斜子織
■むかしの農家の生活用具
※事前予約不要・人数制限有

体験学習「お茶席」
博物館の茶室での茶道体験です。
▷日 時：6 月 12 日（日）10：30～15：00
（①10:30～ ②11:30～ ③13:00～ ④14:00～）
※1 席 40 分程度
▷講 師：狭山市茶道連盟
▷参加費：入館料＋350 円（中学生以下 250 円）
※当日 2 階茶室前にて、お茶券をお求めください。
▷定 員：20 名（先着順・定員に達し次第終了）

特別講演「今宿遺跡と奈良・平安時代の住居」
令和 4 年度から 5 年度にかけて実施する今宿遺跡復元
住居等の再整備事業に関わる特別講演会を開催します。
▷日 時：6 月 26 日（日）10：00～12：00
▷講 師：田中広明 氏
（公益財団法人 埼玉県埋蔵文化財調査事業団）

▷場 所：博物館 1 階 研修講義室
▷定 員：30 名（定員に達し次第締め切り）
▷費 用：300 円
▷申込み：6 月 17 日（金）9：00 から
電話（04-2955-3804）または来館にて

歴史文化講座「「学制」の発布から 150 年―明治時代の狭山の教育―」
▷日 時：7 月 10 日（日）10：00～12：00
▷講 師：髙橋光昭 氏（狭山市文化財保護審議会委員・さやま市民大学歴史学科講師）
▷場 所：博物館 1 階 研修講義室
▷定 員：40 名（定員に達し次第締め切り）
▷費 用：300 円
▷申込み：6 月 21 日（火）９：00 から電話（04-2955-3804）または来館にて

6 月の狭山市立博物館スケジュール
月
5/30
休館日

火
5/31

水
6/1

木
2

金

土

3

日

4

5

古文書講座初級

さやはくフォー
ラム

11

12

古文書講座初級

体験学習
「お茶席」

17

18

19

古文書講座中級

古文書講座初級

24

25

燻蒸作業
6

7

8

9

10

休館日
常設展
ガイドツアー

13
休館日

14

15

16

常設展
ガイドツアー

20
休館日

21

22

23

26 特別講演
今宿遺跡と奈良・
平安時代の住居

常設展
ガイドツアー

27
休館日

28

29

30

7/1

7/2

7/3

工作教室

工作教室

狭山 de 妖怪展スタート！

◆古文書読解講座（初級）
・・・・・・・6/4（土）
、6/11（土）
、6/18（土）10：00～11：30
◆古文書読解講座（中級）
・・・・・・・6/17（金）10：00～11：30
◆さやはくフォーラム ・・・・・・・・6/5 （日）①10：00～12：00 ②13：30～15：00
◆常設展ガイドツアー ・・・・・・・・6/7 （火）～6/26（日）
9：30～12：00、13：30～16：00
ガイドの詳細はガイドツアーパンフレットを参照
◆体験学習「お茶席」 ・・・・・・・・6/12（日）①10：30～ ②11：30～
③13：00～ ④14：00～
◆特別講演
「今宿遺跡と奈良・平安時代の住居」
・・6/26（日）10：00～12：00

問い合わせ・申込み先
狭山市立博物館
〒350-1324 埼玉県狭山市稲荷山 1-23-1
Tel：04-2955-3804 Fax：04-2955-3811
ホームページ：https://sayama-city-museum.com

新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止対策として、
入館の際、マスクの着用・
検温等のご協力をお願いいた
します。

◎新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により各予定は変更になる場合があります。
狭山市立博物館 指定管理者 アクティオ・東急コミュニティ―共同事業体

