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１．沿　革

１０月　１日

　４月

　６月

　４月

　４月

　４月

１０月

　４月

１１月

　８月

　４月

１２月２１日

　６月１５日

　８月～

１１月

１１月

　６月　１日

　６月

　７月

　７月　１日

　５月

　８月　４日

１０月

１１月

　１月

　６月

１１月

　４月

　３月

　９月

　７月

　８月　７日

１０月

　２月

　５月３１日

　７月２１日

　４月

　７月　

　４月

　７月

１０月

明治44年（1911年） 私立熊谷図書館開館

〃　45年（1912年） 私立熊谷図書館を熊谷町に移管、熊谷町立図書館と改称

大正 6年（1917年） 熊谷町立図書館に巡回文庫開設

〃　15年（1926年） 熊谷町立図書館館舎新築

昭和 8年（1933年） 熊谷市市制施行に伴い、熊谷町立図書館を熊谷市立図書館と改称

昭和23年（1948年） 埼玉県立図書館熊谷分館併置

昭和25年（1950年） 熊谷市立図書館協議会設置

昭和28年（1953年） 熊谷市立図書館館舎改築（東側を二階建に増築）竣工

昭和40年（1965年） 熊谷市立図書館分室を元中央公民館に移設

昭和44年（1969年） 熊谷市立図書館　蔵書コピーサービス開始

昭和48年（1973年） 熊谷市市制施行40周年記念「熊谷歴史年表」編集発行

昭和52年（1977年）
総合文化施設として熊谷市立文化センター（図書館・プラネタリウム
館）新築着工

昭和54年（1979年） 熊谷市立文化センター（図書館・プラネタリウム館）竣工

〃 熊谷市立図書館新築移転作業のため３ヶ月休館

〃 熊谷市立文化センター開館　　図書館に美術、郷土係を新設

〃 熊谷市立図書館　映画会開始

昭和55年（1980年） 大里村コミュニティセンター内に図書室を開設

昭和56年（1981年） 熊谷市立図書館　身体障害者家庭配本開始

〃 熊谷市立図書館　巡回図書館巡回開始

〃 妻沼町中央公民館図書室開設

昭和57年（1982年） 熊谷市立図書館　嘱託者会議設置

〃 妻沼町移動図書館車「めぬま号」巡回開始

〃
埼玉県移動図書館車、巡回廃止（旧熊谷市）
熊谷市立図書館　ライトバンを利用した巡回図書館を開始

〃
熊谷市立図書館　巡回図書館を廃止、移動図書館車「さくら号」巡回
開始

昭和58年（1983年） 熊谷市立図書館　地下美術品収蔵庫改修工事　完了

〃 熊谷市立図書館　蔵書10万冊達成

〃 熊谷市立図書館　郷土資料展示室に森村誠一コーナー設置

昭和62年（1987年） 熊谷市立図書館　おはなし会開始

平成元年（1989年） 埼玉県移動図書館車巡回廃止（旧妻沼町）

〃 熊谷市立図書館　閉架書庫電動化（2階書庫全面電動化完成）

平成 2年（1990年） 大里生涯学習センター建設費１億円長島恭介氏寄附

〃 妻沼町立図書館建設工事着工

〃 熊谷市立図書館　移動図書館車「さくら号」更新

平成 3年（1991年） 妻沼中央公民館図書室閉鎖

〃 妻沼町立図書館竣工

〃 妻沼町立図書館開館

平成 4年（1992年） 妻沼町移動図書館再開、図書館システムをコンピュータ化し運用開始

〃 妻沼町立図書館　おはなし会開始

平成 5年（1993年） 熊谷市立図書館　図書館システムをコンピュータ化し運用開始

平成 6年（1994年） 江南町総合文化会館（文化会館・公民館・図書館）建設工事着工

〃 妻沼町立図書館　家庭教育学級訪問　絵本の読み聞かせ開始
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　３月

　４月

　８月

　２月２６日

　４月  １日

　８月　

１０月

　２月

　４月

　５月

１０月

　５月

　５月

　４月

　６月

　３月

　４月

　４月

　４月１９日

　４月２３日

　６月１７日

　７月

　８月

　８月２７日

　９月

　９月１９日

１０月　１日

 １１月 １日　

１１月　３日

１２月　６日

　１月１８日

　４月

　７月　１日

平成 7年（1995年） 熊谷市立図書館　蔵書20万冊達成

〃 熊谷市立図書館　平和図書コーナー設置

〃 妻沼町立図書館　夏休み科学遊び教室開催

平成 8年（1996年） 江南町総合文化会館竣工

〃 江南町立図書館開館　コンピューターサービス開始

〃 江南町立図書館　おはなし会開始（毎月第2・第４土曜日）

〃 江南町立図書館　映画会開始（年6回）

平成11年（1999年） 妻沼町立図書館　新移動図書館車「めぬま号」導入

〃 図書館の広域利用（大里市町村）開始

〃 妻沼町立図書館　大活字本コーナー・マンガコーナー設置

〃 熊谷市立図書館　森村誠一文庫設置

平成13年（2001年）
熊谷市立図書館　ホームページ開設・熊谷に関するレファレンス受付
開始

熊谷市立図書館　市史編さん室の設置（現在は社会教育課へ変更）
小学生のためのおはなし会開始（毎月第1土曜日／現在はおはなし会
が継続）

妻沼町立図書館　小学生向けおはなし会開始

〃 熊谷市立図書館　子ども図書館まつり開催（以後毎年開催）

熊谷市立図書館　インターネットによる蔵書検索・予約システム運用開
始

妻沼町立図書館　おはなしボランティア養成講座開催

平成15年（2003年）
熊谷市立図書館　携帯電話３社対応のインターネット蔵書検索・予約
システム運用開始

〃
熊谷市、大里町、江南町、妻沼町、各図書館と合併に向けた調整会議
を開催

平成16年（2004年） 江南町立図書館　大活字本コーナー設置

〃 熊谷市立図書館　ちいさいこのおはなし会開始（毎月第3金曜日）

平成17年（2005年） 熊谷市立図書館　祝日開館の実施

〃
妻沼町立図書館　いきいきママの子育て教室にて絵本の読み聞かせ
開始（～平成22年度終了）

〃
妻沼町立図書館　文部科学大臣賞（子どもの読書活動の実践優秀図
書館）受賞

〃 妻沼町立図書館　合併に伴うバーコード貼り替え作業開始

〃 熊谷市立図書館　平日午後7時までの開館時間延長実施

〃 大里町コミュニティセンター図書室業務終了

〃 大里町立大里生涯学習センター竣工式典

〃 埼玉県移動図書館車巡回廃止（旧大里町）

〃 妻沼町立図書館　移動図書館「めぬま号」の更新

〃
熊谷市、妻沼町、大里町の合併により各図書館の名称変更
　熊谷市立図書館　→　「熊谷市立熊谷図書館」
　妻沼町立図書館　→　「熊谷市立妻沼図書館」

〃 熊谷市立大里図書館開館

〃
読書グループ「樹の会」、（社）読書推進運動協議会主催2005年度・優
良読書グループ表彰（妻沼）

〃 図書館システム統一　熊谷・妻沼・大里3図書館で供用開始

平成18年（2006年） 大里図書館　おはなしボランティア養成講座開講

〃 大里図書館　おはなし会開始

〃 熊谷図書館駅前分室開設

平成14年（2002年） 　４月

〃 １０月
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　８月　

　９月

１０月

１１月

　２月１３日

　３月　６日　

　４月

　６月

　７月

　９月

　５月

　７月

　４月

　７月　１日　

〃

　４月

　４月２３日

　６月

　７月　１日

　７月　

　７月　

　３月　８日

　３月　

  ４月　１日

　６月　１日

　７月

　７月　３日

１０月

１０月

１１月

10月27日
～11月25日

　２月　３日

　２月１０日

　６月

１０月

１１月　４日

平成18年（2006年） 江南町立図書館　合併に伴うバーコード張替え作業開始

〃 ブックスタート事業開始（母子健康センターと連携）

〃 行田市、鴻巣市、吉見町、東松山市、滑川町、嵐山町と相互利用開始

〃 熊谷市子ども読書活動推進計画策定

平成19年（2007年）
熊谷市、江南町合併により図書館の名称変更
　江南町立図書館　→　「熊谷市立江南図書館」

〃 図書館システム　江南図書館を加え4館で供用開始

〃 大里図書館　祝日の振替休館日を一部開館

〃 熊谷市子ども読書活動推進協議会設置

〃
熊谷図書館　移動図書館「さくら号」巡回終了
妻沼図書館　移動図書館「めぬま号」巡回終了

〃
妻沼図書館　移動図書館「めぬま号」を「さくら号」と名称変更し、
巡回開始

平成20年（2009年） 大里・児玉地区おはなしボランティア連絡協議会設置

〃 熊谷図書館　夏季（7月・8月）月曜開館の実施（以降、試行）

平成21年（2009年） 熊谷市立熊谷図書館嘱託者会議設置

〃 熊谷市役所籠原駅連絡所前に図書返却ポストを設置

〃 熊谷図書館　視聴覚資料返却ポストを設置

平成22年（2010年）
妻沼・江南図書館　火曜休館・祝日開館の実施
大里図書館　祝日開館の実施

〃 子どもの読書活動優秀実践図書館として、文部科学大臣表彰を受賞

〃 江南図書館　おはなしボランティア養成講座開講

平成23年（2011年） 妻沼中央公民館での17:00時以降の予約受取開始

〃
住民生活に光をそそぐ交付金を利用し、各図書館の資料整備および
視聴覚機器の更新

〃 妻沼図書館　開館20周年

平成24年（2012年） 図書館システム更新稼働

〃 熊谷市子ども読書活動推進計画（改訂版）策定

〃 大里・江南図書館　窓口等業務委託

〃
熊谷図書館　～作家・森村誠一が選ぶ～くまがや「写真俳句」コンテス
トを開催（以後毎年開催）

〃
熊谷図書館　森村誠一文庫に書架を追加、金子兜太コーナー設置　　　　　　　　
妻沼・大里・江南図書館　森村誠一ミニコーナー設置

〃
熊谷文化創造館「さくらめいと」で、予約図書の受取開始、図書及び視
聴覚資料返却ポスト設置

〃 熊谷図書館　公立図書館100周年

〃 熊谷図書館　2階にＹＡコーナー設置

〃 移動図書館さくら号30周年

〃
～作家・森村誠一が選ぶ～　くまがや「写真俳句」コンテスト　優秀作
品展示（熊谷）（以後毎年展示。平成25年からは展示会最終日に表彰
式を行う）

平成25年（2013年）
熊谷図書館　「市立熊谷図書館100周年記念～文学のまち・　くまが
や」展開催。森村誠一氏記念講演会において、「写真俳句」優秀作品
表彰式を行い、森村氏より副賞の贈呈

〃 熊谷図書館　「文学のまち　くまがや」展　金子兜太氏記念講演

〃 江南図書館　ＹＡコーナー設置

〃 大里図書館　ＹＡコーナー設置

〃 熊谷図書館　おとなのための映画会「大人シネマ」開催
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　４月　１日

　４月　１日

１０月２７日

11月～12月

　３月３１日

　４月  １日

　４月  １日

　５月  １日

１０月１０日

　６月

　９月

　３月１日

　３月

７月～３月

　４月  １日

　４月  １日

　４月  １日

　７月  ５日

　８月  １日

１１月

　３月３１日

　４月２６日

平成26年（2014年） 大里・江南図書館　平日午後7時まで開館時間延長開始

〃 視聴覚資料の貸出期間を延長、2週間とする

〃 読書週間に合わせて「読書通帳」の配布開始

〃 妻沼図書館　空調設備の大規模改修工事を実施

平成27年(2015年） 妻沼中央公民館での17:00以降の予約受取終了

〃 妻沼・大里・江南図書館　窓口等業務委託（第2期）

〃
妻沼図書館　平日午後7時まで開館時間延長開始及びドリンク
販売機、休憩コーナー設置

〃 インクカートリッジ里帰りプロジェクト、回収箱を4館に設置

〃
～戦後70周年・作家生活50周年記念～作家・森村誠一記念講演会開
催（熊谷市合併10周年記念行事）

平成28年(2016年） 父の日福袋を作成、貸出

〃 敬老の日福袋を作成、貸出

平成29年(2017年）
図書館新システム更新稼働、ＩＣ対応、セルフ式貸出返却機、電子書
籍サービス、シール式読書通帳開始

〃 熊谷市子ども読書活動推進計画（第三次）策定

〃 熊谷図書館　耐震補強工事のため休館

平成30年(2018年) 熊谷図書館　リニューアルオープン、セルフ式予約受取コーナー設置

〃 熊谷・妻沼・大里・江南図書館　窓口等業務委託（第3期）

〃
熊谷図書館　土・日・祝日午後7時まで開館時間延長開始。夏季月曜
開館も午後7時まで試行

〃 太田市、千代田町、大泉町の在住者への貸出開始

〃 熊谷図書館　2階にWi-Fi設置

〃 熊谷図書館　2階に小中高校生おすすめ本紹介コーナー設置

平成31年(2019年) 熊谷図書館　2階に利用者用タブレット端末配置

〃
熊谷図書館　小・中学校管理規則による夏季休業日の月曜開館、本
実施
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5

２．図 書 館 案 内

熊谷図書館 妻沼図書館 大里図書館 江南図書館

所在地

〒360-0036

熊谷市桜木町

二丁目 33 番地 2

〒360-0202

熊谷市妻沼東

一丁目 1番地

〒369-0101

熊谷市津田

1番地１

〒360-0107

熊谷市千代

325 番地１

電 話

ＦＡＸ

048-525-4551

048-525-4552

048-588-6878

048-588-6054

0493-36-1126

0493-39-0066

048-536-6303

048-536-6377

開館

時間

全日 9時～19時 平日 9時～19 時

土日祝日

9時～17 時

平日 9時～19時

土日祝日

9時～17時

平日 9時～19 時

土日祝日

9時～17時

休館日

・月曜日(祝日の場合
はその翌日)
・第 1金曜日
・祝日の翌日(その日
が土、日、祝日であ

るときを除く)
・年末年始

・特別整理期間

・火曜日(祝日の場合
はその翌日)
・第 1金曜日
・祝日の翌日(その日
が土、日、祝日であ

るときを除く)
・年末年始

・特別整理期間

・月曜日(祝日の場合
はその翌日)
・第 1金曜日
・祝日の翌日(その日
が土、日、祝日であ

るときを除く)
・年末年始

・特別整理期間

・火曜日(祝日の場合
はその翌日)
・第 1金曜日
・祝日の翌日(その日
が土、日、祝日であ

るときを除く)
・年末年始

・特別整理期間

利用で

きる人

熊谷市、行田市、東松山市、鴻巣市、深谷市、滑川町、嵐山町、吉見町又は寄居町に居

住し、又は通勤若しくは通学をしている人。

太田市、千代田町又は大泉町に居住している人

貸出冊

数と貸

出期間

・貸 出 数 図書、雑誌１０点以内、視聴覚資料２点以内、電子書籍１点（市民の方）

（図書と視聴覚資料を借りる場合は合わせて１０点以内）

・貸出期間 ２週間

利用で

きる資

料

一般書、児童書、参

考図書、郷土資料、

古文書、ＣＤブック

一般書、児童書、参

考図書、郷土資料、

ＣＤ、ＤＶＤ、ビデ

オ

一般書、児童書、参

考図書、郷土資料、

ＣＤ、ＤＶＤ、ビデ

オ

一般書、児童書、参

考図書、郷土資料、

ＣＤ、ＤＶＤ、ビデ

オ(館内利用)

熊谷図書館 美術展示室、郷土資料展示室（熊谷図書館３階） 直通電話 048-525-9463

休 館 日 熊谷図書館と同じ 開館時間 ９時～１７時

業務内容 企画展示及び常設展示、各種講座・講演会

熊谷市立熊谷図書館熊谷駅前分室

所 在 地 〒360-0037 熊谷市筑波二丁目８２番地 SJビル３(２階) 電話 048-524-6864

休 館 日 １月１日～１月３日 開館時間 １３時～２１時

業務内容 予約図書の受取り及び返却、リサイクル本の貸出、行政資料の閲覧

文化創造館予約受取所・ブックポスト

所 在 地 熊谷市拾六間１１１－１

内 容 予約資料の受取り及び返却

籠原駅前ブックポスト（ＪＲ籠原駅北口）

所 在 地 熊谷市新堀７０９－１

内 容 返却のみ
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３．熊谷市立図書館協議会等

１ 熊谷市立図書館協議会委員名簿

任期 平成 30 年 7 月 7 日～令和 2年 7月 6日

（令和元年 7月 7 日現在）

２ 熊谷市子ども読書活動推進協議会委員名簿

任期 令和元年 6月 1日～令和３年 5月 31 日

（令和元年 6月 1 日現在）

推 薦 団 体 役 職 名 委員氏名

学校

教育

熊谷市校長会（小学校） 星宮小学校校長 新井 麻起

熊谷市校長会（中学校） 荒川中学校校長 宇野 聡規

熊谷市教育研究協議会図書館

部会

部長

（江南北小学校教諭）
福島 綾香

社会

教育

熊谷市社会教育委員会議 社会教育委員 目黒 みち子

熊谷市文化連合 美術部長 内川 和子

熊谷市美術家協会 理事、会計 持田 澄枝

くまがや共同参画を進める会 会員 赤坂 京子

家庭

教育

熊谷市ＰＴＡ連合会 副会長（妻沼西中学校） 巻渕 久美子

熊谷市婦人会連盟 理事（奈良婦人会会長） 新井 允子

学識

経験

者

熊谷市議会 議員 小島 正泰

学識経験者
元埼玉県立浦和図書館

館長
羽田 清美

熊谷図書館美術郷土クラブ 和裁クラブ会長 小久保 敏子

熊谷図書館嘱託者会議 前江南町史編さん委員、

郷土史研究家
須永 宜久

おはなしの会「泉」(妻沼) 代表 前原 君代

おはなしボランティア

「せせらぎの会」(江南)
会員 益子 純子

推 薦 団 体 役 職 名 委員氏名

学校

関係

熊谷市校長会

（学校図書館部会顧問）
星宮小学校 校長 新井 麻起

熊谷市教育研究協議会

学校図書館部会

部長（江南北小学校） 福島 綾香

副部長（新堀小学校） 大小原 信子

関係

団体

熊谷市ＰＴＡ連合会 副会長（成田小学校） 保泉 和良

熊谷市私立幼稚園協会 成田こども園 園長 斉藤 堅昭

熊谷市私立保育園園長会 わらしべの里共同保育所 主任 木村 美鈴
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３ 熊谷市立熊谷図書館嘱託者会議名簿

任期 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日

（平成 31 年 4 月 1 日現在）

おはなしボランティア おはなしの会「虹」代表 青木 さち子

関係

行政

機関

市民部 母子健康センター 主査 新藤 恵子

福祉部
こども課 主幹 尾上 弘

保育課 主事 程塚 友理恵

教育委員会
学校教育課 指導主事 貫井 清賢

社会教育課 社会教育指導員 小林 晃一

分野 氏 名 所 属 等

民俗
飯塚 好 熊谷市史編さん委員

平井 加余子 熊谷市文化財保護審議会委員（郷土史研究家）

美術

北 熊市
熊谷市美術家協会顧問（写真家）

※写真クラブ指導者

清水 信二
熊谷市美術家協会顧問（画家・彫刻家）

※油彩画クラブ指導者

田中 信義
元埼玉県刀剣保存協議会理事

（刀剣・小道具研究家）

野沢 優
朱麦会会員、蒼騎会会員

※パステル画クラブ指導者

久保 孝久 日本画家、日本美術院特待

工芸 水上 嘉代子 女子美術大学非常勤講師（工芸・染織史）

歴史

来間 平八 熊谷市郷土文化会顧問（郷土史研究家）

須長 宜久 熊谷市史編集委員（郷土史研究家）

重田 正夫
元埼玉県立文書館副館長（郷土史研究家）

※くまがや古文書学習・研究会指導者

自然 三澤 泰助

元国立科学博物館教育ボランティア

(熊谷自然科学クラブ主宰)

※子ども自然科学教室講師
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４．予算、決算

　１　予算 単位 千円

平成31年度予算額 平成30年度予算額

66,500,000 64,300,000

5,799,650 6,641,918

8.72% 10.33%

1,544,580 1,432,512

26.63% 21.57%

232,768 225,258

15.07% 15.72%

　２　指定事業予算 単位 千円

平成31年度予算額 平成30年度予算額

　図書館管理運営経費 158,355 142,369

　子ども読書活動推進事業 1,221 946

　郷土図書刊行事業 1,453 2,683

395 347

1,211 1,026

162,635 147,371

　３　決算 単位 円

平成29年度決算額 平成28年度決算額

61,463,017,526 61,665,073,526

6,403,661,812 6,594,758,136

10.42% 10.69%

2,024,301,596 1,803,665,501

31.61% 27.35%

192,643,836 226,925,569

9.52% 12.58%

　４　指定事業決算 単位 円

平成29年度決算額 平成28年度決算額

　図書館管理運営経費 93,829,841 123,059,672

　子ども読書活動推進事業 752,331 797,634

2,000,000

　郷土図書刊行事業 1,072,650 546,280

195,721 336,430

850,326 931,295

19,155,019 1,424,844

115,855,888 129,096,155

区　　　　　　　分

　熊谷市一般会計予算

　　　教育費

　　　　　　（教育費/市予算）

　　　社会教育費

　　　　　　（社会教育費/教育費）

　　　図書館費

　　　　　　（図書館費/社会教育費）

事　　　業　　　名

　子ども教室開設事業

　森村誠一「写真俳句」チャレンジ事業

合計

区　　　　　　　分

　熊谷市一般会計決算

　　　教育費

　　　　　　（教育費/市決算）

　　　社会教育費

　　　　　　（社会教育費/教育費）

　　　図書館費

　　　　　　（図書館費/社会教育費）

事　　　業　　　名

　美術品等購入事業

　子ども教室開設事業

　森村誠一「写真俳句」チャレンジ事業

　図書館ＩＣ化事業

合計
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５．令和元年度重点施策

１ 図書館利用の促進

（１）図書館資料の整備・充実

・ 一般図書、児童図書、参考・郷土図書などの収集、整備

・ 電子書籍の収集、普及

・ ４図書館の分担保存体制の整備

（２）利用者へのサ－ビスの充実

・ 市立図書館ネットワークの強化

・ 予約、リクエストサービスの充実

・ レファレンスサービスの充実

・ ホームページ等による図書館情報の発信

２ 地域読書活動の推進

（１）子ども読書活動の推進

・ おはなし会、子ども会、映画会の実施

・ 児童文化講座、子ども図書館まつり、交流会・研修会の開催

・ ブックスタート事業への支援

・ 団体貸出等による調べ学習の支援

（２）移動図書館サービス事業の推進

（３）福祉配本事業の拡充

３ 美術・郷土資料展示室、教育普及活動の推進

（１）資料の整備及び施設等の環境整備充実

・ 展示室の環境保全

・ 美術資料等の修復及び寄贈資料の受入れ

（２）企画展及び各種講座・講演会等の実施

・ 展示事業の充実

・ 講座等の開設による学習機会の充実

・ 美術、郷土クラブ活動への支援
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４ 図書館から全国への情報発信

（１）出版物等を活用した情報発信

・郷土熊谷に関する書籍の編集・刊行

（２）写真俳句コンテストによる情報発信

・「写真俳句」講座の開催による新規応募の推進
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６．令和元年度事業計画

１ 図書館協議会

（１）年２回開催

２ 図書館利用の促進

（１）資料の整備、充実

①一般書、児童書、参考図書、郷土資料

②視聴覚資料

③定期刊行物

④電子書籍

３ 地域読書活動の推進

（１）子ども読書活動の推進

①子ども読書活動推進協議会 ２回

交流会 １回

研修会 １回

②お は な し 会 熊谷図書館…第２、４土曜

妻沼図書館…第２土曜

大里図書館…第３土曜

江南図書館…夏休み、春休み

③ちいさいこのおはなし会 熊谷図書館…原則第３金曜

妻沼図書館…原則毎週木曜

江南図書館…第２、４土曜

④出 張 お は な し 会 依頼により随時

⑤映 画 会 子ども映画会

熊谷図書館…夏休み、冬休み、春休み

妻沼図書館…夏休み、冬休み、春休み

大里図書館…夏休み、冬休み、春休み

江南図書館…夏休み、冬休み、春休み

大人のための映画会

熊谷図書館…年３回

⑥子 ど も 会 熊谷図書館…夏休み、クリスマス、春休み

⑦子ども図書館まつり 熊谷図書館

⑧児 童 文 化 講 座 熊谷図書館

⑨ブックスタート(支援事業) 熊谷母子健康センター、妻沼保健センター

⑩学校図書館支援事業 調べ学習用資料の団体貸出、親子読書のすすめ

⑪おすすめパンフレット、読書通帳の発行
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（２）移動図書館サービ事業の推進

１１ステーションを巡回（７ステーションは月２回、他は月 1回）

（３）福祉配本事業の拡充

毎月１回（施設、個人宅）

４ 美術・郷土資料展示室、教育普及活動の推進

（１）熊谷市立熊谷図書館嘱託者会議

（２）資料の整備及び施設等の環境整備充実

①展示室調光設備保守、展示ケース内温湿度管理

②美術資料の修復

③寄贈資料受入れ

（３）展示事業

（４）教育普及事業（熊谷図書館第一講座室等）

名 称 会 期

－所蔵資料を中心として－

熊谷の５つの歴史と美術展(常設展)

《ミニ企画展》

① 直実・蓮生の浮世絵展Ⅰ

② 油彩画・新井信一展

③ 直実・蓮生の浮世絵展Ⅱ

④ 金谷コレクション展

⑤ 野口雪江展Ⅰ

４月２日（火）～３月３１日（火）

① ４月 ２日（火）～ ６月 ２日（日）

② ６月 ４日（火）～ ９月 １日（日）

③ ９月 ３日（火）～１２月 １日（日）

④１２月 ３日（火）～ ３月 １日（日）

⑤ ３月 ３日（火）～

追悼・金子兜太 ～現代俳句の牽引者～ ４月 ２日（火）～ ５月１９日（日）

～昆虫たちの世界～ 自然科学展 ７月１３日（土）～ ８月２５日（日）

～和の文化～ 熊谷染の着物展 ９月２１日（土）～１１月 ４日（月）

～くらしとあそび～ 昔のくらし展 １月２５日（土）～ ２月２４日（月）

名 称 開 催 日 ・ 講 師

「追悼・金子兜太展」記念講演会

～言葉がいのち～

詩人・金子兜太の世界

５月１８日（土） 講師 黒田杏子氏(俳人)

郷土史講座

「歓喜院聖天堂の歴史と文化」

５月２８日（火）、６月４日（火）、１４日（金）、

２１日（金）、２８日（金）、７月２日（火）

講師（開催日順）

鈴木英全氏(歓喜院院主)

蛭間健悟氏(市史編さん室職員)

栗原健一氏(立正大学文学部特任講師)
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◇歴史を学ぶ会

◇子ども教室

５ 図書館から全国への情報発信

（１）出版物等を活用した情報発信

「熊谷染関連資料調査報告書Ⅳ」を刊行する。

（２）写真俳句コンテストによる情報発信

～作家・森村誠一が選ぶ～第８回くまがや「写真俳句」コンテスト開催

募 集 期 間： 令和元年６月４日(火)～９月３０日(月)

入 賞 発 表： １２月１日（日）に「ＷＥＢくまがや写真俳句館」で発表

入賞作品展示： 令和元年１２月７日(土)～１２月１５日(日)

文化センター１階市民ギャラリー ※月曜日は休館

表彰：入選 一般の部１５点（うち特選４点）、ジュニアの部１０点（うち特選１点）

表 彰 式： 令和元年１２月１５日(日) 午後２時 文化センター第一講座室

子ども自然科学教室

「みつめよう 身近な自然」
毎月第２土曜日 講師 三澤泰助氏

子ども歴史教室

「熊谷の歴史を彩る 史跡・文化財・人物」
毎月第４土曜日 講師 菅谷浩之氏

細野健太郎氏(熊谷市史専門調査員)

石山秀和氏(立正大学文学部准教授)

阿うんの会(ボランティアガイド)

「熊谷染の着物展」記念講座

１０月 １日（火） 講師 水上嘉代子氏

（女子美術大学非常勤講師）

１０月 ８日（火） 講師 染谷政示氏

（埼玉県伝統工芸士[熊谷染]）
体験学習会

「熊谷染型紙デザインで

Ｔシャツを彩ろう！」

２月５日（水）、２０日（木）、※予備日

講師 ＮＰＯ法人熊谷染継承の会

熊谷の歴史を学ぶ会

「熊谷の歴史を彩る 史跡・文化財・人物」

毎月第４土曜日 講師 菅谷浩之氏

※子ども歴史教室と合同開催
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７．平成 30 年度利用統計

Ⅰ　資料

１ 蔵書数 熊谷館 移動図書館 妻沼館 大里館 江南館 合計

119,833冊 9,913冊 60,163冊 38,238冊 45,420冊 273,567冊

10,298冊 0冊 1,017冊 513冊 417冊 12,245冊

18,220冊 0冊 2,030冊 1,076冊 705冊 22,031冊

0冊 0冊 0冊 冊 0冊 冊

148,351冊 9,913冊 63,210冊 39,827冊 46,542冊 307,843冊

48,750冊 9,764冊 32,027冊 18,419冊 22,650冊 131,610冊

257冊 0冊 101冊 131冊 179冊 668冊

250冊 214冊 920冊 627冊 676冊 2,687冊

686冊 0冊 0冊 112冊 0冊 798冊

49,943冊 9,978冊 33,048冊 19,289冊 23,505冊 135,763冊

864点 0点 1,511点 1,291点 1,834点 5,500点

0点 0点 584点 1,071点 447点 2,102点

0点 0点 289点 203点 422点 914点

204点 0点 261点 0点 110点 575点

1,068点 0点 2,645点 2,565点 2,813点 9,091点

9,870冊 0冊 1,971冊 1,504冊 983冊 14,328冊

1,429冊 0冊 2,418冊 116冊 453冊 4,416冊

11,299冊 0冊 4,389冊 1,620冊 1,436冊 18,744冊

210,661点 19,891点 103,292点 63,301点 74,296点 471,441点

２ 年間受入冊数

受入 5,752冊 754冊 2,850冊 2,430冊 2,576冊 14,362冊

除籍 5,496冊 1,637冊 659冊 1,522冊 469冊 9,783冊

年間増減 256冊 -883冊 2,191冊 908冊 2,107冊 4,579冊

３ 受入ﾀｲﾄﾙ数 熊谷館 妻沼館 大里館 江南館

受入雑誌数 159種 88種 75種 46種 約1,700冊

受入新聞数 12紙 9紙 7紙 7紙

約3,500冊

開館日数 296日 290日 290日 290日

２　利用者延べ数 熊谷館 妻沼館 大里館 江南館 合計

延利用数(個人＋団体) 97,474人 50,031人 31,735人 31,308人 210,548人

駅前 文化創造館移動図書館 福祉 合計 総合計

延利用数(個人＋団体) 5,056人 5,470人 3,737人 88人 14,351人 224,899人

３　登録者数（全館一括計上） ４　閲覧席数
個人登録者数(累計) 団体数 熊谷館 妻沼館
うち市内在住者数 639団体 48席 100席
うち市内13歳～18歳 うち相互館 大里館 江南館
うち市内0歳～12歳 125館 43席 26席

一般書

参考図書

郷土資料

一般洋書

小計

児童書

児童参考図書

紙芝居

児童洋書

小計

ＣＤ

ＤＶＤ

ビデオテープ

カセットテープ

小計

一般雑誌

児童雑誌

小計

合計

４ さくら号積載数

５ 駅前分室収蔵数

 　６ 電子書籍所蔵数

121,167人
111,935人
9,044人
9,273人

視
聴
覚
資
料

Ⅱ　サービス
12,017点

１　開館日数 熊谷館 妻沼館 大里館 江南館
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５　貸出数（個人＋団体）

６　相互貸借 　７　福祉配本サービス(内数) ８ WiFi(熊谷館)8月～

12回

12回

９　インターネット閲覧サービス

10　視聴覚サービス

11　その他

※予約本の受取場所は図書館4館の他に駅前分室、文化創造館、移動図書館がある。

熊谷館 妻沼館 大里館 江南館 電子書籍 合計

一般書 225,324冊 96,653冊 48,071冊 47,411冊 417,459冊

郷土資料 582冊 30冊 77冊 99冊 788冊

小計 225,906冊 96,683冊 48,148冊 47,510冊 418,247冊

児童書 117,021冊 76,057冊 57,639冊 59,909冊 310,626冊

紙芝居 321冊 44冊 76冊 12冊 453冊

児童洋書 702冊 0冊 112冊 0冊 814冊

小計 118,044冊 76,101冊 57,827冊 59,921冊 311,893冊

一般雑誌 10,704冊 10,732冊 6,723冊 3,498冊 31,657冊

児童雑誌 1,957冊 846冊 597冊 715冊 4,115冊

小計 12,661冊 11,578冊 7,320冊 4,213冊 35,772冊

ＣＤ 1,976点 3,318点 3,136点 3,931点 12,361点

ＤＶＤ 321点 4,323点 3,096点 3,700点 11,440点

ビデオテープ 7点 62点 16点 2点 87点

カセットテープ 0点 0点 0点 19点 19点

小計 2,304点 7,703点 6,248点 7,652点 23,907点

合計 358,915点 192,065点 119,543点 119,296点 772点 790,591点

移動図書館文化創造館 駅前分室 福祉 合計 総合計

一般書 10,324冊 5,049冊 5,586冊 1,516冊 22,475冊 439,934冊

郷土資料 33冊 9冊 14冊 0点 56冊 844冊

小計 10,357冊 5,058冊 5,600冊 1,516冊 22,531冊 440,778冊

児童書 8,398冊 2,432冊 1,254冊 0冊 12,084冊 322,710冊

紙芝居 4冊 0冊 0冊 0冊 4冊 457冊

児童洋書 0冊 0冊 0冊 0冊 0冊 814冊

小計 8,402冊 2,432冊 1,254冊 0冊 57,150冊 323,981冊

一般雑誌 228冊 463冊 355冊 60冊 1,106冊 32,763冊

児童雑誌 49冊 11冊 3冊 0冊 63冊 4,178冊

小計 277冊 474冊 358冊 60冊 1,169冊 36,941冊

ＣＤ 28点 132点 73点 0点 233点 12,594点

ＤＶＤ 20点 77点 55点 0点 152点 11,592点

ビデオテープ 1点 1点 3点 0点 5点 92点

カセットテープ 0点 0点 0点 0点 0点 19点

小計 49点 210点 131点 0点 390点 24,297点

合計 19,085点 8,174点 7,343点 1,576点 36,178点 826,769冊

貸出 3,029冊 個人 161冊 利用人数

借受 5,124冊 施設 1,355冊 延べ450人

熊谷館 妻沼館 大里館 江南館 合　 計

    端末数 2台 1台 2台 1台 6台

    利用件数 1,480件 563件 272件 431件 2,746件
※各館とも制限時間は、30分

熊谷館 妻沼館 大里館 江南館 合　 計

    端末数 5台 4台 3台 12台

    利用件数 586件 390件 488件 1,464件

熊谷館 妻沼館 大里館 江南館 合計

 文献複写 5,437枚 1,662枚 250枚 426枚 7,775件 内、WEB予約

 予約ﾘｸｴｽﾄ提供数 74,131件 17,379件 14,220件 14,755件 120,485件 (86,970件)

 レファレンス 162件 1,241件 753件 291件 2,447件

Ａ
Ｖ
資
料

Ａ
Ｖ
資
料
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Ⅲ　サービス指標 (※人口は平成31年4月1日現在）

１　人口１人当たりの貸出冊数

２　登録率（有効登録者）

３　有効登録者１人当り貸出冊数

４　蔵書回転率

５　人口１人当り蔵書冊数

１　貸出数 2014 2015 2016 2017 2018

２　利用登録者数（総登録者数）（H30年度は無効登録者を整理した）

貸出冊数 人　 口 貸出冊数/人口
826,769冊 197,243人 4.19冊

登録者数 人　 口 登録者数/人口
121,167人 197,243人 61.43%

貸出冊数 登録者数 貸出冊数/登録者数
826,769冊 121,167人 6.82冊

貸出冊数 蔵書冊数 貸出冊数/蔵書冊数
826,769冊 471,441冊 1.75回

蔵書冊数 人　 口 蔵書冊数/人口
471,441冊 197,243人 2.39冊

Ⅳ　利用状況等推移（H29年度は耐震補強工事のため熊谷館9ヶ月間休館）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度
熊　谷　館 486,804冊 493,429冊 438,960冊 141,283冊 395,865冊
妻　沼　館 179,446冊 194,046冊 173,876冊 215,548冊 192,065冊
大　里　館 128,521冊 122,107冊 110,952冊 160,563冊 119,543冊
江　南　館 114,718冊 111,634冊 104,991冊 145,844冊 119,296冊
合　　　 計 909,489冊 921,216冊 828,779冊 663,238冊 826,769冊

うち移動図書館 20,548冊 19,592冊 17,859冊 19,677冊 19,085冊

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度
4館合計 130,537人 133,510人 136,582人 138,758人 121,167人

0冊

100,000冊

200,000冊

300,000冊

400,000冊

500,000冊

600,000冊

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

熊　谷　館

妻　沼　館

大　里　館

江　南　館

120,000人

125,000人

130,000人

135,000人

140,000人

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

全館利用登録者数
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８．平成 30 年度事業報告

Ⅰ　熊谷図書館

　１　移動図書館(さくら号)

別府第３公園 大麻生公民館 籠原公民館

文化創造館さくらめいと

県営玉井団地 新堀公民館

玉井稲荷木第１公園 大幡公民館 星宮公民館

さいとう小児科歯科

　　　　　　　　駐車場

籠原体育館

　２　おはなし会等

　３　配本事業

11ステーション　　延べ巡回日数108日

内　　　　容 開　　催　　日 対　　　象 回　数 参加者

子ども129人

大人　87人

　計　216人

乳幼児202人

保護者210人

　計　412人

子ども映画会 7/29 12/26 3/30 幼児～一般 3回 80人

子ども会(夏、冬、春休み) 8/23 12/23 3/27 幼児～小学生 3回 109人

子ども図書館まつり 4月30日 小学生 1回 24人

子ども読書活動推進交流会 12月5日 子ども読書関係者、一般 1回 244人

熊谷、毎月２回 24回 1,115組

妻沼、隔月 6回 106組

読書通帳累計発行数（2018年5月から発行、2018年8月～新版配布） 9,002冊

　毎月１回第２金曜日　障がい者家庭、施設に配本

　　家庭：４人、 　　１６１冊

　　施設：４施設、 １,３５５冊（４館連絡車による配本）

Ａ
コ
l
ス

Ｂ
コ
l
ス

Ｃ
コ
l
ス

Ｄ
コ
l
ス

Ｅ
コ
l
ス

Ｆ
コ
l
ス

Ｇ
コ
l
ス

おはなし会 第２、第４土曜日 ４歳～小学生 22回

ちいさいこのおはなし会 第３金曜日 乳幼児と保護者 11回

ブックスタート 乳児健診受診者

児童
文化
講座

「熊谷の昔ばなし」をき
く会 1月19日 一般 1回 31人

読み聞かせ実践講座 2/6 2/20 2/27 一般 全3回 延べ65人

保育士・幼稚園教諭等
研修会

7月23日
市内 保育士、
     幼稚園教諭

1回 54人

福祉配本
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　４　～作家・森村誠一が選ぶ～　くまがや「写真俳句」コンテスト

＊募集期間：平成30年6月5日～9月30日 ＊入場者数：422人

　５　その他

市内小中学校　　　　　29件　　1,474冊

Ⅱ　妻沼図書館

　１　おはなし会等
 

木曜日
第2土曜日

　２　その他

市内中学、高校

Ⅲ　大里図書館

　１　おはなし会等

　２　その他

市内小、中学校

Ⅳ　江南図書館

　１　おはなし会等

　２　その他

市内小、中学校

応募総数 表　　彰 入賞作品展示

 展示：平成30年12月8日～12月16日

 会場：文化センター市民ギャラリー

 表彰式：12月16日

 会場：文化センター第一講座室　

施設見学 市内小学校 16校 977人

職場体験学習 市内中学校 3校 6人

学校等団体貸出 18件 616冊

内　 容 開　催　日 対　象 回　数 参加者
ちいさいこのおはなし会 乳幼児と保護者 46回 442人
おはなし会 小学生 12回 98人
子ども映画会 7/29、12/23、3/30 幼児～一般 3回 50人

施設見学 市内小学校 4校 161人
職場体験学習 2校 7人

学校等団体貸出 6件 192冊

内　 容 開　催　日 対　象 回　数 参加者
おはなし会 第３土曜日 4歳～小学生 12回 134人
子ども映画会 8/11､12/23､3/21 幼児～一般 3回 38人

施設見学 市内小学校 3校 83人

職場体験学習 1校 2人
学校等団体貸出 0件 0冊

内　 容 開　催　日 対　象 回　数 参加者
ちいさいこのおはなし会 第2、4土曜日 乳幼児と保護者 24回 338人
おはなし会 7月22日 4歳～小学生 2回 9人
子ども映画会 7/29、12/23、3/24 幼児～一般 3回 40人

施設見学 市内小学校 2校 87人
職場体験学習 0校 0人
学校等団体貸出 市内小学校 0件 0冊

1,005点

【ジュニアの部】特選1点、
入選9点(うち熊谷賞1点)

【一般の部】特選4点、入選
11点（うち熊谷賞3点）
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９．平成 30 年度 美術・郷土資料展示室事業報告

１ 展示事業

（総合計：38,166 人）

２ 教育普及事業

（１） 成人対象事業

区 分 事 業 名
会 期

〔会期日数〕

利 用 人 数

〔一日平均〕

歴 史

－所蔵資料を中心として－

熊 谷 の ５ つ の 歴 史 と 美 術 展

※ミニ展示コーナー

①「作家・森村誠一の証明展」

②「森田恒友展」

③「所蔵刀剣類展」

④「吉原雅風展」

⑤「直実・蓮生の浮世絵展Ⅰ」

4/ 1(日)～ 3/31(日)

〔292〕

4/ 1(日)～ 6/24(日)

6/28(木)～ 9/ 9(日)

9/11(火)～12/16(日)

12/18(火)～ 3/ 3(日)

3/ 5(火)～

24,425 人

〔84 人〕

美 術

－熊谷図書館リニューアル記念－

日本画と書・二人の巨匠

大野百樹・野口白汀展

4/1(日) ～ 5/13(日)

〔36〕
4,004 人

〔112 人〕

自然科学
－さいたまの動物たち－

第 10回(通算第 35回)自然科学展

7/21(土)～ 8/26(日)

〔31〕

4,153 人

〔134 人〕

美 術
－没後 70 周年記念－

光の油彩画・大久保喜一展

10/27(土)～12/ 2(日)

〔31〕

3,229 人

〔104 人〕

民 俗
－エコな生活を探ろう－

昔のくらし展

1/26(土) ～ 2/24(日)

〔25〕

2,355 人

〔95 人〕

区 分 事 業 名 実施日 講 師
参加者数

〔一日平均〕

講 演 会
「大野百樹・野口白汀展」

記念講演会

4/27(金)
久保 孝久 氏

(日本美術院特待）
65人

5/ 2(水)

野口 岱寛 氏

(日展会友・毎日書道展

審査会員）

56人

5/22(火)
柿沼 幹夫 氏(元埼玉

県立自然史博物館長）
64人
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（２） 一般対象特別事業

（３） 児童・生徒対象事業（小学校５、６年生）

３ 嘱託者委嘱

（１） 委嘱

ア 期 間 平成 30 年 4 月 1日～平成 31 年 3 月 31 日

イ 嘱 託 者 飯塚 好、北 熊市、来間平八、清水信二、須長宜久、田中信義、

講 座

郷 土 史 講 座

「～古代から中世へ～

やさしい熊谷の歴史」

5/29(火)
宮瀧 交二 氏

(大東文化大学教授）
67人

6/ 8(金)
鎌倉 佐保 氏

(首都大学東京教授）
65人

6/12(金)

伊藤 瑠美 氏

(長岡技術科学大学

非常勤講師）

66人

6/22(金)

田中 大喜 氏

(国立歴史民俗博物館

准教授）

65人

6/28(木)

簗瀬 大輔 氏

(群馬県立女子大学

群馬学センター准教授）

61人

全 6回 合計 388 人 〔65人〕

講演会
「大久保喜一展」

記念講演会

10/30(火)

清水 信二 氏

(熊谷市美術家協会

顧問・朱麦会会長）

58人

11/ 3(土)
大久保 貴一 氏

(大久保喜一の孫）
38人

体験学習

体験学習会

「熊谷染型紙デザインで

ブックカバーを彩ろう！」

2/ 5(火)
ＮＰＯ法人

熊谷染継承の会

5人

2/15(金) 4 人

2/21(木) 4 人

修了式

(アトラク

ション)

美術・郷土教養講座に参加

して（修了式）
3/29(金)

修了証書授与該当者

45人
75 人

区分 事業名 実施日 講師 参加者数（総参加者数）〔一日平均〕

講座 熊谷の歴史を学ぶ会 毎月第４土曜日 菅谷浩之 49 人 （317 人） 〔27 人〕

区分 事業名 実施日 講師 参加者数（総参加者数）〔一日平均〕

講座
子ども自然科学教室 毎月第２土曜日 三澤泰助 56 人 （343 人） 〔32 人〕

子ども歴史教室 毎月第４土曜日 菅谷浩之 30 人 （165 人） 〔14 人〕
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野口泰助、野澤 優、平井加余子、三澤泰助、水上嘉代子、宮下和子

(敬称略)

（２） 会議

ア 嘱託者会議の開催 ： 平成 30 年 5 月 11 日（金） 午前

（３） 専門分野の指導助言

ア 各担当分野の展示事業及び教育普及事業に対する指導助言 ： 随時

４ 図書等の刊行

（１） 『新編 熊谷の昔ばなし』

編集発行：平成 31 年 3 月 25 日

（２） 『子ども自然科学教室テキスト（テーマ：－自然の中を生きていこう－）』

編集発行：平成 30 年 5 月 12 日

（３） その他

ア 各種展示会のパンフレット

イ 各種講演会及び講座等の資料編集

５ 資料収集及び整理事業

（１） 寄贈

ア 美術資料

資料名 種 別 大きさ（㎝） 制 作 者 備 考 寄贈者

1 千岳両壑図 水墨画 138.0×46.5 奥原晴湖
紙本水墨淡彩、明治 23

年以前「東海晴湖」
小髙 博

2

坂東洋画会及

び朱麦会関係

資料一式

参考品

坂東洋画会会計簿、坂東

洋画会規定、朱麦会小

史、朱麦会会計報告書、

上岡良宛書簡・はがき、

展覧会パンフレット等

上岡常浩

3 童児遊戯三羊 日本画 115.0×64.5 渡辺崋山 紙本水墨、軸装 金谷俊夫

4 山間之旅 日本画 118.0×39.3 吉原雅風 絹本彩色、軸装 金谷俊夫

5 布袋図 日本画 120.0×41.5 吉原雅風 絹本彩色、軸装 金谷俊夫

6 山水図 日本画 98.0×35.8 吉原雅風 紙本水墨、軸装 金谷俊夫

７ 花鳥図 日本画 119.0×40.8 瀧脇晴華 絹本彩色、軸装 金谷俊夫

8 山水図 日本画 129.0×40.0 瀧脇晴華 絹本水墨、軸装 金谷俊夫
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9 竹之絵 日本画 90.0×28.0 野中南湖 紙本水墨、軸装 金谷俊夫

10 双鶴図 日本画 125.0×40.5 岡田雄皝 絹本彩色、軸装 金谷俊夫

11 双鶏 日本画 121.0×41.5 岡田雄皝 紙本彩色、軸装 金谷俊夫

12 初夏の奥日光 日本画 125.0×49.3 柿沼宋居
絹本彩色、軸装、昭 33

年
金谷俊夫

13 塔 日本画 226.5×159.0 大野百樹
1964 年(秋院展 49 回)、

額装
大野百樹

14 森 日本画 171.5×216.5 大野百樹 1966 年(51 回) 大野百樹

15 瑞牆山 日本画 227.0×183.0 大野百樹 1969 年(54 回)、額装 大野百樹

16 茶臼岳 日本画 226.0×183.0 大野百樹 1970 年(55 回)、額装 大野百樹

17 爽 日本画 215.5×170.5 大野百樹 1971 年(56 回) 大野百樹

18 妙義山 日本画 215.0×170.3 大野百樹 1972 年(57 回) 大野百樹

19 津軽の山 日本画 215.0×170.5 大野百樹 1974 年(59 回) 大野百樹

20 花の宿 日本画 215.0×170.0 大野百樹 1977 年(62 回)、額装 大野百樹

21 佐渡の山 日本画 215.5×170.5 大野百樹 1979 年(64 回) 大野百樹

22 那須岳 日本画 210.5×166.0 大野百樹 1980 年(65 回) 大野百樹

23 東北の山 日本画 215.5×170.8 大野百樹 1981 年(66 回) 大野百樹

24 山 日本画 214.5×169.5 大野百樹 1984 年(69 回) 大野百樹

25 谷川岳 日本画 214.4×169.6 大野百樹
1986 年(71 回)、額装、

日本美術院賞・大観賞
大野百樹

26 甲斐駒 日本画 225.0×180.0 大野百樹 1989 年(74 回)、額装 大野百樹

27 知冬 日本画 180.0×224.5 大野百樹 1990 年(75 回)、額装 大野百樹

28 華厳 日本画 225.0×180.5 大野百樹 1991 年(76 回)、額装 大野百樹

29 雪来 日本画 226.0×180.0 大野百樹
1992 年(77 回)、額装、

奨励賞
大野百樹

30 晨 日本画 216.0×170.5 大野百樹 1994 年(79 回) 大野百樹

31 一の倉沢 日本画 210.5×165.5 大野百樹 1998 年(83 回) 大野百樹

32 御岳 日本画 179.5×220.0 大野百樹 2001 年(86 回)、額装 大野百樹

33
上ホロカメッ

トク山
日本画 210.5×165.0 大野百樹 2003 年(88 回) 大野百樹

34 秋韻 日本画 屏風 大野百樹 2007 年(92 回) 大野百樹

35 月 日本画 170.1×215.0 大野百樹
2008 年(93 回)、額装、

文部科学大臣賞
大野百樹

36 陽 日本画 184.0×183.5 大野百樹 2010 年(95 回)、額装 大野百樹

37 初冬 日本画 162.0×162.0 大野百樹
2011 年(96 回)、額装、

内閣総理大臣賞
大野百樹

38 樹陽 日本画 210.0×166.0 大野百樹 2012 年(97 回) 大野百樹

39 冬来 日本画 184.0×226.0 大野百樹 2013 年(98 回)、額装 大野百樹
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イ 民俗資料、歴史資料、戦時資料

ウ その他

（２） 資料の修復

ア 新しい軸装の仕立て(洗い、シミ抜き)

・ 直実挙扇之図 渡辺崋山画 129.0cm×58.0cm

イ 刀剣手入れ

・ 短刀 氏房 (室町末期～桃山) 刃長 27.5cm

・ 脇指 兼辻 (江戸) 刃長 56.4cm

・ 短刀 備前国住長船清光 (室町末期) 刃長 29.2cm

・ 脇指 兼元 (室町末期) 刃長 30.3cm

・ 刀 肥前国河内大掾藤原正広 (江戸) 刃長 69.4cm

・ 刀 肥前国出羽大掾行広 (江戸) 刃長 72.4cm

・ 脇指 家助 (室町初期) 刃長 39.5cm

40 老松 日本画 165.5×210.5 大野百樹 2014 年(99 回) 大野百樹

41 滝 日本画 189.0×189.0 大野百樹 2015 年(100 回)、額装 大野百樹

42 春景図 日本画 109.0×41.0 奥原晴湖 明治 41 年 染谷一繁

資料名 種 別 備 考 寄贈者

1
熊谷空襲の戦果を

受けた鍋
戦時資料

銅製の鍋

径：長 28.0cm 短 24.5cm 高さ：縁ま

で 15.0cm

松本由理

2

写真アルバム

久下冠水橋の記録

(上・下 2冊)

歴史資料

寄贈者が撮影した平成11年から16年の

解体までの旧久下橋(冠水橋)の記録写

真。

上巻 68 枚、下巻 59 枚、合計 127 枚

佐藤知義

3

東京オリンピック

聖火リレー関連資

料一式

歴史資料

昭和 39 年オリンピック東京大会の聖火

リレー伴走者(腰塚昭夫氏)が使用した

ランニングシャツ、パンツ、「オリンピ

ック東京大会聖火リレー走者必携」等

腰塚あさ子

4 行李（ブリキ製） 民俗資料
大きさ：縦 41.0cm 横 76.0cm 高さ

24.5cm
建川尚美

資料名 種 別 備 考 寄贈者

1
森村誠一

自筆原稿

森村誠一

文学資料

『致死眷属』自筆原稿：200 字詰原稿用

紙約 1,000 枚。

講談社『週刊現代』昭和 53 年 5 月

から 12 月まで、全 33 回の連載。

昭和 54 年単行本(講談社)

森村誠一
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・ 短刀 兼重 (室町末期) 刃長 27.3cm

・ 刀 無銘 (室町最末期) 刃長 74.8cm

・ 刀 無銘 (室町最末期) 刃長 69.5cm

６ 資料貸出事業

資料

区分
資 料 名

点

数
貸 出 先 期 間

美
術
資
料

油彩画「菊の花」小島恭三

熊谷染型紙「自然・天文 霞 桔

梗」

熊谷染型紙「幾何学 格子 菊」

熊谷染型紙「幾何学 変わり麻の

葉」

「熊谷市鳥瞰図」吉田初三郎画

油彩画「残雪の郊外」北爪益雄

熊谷染型紙「植物 松皮菱 筋」

熊谷染型紙「幾何学 七宝つなぎ」

熊谷染型紙「幾何学 変わり縞」

油彩画「旧桜土手」原田二郎

熊谷染型紙「小紋 割付柄」

熊谷染型紙「幾何学 立涌」

熊谷染型紙「幾何学 手綱縞」

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

熊谷市議会事務局

〃

〃

〃

練馬区石神井公園

ふるさと文化館

熊谷市議会事務局

〃

〃

〃

熊谷市議会事務局

〃

〃

〃

H30/9/4～H30/11/29

〃

〃

〃

H30/9/7～H30/11/7

H30/11/29～H31/2/28

〃

〃

〃

H31/2/22～R1/5/31

〃

〃

〃

歴史

資料

文保年間銘阿弥陀一尊種子板碑

(藤原直行法名行圓)

浅間山噴火状況図

上中条堤防実測平面図

中条堤修復工事施工中之景

牛乳販売用荷車

牛乳販売用簡易冷蔵庫

1

1

1

2

1

1

埼玉県立嵐山史跡の

博物館

埼玉県立歴史と

民俗の博物館

〃

〃

一般社団法人Ｊミルク

〃

H30/2/16～H30/10/31

H30/11/1～H30/12/18

(補修、復元のため)

H30/10/11～H30/12/12

〃

〃

H30/11/20～H30/11/22

〃

戦時

資料

雑のう、ゲートル、国民服等

熊谷空襲関連写真パネル

熊谷空襲関連文字パネル

熊谷空襲関連物資料

11

36

15

19

熊谷市庶務課(スポー

ツ文化村くまぴあ)

熊谷市庶務課

〃

〃

H30/4/1～H31/3/31

H30/8/7～H30/8/16

〃

〃

そ
の
他

マスコット人形「サイターマン」

さいたま博鯉のぼり

1

1

埼玉県立歴史と

民俗の博物館

〃

H30/4/1～H31/3/31

〃
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７ 施設等管理業務委託事業

（１） 展示室調光設備保守点検業務（契約期間：平成 31 年 3 月 4 日～3月 21 日 実施日：平成

31 年 3 月 4 日）

（２） 展示室等特別清掃業務（契約期間：平成 31 年 3 月 4 日～3 月 21 日 実施日：平成 31

年 3 月 4 日）

ア 美術展示室及び入り口ホールの清掃

イ 固定展示ケース内の床の清掃

ウ 固定展示ケース及び可動式展示ケースのガラス清掃

エ 美術展示室内の照明器具類及び可動式展示ケースの照明器具類の清掃

オ その他現場で別途指示

８ クラブ活動育成事業

※参考 13 クラブ 総会員数 199 人

88’さいたま博覧会公式ガイドブ

ック

さいたま博ガイドマップ

88’さいたま博情報誌

1

1

5

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ク ラ ブ 名 定 例 日 会員数 指 導 者

写 真 第３土曜日 12 北 熊市

水 墨 画 第１日曜日及び第３土曜日 11 納富 舟峰

製 本 ・ 装 幀 第３水曜日 10 （岩崎 博）

水 彩 画 第１、第３土曜日 21 風間 勲

書 道 第２、第４土曜日 18 石原 裕子

彫 塑 第 2、第 4 土曜日及び第 3 日曜日 5 大澤 十一

パ ス テ ル 画 第１、第４水曜日 10 野澤 優

籐 工 芸 第２、第４火曜日 5 各務 雅子

油 彩 画 第２、第３日曜日 14 清水 信二

古文書学習・研究会 第２、第４木曜日 研究部会・第４木曜日 29 重田 正夫

和 裁 毎週木曜日 9 久保 恵子

直実・蓮生を学ぶ会 第１土曜日 研究部会・第３土曜日 42
歴史学者・郷土史家・

文学者・他

き り 絵 第１、第３火曜日 13 松井 貞夫


