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「オール埼玉文化強調月間2018」 事業一覧（文化団体等主催）

No.

事業名

主催者

会期

会場

beyond
2020認証

1

彩の国ファーマーズマーケット

特定非営利活動法人彩の国地域活性
2018年3月18日～12月16日
化協会

ウニクス上里プラザ

〇

2

障害者・シニア・ジュニア対象『ビリヤード教室』

埼玉県ビリヤード協会

2018年3月24日～2019年3月23日

セスパ上尾店

〇

3

2018年度年間公演及び講座等

武州里神楽

2018年4月1日～2019年3月31日

新座市内

〇

4

映画製作支援事業

ユナイテッドシネマウニクス
上里

〇

5

伝統和芸鑑賞会

特定非営利活動法人彩の国地域活性
2018年4月8日～12月31日
化協会
小江戸川越粋な伝統和芸を守り育て
2018年4月14日～2019年3月23日
る会

小江戸蔵里・八州亭

〇

6

音楽浴～家族で楽しむファミリーコンサート～

特定非営利活動法人色彩みらい

キッズハウスクレヨン保育室

〇

7

～平成家族物語～舞台芸術によるまちづくりプロジェ 公益財団法人東松山文化まちづくり
2018年5月1日～2019年3月31日
クト第1弾「戯曲賞」
公社

東松山市松山市民活動セン
ター ホール

〇

8

川越観光ポータルアプリ

川越市

〇

北本駅西口ロータリー及び西
中央通り線

〇

壺春堂および句碑

〇

コエドノコト

石山社中

株式会社櫻井印刷所

2018年4月21日～2019年3月30日

2018年5月22日～2019年5月21日

外国人及び障がい者に向けた北本まつり多言語情報発
特定非営利活動法人北本市観光協会 2018年6月1日～12月31日
信及び体験ガイドツアー事業
兜太（壺春堂）で町、おこし、後世に伝える文化プロ
10
兜太・産土の会
2018年7月1日～2019年3月31日
グラム事業
9

文化オリン
ピアード
認証

11 店舗での外国人観光客の受入対応力向上支援事業

東京商工会議所

2018年7月19日～12月31日

〇

12 店舗での外国人観光客の受入対応力向上支援事業

東京商工会議所

2018年7月19日～12月31日

〇

13 店舗での外国人観光客の受入対応力向上支援事業

東京商工会議所

2018年7月19日～12月31日

〇

14 国際ハープフェスティバル2018―草加市

公益財団法人草加市文化協会

2018年9月1日～11月18日

草加市文化会館ほか市内外公
共施設

〇

15 川越とつながる文化観光資源再発見事業

一般社団法人川越織物市場の会

2018年9月1日～12月31日

小島家住宅

〇

16 ひがしまつやま芸術祭2018

公益財団法人東松山文化まちづくり
2018年9月1日～2019年1月31日
公社

東松山市民文化センター ほ
か

〇

公益財団法人いきいき埼玉

プラザノース

〇

17 彩の国プラチナフェスティバル

いきいき創作展

2018年9月28日～10月1日

18 COOL JAPAN FOREST CONCERT SERIES 2018

公益財団法人所沢市文化振興事業団 2018年9月29日～12月9日

所沢市民文化センター
ミューズ

〇

19 さいたま・つく～る

公益社団法人埼玉デザイン協議会

2018年9月29日～2019年2月23日

軒先マルシェ 大宮マルイ前

〇

20 彩玉ご縁プロジェクトin軒先マルシェ

彩玉ご縁プロジェクト

2018年9月29日～2019年3月31日

軒先マルシェ 大宮駅西口丸
井側2階デッキ

〇

21 アートフェスタ2018

アートフェスタ実行委員会

2018年10月2日～12月28日

埼玉県こども動物自然公園

〇

2018年10月5日

クレアこうのす 大ホール

〇

伝統工芸 KIMEKOMI体験

22 アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾ第22回定期演奏会 公益財団法人鴻巣市施設管理公社
kawaguchi Art Project－
鋳物の街、川口を彩る絵本の世界－
東京オリンピック2020『埼玉開催4競技』をみんなで
24
知ろう！参加しよう！
23

25 WAKE UP FES 2018
26

ARTs Kawaguchi実行委員会

2018年10月5日～10月31日

NPO法人埼玉ジャーニー63

2018年10月6日

クマフェス実行委員会

2018年10月7日

こどもライブフェスタ2018in川口 まるごと太鼓体験
おやこ劇場川口
「太鼓って何だろう？太鼓はばびやんこ！」

旧田中家住宅、川口市文化財
センター分館
南区ふるさとふれあいフェア
まつり
熊谷スポーツ文化公園 彩の
国くまがやドーム

〇
〇
〇

2018年10月7日～11月23日

川口市立南鳩ヶ谷公民館

〇

27 第１１回彩の国グランド歌謡音楽祭

ＮＰＯ法人彩の国市民音楽翔

2018年10月8日

大宮ソニックシティ 小ホー
ル

〇

28 第27回中学生作品コンクール

本庄第一高等学校美術部書道部

2018年10月8日

本庄市民文化会館

〇

29 酒と書の文化書道展

筆文字文化振興会

2018年10月11日

30 第72回秩父写友会秋季展

秩父写友会

2018年10月11日～10月15日

和光市民文化センターサンアゼリア開館25周年記念事
公益財団法人和光市文化振興公社
業 サンアゼリア寄席 燦々笑時
小川町商工会青年部 創部50周年事
32 未来を照らす！光の祭典
業実行委員会
親子映画埼玉県連絡会推奨映画の埼玉県内での上映会
33
親子映画埼玉県連絡会
「かいけつゾロリ だ・だ・だ・だいぼうけん！」
公益財団法人埼玉県公園緑地協会、
34 秋のわくわく公園まつり
羽生水郷公園管理事務所
31

2018年10月12日

ソニックシティ 第一展示
室、イベント広場
秩父地場産センター 2階展示
紹介コーナー
和光市民文化センター サン
アゼリア 小ホール

〇
〇
〇

2018年10月12日～10月14日

栃本親水公園

〇

2018年10月13日

吉川市民交流センター

〇

2018年10月13日～10月14日

羽生水郷公園

〇

35 第32回現代書法芸術家連盟書道展覧会

現代書法芸術家連盟

2018年10月13日～10月15日

36 吹いてみよう！フルート楽器体験とミニコンサート

草加松原笛の会ひまわり

2018年10月14日～2019年1月6日

プラザノース開館10周年記念 セルゲイ・マーロフ＆
プラザノースマネジメント株式会社 2018年10月14日
岩崎洵奈 デュオ・リサイタル
コレオグラファーの目vol.17「足袋nce@能楽堂～足袋
38 を履いて宙（そら）に舞う」＋「アロマストレッチ＆ 埼玉県舞踏協会
2018年10月15日～11月4日
足袋nce講座」＆「狂言体験ワークショップ」
37

埼玉県春日部ふれあいキュー
ブコンベンションホールA
草加市立中央公民館ホール
ほか

〇
〇

プラザノース

〇

こしがや能楽堂 ほか

〇

39 第39回鶴ヶ島市文化祭

鶴ヶ島市文化団体連合会

2018年10月16日～11月16日

鶴ヶ島市役所 ほか

〇

40 第４９回墨光書展

墨光書道院

2018年10月17日～10月21日

春日部市民文化会館

〇

2018年10月20日

志木市いろは遊学館

〇

寄居町総合体育館

〇

41

親子映画埼玉県連絡会推奨映画の埼玉県内での上映会
親子映画埼玉県連絡会
「かいけつゾロリ だ・だ・だ・だいぼうけん！」

42 第４６回春墨書道展覧会

鐘雲書道会

2018年10月20日～10月21日

43 本庄市文化団体連合会第１２回文化祭

本庄市文化団体連合会

2018年10月20日～10月21日

44 川口市文化祭市民俳句大会（平成30年度第72回）

川口市俳句連盟

2018年10月21日

45 詩吟・吟舞

詩吟・吟舞

2018年10月21日

響の森 桶川市民ホール

〇

泉心流

45周年記念大会

泉心流

本庄市児玉文化会館（セル
ディ）
川口総合センターリリア 11
階大会議室

〇
〇

46 日中平和友好条約締結40周年記念事業

総合水墨画会

2018年10月23日～10月28日

埼玉県立近代美術館

〇

47 遠山邸の調度と漆器

公益財団法人遠山記念館

2018年10月23日～12月9日

遠山記念館

〇

48 遠山邸二階公開日

公益財団法人遠山記念館

2018年10月27日～11月23日

遠山記念館

〇

49 第38回戸田市商工祭

戸田市民憲章推進協議会

2018年10月28日

50

第７回 JAPAN FESTA in misato park（同時開催： NPO法人ふるさと街づくり推進協議
持続可能社会構築「第３８１回・森のマルシェ」）
会

2018年10月28日

〇
埼玉県営みさと公園

〇
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事業名

主催者
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beyond
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51 奥富かかし祭り

奥富かかし祭り実行委員会

2018年10月28日～11月4日

狭山市役所奥富公民館

〇

52 小学生絵画展in宮原駅2018

特定非営利活動法人子ども文化ス
テーション

2018年10月28日～11月30日

JR宮原駅西口コンコース

〇

53 日・台文化交流音楽会

混声合唱団あるまじろ

2018年10月31日

和光市民文化センター サン
アゼリア 小ホール

〇

54 新座市制施行記念

株式会社ケイミックスパブリックビ
2018年11月1日
ジネス

新座市民会館

〇

55 「彩の音」～音楽で繋がる彩の国～

特定非営利活動法人音楽と演劇

2018年11月1日～2019年3月31日

川越Departure

〇

56 埼玉県墨芳書道芸術連盟展

埼玉県墨芳書道会

2018年11月2日～11月4日

越谷コミュニティセンター
展示ホール

〇

57 長瀞町文化展

長瀞町文化団体連合会

2018年11月2日～11月4日

長瀞町中央公民館

〇

58 第34回平成30年度上尾市文化芸術祭

上尾市文化団体連合会

2018年11月2日～11月4日

上尾市コミュニティーセン
ター 全館

〇

公益社団法人こだま青年会議所

2018年11月2日～11月18日

旧神泉中、100年の森、白寿
の湯

〇

公益社団法人こだま青年会議所

2018年11月2日～11月18日

アスピアこだま ほか

〇

公益社団法人こだま青年会議所

2018年11月2日～11月18日

旧本庄商業銀行煉瓦倉庫、は
にぽんプラザ ほか

〇

公益社団法人こだま青年会議所

2018年11月2日～11月18日

JA美里

〇

63 手回し蓄音機によるSPレコード鑑賞会

公益財団法人遠山記念館

2018年11月3日

遠山記念館

〇

64 第13回深谷市文化祭

深谷市文化団体連合会

2018年11月3日～11月4日

深谷市民文化会館

〇

65 第47回私学文化祭

一般社団法人埼玉県私立中学高等学
2018年11月3日～11月4日
校協会

埼玉会館

〇

66 ２０１８さいたま市ユーモアフォトコンテスト

プラザノースマネジメント株式会社 2018年11月3日～11月11日

プラザノース

〇

67 国際漫画フェスティバル イン さいたま ２０１８

プラザノースマネジメント株式会社 2018年11月3日～11月11日

プラザノース

〇

68 書道まつりin川越

筆文字文化振興会

2018年11月4日

小江戸蔵里広場

〇

2018年11月4日

川越西文化会館 ホール

〇

2018年11月4日

熊谷市立勤労会館

〇

2018年11月7日～11月13日

Gallery エル・ポエタ2

〇

林家三平 落語会

（公社）こだま青年会議所50周年記念事業
59 こだま芸術祭～郷土の自然とアートの共演～
（神川町会場）
（公社）こだま青年会議所50周年記念事業
60 こだま芸術祭～郷土の自然とアートの共演～
（旧児玉町会場）
（公社）こだま青年会議所50周年記念事業
61 こだま芸術祭～郷土の自然とアートの共演～
（本庄市会場）
（公社）こだま青年会議所50周年記念事業
62 こだま芸術祭～郷土の自然とアートの共演～
（美里町会場）

メルトコンサート 竹澤恭子ヴァイオリン・リサイタ
公益財団法人川越市施設管理公社
ル
親子映画埼玉県連絡会推奨映画の埼玉県内での上映会
70
親子映画埼玉県連絡会
「かいけつゾロリ ZZのひみつ」
2018アクアレッロ11人展 世界を駆ける水彩画家たち
71
Gallery エル・ポエタ
による巡回展
69

72 ２０１８ＣＡＦ．ネビュラ展

ＣＡＦ．Ｎ協会

2018年11月7日～11月18日

埼玉県立近代美術館

〇

（公社）こだま青年会議所50周年記念事業
73 こだま芸術祭～郷土の自然とアートの共演～
（上里町会場）

公益社団法人こだま青年会議所

2018年11月10日

ウニクス上里

〇

74 第２３回あさか寄席～白酒・一之輔

公益財団法人朝霞市文化・スポーツ
2018年11月10日
振興公社

朝霞市民会館

〇

75 第18回羽生市文化祭

羽生市文化団体連合会

羽生市民プラザ

〇

76 第53回マーチングバンド関東大会

日本マーチングバンド協会関東支部 2018年11月10日～11月11日

さいたまスーパーアリーナ

〇

2018年11月11日

蓮馨寺､蔵造りの街並み

〇

2018年11月12日～2019年3月20日

日本赤十字社埼玉県支部旧社
屋 ほか

〇

77

二人会～

第14回復活！唐人揃いー朝鮮通信使ー多文化共生・国
川越唐人揃いパレード実行委員会
際交流パレード

78 Artsessions in さいほく2018

社会福祉法人

79 プロと楽しむこども音楽会

こども音楽ドットコム

2018年11月14日

サンアゼリア 小ホール

〇

上尾市コミュニティセンター

2018年11月17日

上尾市コミュニティセンター

〇

80

上尾市市制施行60周年記念事業 あげお能・狂言鑑賞
会『橋弁慶』

昴

2018年11月10日～11月11日

81 ２０１８彩の国食と農林業ドリームフェスタ

彩の国食と農林業の祭典実行委員会 2018年11月17日～11月18日

朝霞の森 広場

〇

82 2018彩の国いきいきフェスティバル

公益財団法人いきいき埼玉

埼玉県県民活動総合センター

〇

ウエスタ川越

〇

プラザノース

〇

浦和コミュニティセンター

〇

2018年11月18日

２０１８日本カラオケボックス大賞全国大会ｉｎ埼玉 一般社団法人日本カラオケボックス
2018年11月18日
(川越)
協会連合会
ジャズコンサート・イン・オータム～カラテチョップ
84
プラザノースマネジメント株式会社 2018年11月18日
ス
83

85 二〇一八年度さいたま市浦和俳句連盟文化祭俳句大会 さいたま市浦和俳句連盟

2018年11月18日

86 南山ジャズバンドによる音楽を通した地域振興事業

南山 JAZZ BAND

2018年11月18日

87 第1回秋のとめきち芸術祭

株式会社ナックプランニング

2018年11月19日～11月25日

ギャラリー彩光舎

〇

88 第26回埼玉読売写真クラブ総合写真展

埼玉読売写真クラブ

2018年11月22日～11月28日

埼玉会館

〇

オペラ彩第３５回定期公演 オペラ『トスカ』 稽古
公益財団法人和光市文化振興公社
場見学会
絵本deオペラ第5話 「おおきなかぶ」（ロシア民謡
90
るーぽ
より）＆クリスマスコンサート
公益財団法人埼玉県産業文化セン
91 ストゥーパ～新卒塔婆小町～
ター
89

2018年11月25日
2018年12月1日
2018年12月1日

和光市民文化センター サン
アゼリア 大ホール
上戸田地域交流センター あ
いパル
大宮ソニックシティ 大ホー
ル
所沢市民文化センター
ミューズ
所沢市民文化センター
ミューズ
深谷市民体育館、深谷公民
館、深谷市民文化会館

〇
〇
〇

ところざわ太鼓祭り実行委員会

2018年12月2日

93 混声合唱団マイコーラス創立30周年記念コンサート

混声合唱団マイコーラス

2018年12月6日

94 第61回埼玉県北美術展

埼玉県北美術家協会

2018年12月6日～12月9日

95 こまつ座「母と暮せば」

公益財団法人草加市文化協会

2018年12月8日

草加市文化会館 ホール

〇

公益財団法人川越市施設管理公社

2018年12月8日

川越南文化会館 ホール

〇

新垣隆展2018

第３８回彩の国チャリティコンサート２０１８～永遠
まつ子を囲む会
の愛をうたう～
和光市民文化センターサンアゼリア開館25周年記念事
98
公益財団法人和光市文化振興公社
業 オペラ彩第３５回定期公演 オペラ『トスカ』
97

99 Pumehanaファミリーコンサート

Pumehana実行委員会

2018年12月8日
2018年12月8日～12月9日
2018年12月9日

〇

〇

92 第9回ところざわ太鼓祭り

96 ジョイフルコンサート

文化オリン
ピアード
認証

川口総合文化センター リリ
ア 音楽ホール
和光市民文化センター サン
アゼリア 大ホール
ふじみ野市サービスセンター
ホール

〇
〇
〇

〇
〇
〇
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「オール埼玉文化強調月間2018」 事業一覧（文化団体等主催）

No.

事業名

主催者

戸田市文化会館文化推進プロジェクト 市民ミュージ
カル
100
戸田市文化会館
The River Episode Ⅷ「愛のリサイクルショップ―サ
クラソウの咲く町で２―」
みんなで紡ぐファッションライブ
101
NPO法人織の音アート・福祉協会
-障害者アート展・コンサートをとおして学校法人 三室戸学園 東邦音楽大学 学園創立８０周
年記念
東邦音楽大学附属 東邦中学校・東邦高等学校・東邦
102
東邦音楽大学・東邦音楽短期大学
第二高等学校
東邦音楽短期大学・東邦音楽大学 第208回定期研究
発表演奏会[ウインドオーケストラの部]
一般社団法人日本マーチングバンド
103 第46回マーチングバンド全国大会
協会
ナープアナニロアカメアイマカラプ
104 ナープアナニロアカメアイマカラプア洋舞発表会
ア

会期

会場

beyond
2020認証

文化オリン
ピアード
認証

〇

2018年12月9日

戸田市文化会館 大ホール

〇

2018年12月13日～12月19日

プラザノース

〇

2018年12月15日

ウエスタ川越 大ホール

〇

2018年12月15日～12月16日

さいたまスーパーアリーナ

〇

2018年12月16日

埼玉グランドホテル

〇

2018年12月16日

コピスみよし 大ホール

〇

105 新座技術高等学校のコーラスのなかまたち

埼玉県立新座総合技術高等学校

106 フォークダンスを通じた地域交流会

子どもフォークダンス「ひまわりの
2018年12月16日
会」

107 プラザノースdeクリスマス

プラザノースマネジメント株式会社 2018年12月16日

プラザノース

〇

108 川越ぞうれっしゃ LaLa La くりすますコンサート

特定非営利活動法人Peaceやまぶき

2018年12月20日

ウェスタ川越

〇

109 親子のためのクリスマスコンサート２０１８

ジーエムアートグレイス株式会社

2018年12月23日

栗橋文化センターイリス

〇

埼玉たまぴよ隊

2018年12月23日

さいたま市民会館おおみや
大ホール

〇

111 津軽三味線山中信人対○○奏者

山中信人コンサート事務局

2018年12月24日

クレア鴻巣小ホール

〇

112 第29回パーカッションフェスタ

パーカッションフェスタ

2018年12月27日

サンアゼリア 大ホール

〇

110

ママさんブラス
コンサート

埼玉たまぴよ隊

第11回ファミリー

〇

