
第７１回 埼玉県美術展覧会 開催要項 配布場所一覧 【市町村別・五十音順】

○開催要項は下記の施設にて配布しています。

　を同封の上、下記担当までご請求ください。

　※開催要項を１部送付する場合の郵便料金です。２部以上をご希望の際は下記担当まで事前に

    お問い合わせください。

　〒330-9301　さいたま市浦和区高砂3-15-1

　　　　　　  埼玉県教育局市町村支援部文化資源課　総務・芸術文化推進担当
　　　　　　　　　　　　　　

市町村名 施設名 備考

上尾市 上尾市教育委員会生涯学習課 上尾市役所７階

上尾公民館 上尾市文化センター内

上平公民館

平方公民館

原市公民館

大石公民館

大谷公民館

上尾市図書館

上尾市コミュニティセンター

イコス上尾

埼玉県央地域振興センター 上尾地方庁舎内

朝霞市 市内全公民館 全６館（内1館は2/12まで改修工事中）

市内全図書館 本館１館、分館１館

博物館 １館

生涯学習・スポーツ課 市役所本館４階

埼玉県南西部地域振興センター 朝霞地方庁舎

伊奈町 伊奈町役場 生活安全課及び生涯学習課窓口

伊奈町総合センター（公民館）

伊奈町立図書館

ふれあい活動センターゆめくる

入間市 市内公民館 地区公民館１３館

小鹿野町 小鹿野文化センター

小川町 小川町役場生涯学習課 役場３階

小川町立図書館

小川町立中央公民館 リリックおがわ１階

小川町立八和田公民館

小川町立竹沢公民館

小川町立大河公民館

大塚コミュニティセンター

小川町民会館 リリックおがわ２階

桶川市 さいたま文学館

桶川市役所 担当課窓口

○ご自宅等への郵送を希望される場合は、140円切手を貼った返信用封筒（角２、縦33.2cm×横24.0cm）



市町村名 施設名 備考

越生町 中央公民館

やまぶき公民館

梅園コミュニティ館

町立図書館

春日部市 市内全公民館 １６館

市内全図書館 ３館

市民文化会館

東部地域振興ふれあい拠点施設

教育センター学習情報サロン 教育センター１階ロビー

社会教育課キャビネット 教育センター内

春日部市役所 １階パンフレットスタンド

庄和総合支所 １階パンフレットスタンド

市内体育館 ２館

男女共同参画推進センター

児童センター（エンゼルドーム）

埼玉県東部地域振興センター 春日部地方庁舎内

加須市 埼玉県立加須げんきプラザ

加須文化・学習センター（パストラルかぞ）

騎西文化・学習センター（キャッスルきさい）

北川辺文化・学習センター（みのり）

大利根文化・学習センター（アスタホール）

神川町 中央公民館

ふれあいセンター

多目的交流施設

上里町 生涯学習課 上里町庁舎３階

中央公民館 公民館本館

賀美公民館 地区公民館

長幡公民館 地区公民館

七本木公民館 地区公民館

上里東公民館 地区公民館

神保原公民館 地区公民館

図書館・郷土資料館 複合館

川口市 アートギャラリー・アトリア

本庁舎

行政センター

公民館 ３２館

支所 ６か所

市立図書館 ６館

文化財センター

科学館

埼玉県南部地域振興センター 川口地方庁舎内



市町村名 施設名 備考

川越市 総合福祉センター

ウェスタ川越

北部地域ふれあいセンター

東部地域ふれあいセンター

市内全公民館 １８館

全市立図書館 ４館

全文化会館（分館含む） ４館

川越まつり会館

市立美術館

市立博物館

文化芸術振興課 市庁舎５階

埼玉県川越比企地域振興センター ウェスタ川越内

川島町 川島町コミュニティセンター

川島町立図書館

ふれあいセンターフラットピア川島

北本市 文化センター

市内地区公民館等 ８館

北本市教育委員会生涯学習課 市役所内３階

行田市 埼玉県立さきたま史跡の博物館

産業文化会館

埼玉県利根地域振興センター 行田地方庁舎内

埼玉県立総合教育センター

久喜市 埼玉県立久喜図書館

久喜市役所本庁舎 １階　環境経済・教育分室

菖蒲総合支所

栗橋総合支所

鷲宮総合支所

生涯学習課 鷲宮総合支所 ２階

ふれあいセンター久喜

中央公民館

清久コミュニティセンター・西公民館

東公民館

森下公民館

栗橋公民館

鷲宮公民館

久喜総合文化会館

菖蒲文化会館（アミーゴ）

栗橋文化会館（イリス）

中央図書館

菖蒲図書館

栗橋文化会館図書室



市町村名 施設名 備考

鷲宮図書館

熊谷市 埼玉県立熊谷図書館

全市内公民館 本館３０館

全市内図書館 本館４館

文化会館

熊谷市役所 熊谷市役所１階　

熊谷市役所 熊谷市役所６階

鴻巣市 市内図書館 ３館

市内公民館 ９館

鴻巣市役所 本庁舎３階

越谷市 越谷コミュニティセンター

越谷市立図書館

地区センター・公民館 １３館

北部出張所

南部出張所

さいたま市 埼玉県庁　県民案内室 本庁舎１階

埼玉県庁　文化資源課 県庁内　職員会館５階

埼玉県立近代美術館

埼玉県立歴史と民俗の博物館

埼玉県立文書館

市役所本庁舎

うらわ美術館

区役所 １０箇所

市立図書館 ２５箇所

市内公民館 ５８箇所

市内文化施設 ９箇所

坂戸市 坂戸市役所　情報コーナー 市役所１階

市内全公民館（入西地域交流センター含む） ８館、１センター

坂戸市文化会館ふれあ

坂戸市文化施設オルモ

坂戸市立中央図書館

幸手市 社会教育課 幸手市役所第二庁舎　社会教育課窓口

公民館 全５館

図書館 全２館

狭山市 狭山市市民交流センター

志木市 いろは遊学館

宗岡公民館

宗岡第二公民館

柳瀬川図書館

いろは遊学図書館

柳瀬川駅前出張所



市町村名 施設名 備考

志木駅前出張所

志木市教育委員会生涯学習課 志木市役所第二庁舎１階

白岡市 白岡市生涯学習センター歴史資料展示室

杉戸町 杉戸町役場 第３庁舎１階

町内公民館 ４館

杉戸町立図書館 １館

草加市 市内公民館・文化センター 本館６館

中央図書館 １館

草加市文化会館 １館

草加市役所総合受付 本庁舎西棟１階、第２庁舎１階

草加市自治文化部文化観光課 本庁舎西棟１階

秩父市 埼玉県立大滝げんきプラザ

生涯学習課

埼玉県秩父地域振興センター 秩父地方庁舎内

鶴ヶ島市 鶴ヶ島中央図書館

市民センター ６館

生涯学習スポーツ課

ときがわ町 都幾川公民館

玉川公民館

ときがわ町立図書館

所沢市 市内全まちづくりセンター 本館１１、分館１

所沢市市民部文化芸術振興課 所沢市役所５階

埼玉県西部地域振興センター 所沢地方庁舎内

戸田市 戸田市役所（文化スポーツ課）

戸田市文化会館

戸田市東部福祉センター

戸田市西部福祉センター

戸田市新曽福祉センター

戸田市上戸田地域交流センター（あいパル）

戸田市笹目コミュニティセンター（コンパル）

戸田市新曽南多世代交流館（さくらパル）

長瀞町 埼玉県立自然の博物館

長瀞町役場庁舎 総務課（２階）

長瀞町役場庁舎 教育委員会（３階）

長瀞町中央公民館

滑川町 滑川町役場 町役場内ホール

滑川町コミュニティセンター

滑川町立図書館

新座市 新座市教育委員会生涯学習スポーツ課 市役所第二庁舎３階

市内公民館・コミュニティセンター ８館

中央図書館 １館（分館は設置スペースがないため設置なし）



市町村名 施設名 備考

蓮田市 蓮田市教育委員会生涯学習部社会教育課 市庁舎１階

蓮田市中央公民館

蓮田市中央公民館関山分館

蓮田市図書館

蓮田市総合文化会館ハストピア

蓮田市環境経済部自治振興課 市庁舎１階

農業者トレーニングセンター

勤労青少年ホーム

コミュニティセンター

蓮田駅西口行政センター

鳩山町 鳩山町中央公民館

鳩山町立図書館

羽生市 羽生市内全公民館 ９館

羽生市立図書館

羽生市産業文化ホール

羽生市教育委員会生涯学習部生涯学習課 市役所内３階

飯能市 市内地区行政センター １３館

市立図書館

市民会館

教育部生涯学習課 市役所別館２階

東秩父村 東秩父村教育委員会 教育委員会事務局（１階）

東松山市 市民活動センター ７か所

市立図書館 ２か所

きらめき市民大学

東松山市教育委員会生涯学習課 東松山市役所　総合会館２階

日高市 市内全公民館 ６館

図書館

文化体育館

市政情報コーナー 市役所１階

教育委員会生涯学習課 市役所５階

総合福祉センター

深谷市 市内全公民館 １２館

市内全図書館 ５館

市内全文化会館 ２館

市役所 １階行政情報コーナー

総合支所 川本支所

富士見市 市内公民館 ４か所

市内交流センター ２か所

市内コミュニティセンター ２か所

ピアザふじみ

市民文化会館キラリ☆ふじみ



市町村名 施設名 備考

文化・スポーツ振興課窓口

ふじみ野市 上福岡図書館

大井図書館 　

上福岡西公民館

ステラ・イースト（文化施設）

文化スポーツ振興課 市役所２階

教育委員会社会教育課 市役所第２庁舎３階

本庄市 本庄市教育委員会生涯学習課 市役所内　４階

市内全公民館 本館１１館

本庄市民文化会館

市立図書館　

はにぽんプラザ

埼玉県北部地域振興センター本庄事務所 本庄地方庁舎内

松伏町 松伏町中央公民館

松伏町多世代交流学習館

松伏町役場教育文化振興課 第二庁舎２階

三郷市 三郷市役所本庁舎

三郷市文化会館

鷹野文化センター

コミュニティセンター

東和東地区文化センター

彦成地区文化センター

高州地区文化センター

瑞沼市民センター

ピアラシティ交流センター

三郷中央におどりプラザ

市立図書館

早稲田図書館

北部図書館

美里町 美里町遺跡の森館 本館１館

美里町中央公民館 本館１館

皆野町 文化会館 ２階

宮代町 川端公民館

百間公民館

和戸公民館

図書館

宮代町役場担当窓口 宮代町役場内２階

コミュニティセンター進修館

三芳町 三芳町役場文化・スポーツ推進課 役場庁舎４階

藤久保公民館

中央公民館



市町村名 施設名 備考

竹間沢公民館

図書館

コピスみよし(三芳町文化会館)

毛呂山町 毛呂山町中央公民館、東公民館

毛呂山町立図書館

毛呂山町福祉会館

毛呂山町教育委員会生涯学習課 庁舎５階

八潮市 八潮市立八幡図書館

八潮市立八幡公民館

八潮市立八條図書館

八潮市立八條公民館

八潮市民文化会館（八潮メセナ）

八潮市民文化会館駅前分館（八潮メセナ・アネックス）

横瀬町 横瀬町町民会館

横瀬町立図書館

横瀬町歴史民俗資料館

吉川市 吉川市教育委員会生涯学習課 吉川市役所２階

市民交流センターおあしす

市内全公民館 ４館

市内全図書館（分館含む） ４館

旭地区センター

吉見町 吉見町民会館

吉見町図書交流館

東公民館

西公民館

南公民館

北公民館

東野ふれあいセンター

西部ふれあいセンター

寄居町 埼玉県立川の博物館

寄居町教育委員会生涯学習課 寄居町役場　庁舎５階

寄居町立図書館 １階

寄居町中央公民館 管理棟１階

嵐山町 埼玉県立嵐山史跡の博物館 

嵐山町ふれあい交流センター

知識の森嵐山町立図書館

和光市 和光市総務人権課 市役所内３階

蕨市 中央公民館

東公民館

西公民館

南公民館



市町村名 施設名 備考

北町公民館

下蕨公民館

旭町公民館


