
〒358-0015 埼玉県入間市二本木１００
ＴＥＬ．０４－２９３４－７７１１　FAX.04-2934-7716

主催：入間市博物館・いるまミュージアムパートナーズ
（指定管理者）

令和 4年度受講生の募集

申し込み受付期間　令和4年4月27日㈬～5月20日㈮必着

「ALITお茶大学」は、どなたでも受講できる一般向けの講座です。パンフレットのなかから受講したい

課目を選んで、このパンフレットの「申し込み用紙」で下記の期間にお申し込みください。

入間市博物館 令和4年度セミナー

「地域」を知る、「お茶」を楽しむ。

第18期
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※ご夫婦やお友達などで、同じ講座を一緒に受講することをご希望の場合は、「お名前」の欄に連名でご記入く
ださい。その場合、抽選も一緒にさせていただきます。抽選結果を別々にしたい場合は連名にせず、申し
込み用紙をお一人ずつ分けてください。
※ご記入いただいた個人情報（氏名・住所・電話番号・FAX番号）は、「ALITお茶大学」および入間市博物館の事業
運営にのみ利用させていただきます。なお、利用の差し止めについてお申し出があれば対応いたします。

（フリガナ）

お名前

ご住所

電話番号

〒

（ご自宅） （FAXまたは携帯番号）

令和4年度 ALITお茶大学 申し込み用紙

＜キリトリ線＞

受講を希望する課目に○をしてください。

定員を超えるお申込みがあった場合は、抽選となります。抽選の結果は、郵送でお知らせします。

　　※感染症対策により講座が延期または中止になる場合があります。予めご了承ください。
　　※令和3年度に引き続き、「年間コース」・「研究生コース」は休止とさせていただきます。

下記の「申し込み用紙」に必要事項をご記入の上、キリトリ線から切り離し、
博物館へ「郵送」または「FAX」でお申し込みください。

お申し込み方法

❶  これだけは知っておきたい！ ―茶の基本― 6 月11日㈯

❷  茶摘み体験と手揉み製茶見学 6 月18日㈯ ■料 500円

❹  文字から見える店のざわめき ―横田綿糸店の明治期帳簿をもとに― 7 月16日㈯

❺  味の狭山茶を求めて（1） ―河越茶・慈光茶から狭山茶へ―  8 月20日㈯

❻  味の狭山茶を求めて（2） ―たゆまない探求― 9 月 3 日㈯

❼  鉄道好きの目で見る入間の鉄道史 ―その②― 9 月17日㈯

❽  ドキュメンタリー映画「ごちそう茶事」上映＆講演会 10月16日㈰ ■料 1,000円

❾  鎌倉北条氏の家臣・加治氏の本拠地に鎌倉文化を訪ねる 11月26日㈯ ■料 100円

10    地学ハイキング ―入間川・加治丘陵の地層を見る― 12月11日㈰ ■料 100円

※直接博物館の窓口へ提出される場合は、休館日をのぞきます。

申し込み受付期間　令和4 年4 月27日㈬～5 月20 日㈮ 必着

※ご自身の申し込み控えとして、このパンフレットはお手元に大切に保管しておいてください。

郵送先
〒358-0015　埼玉県入間市二本木100 
　　　　　　　入間市博物館ALIT  「お茶大学」担当 行き

FAX
送信先 04-2934-7716

FAXの場合、着信した文字が不鮮明だったり、用紙の上下左右
が切れてしまったりする場合があります。FAXでお申し込みの
方は、正しく着信したか必ずお電話でご確認ください。

有料
課目

有料
課目

有料
課目

有料
課目

有料
課目

❸
 オシャレに楽しむ日本茶エンターテイメント 

【１回目】10:00～11:00　【２回目】11:30～12:30
  ※内容は各回同じです。どちらか一回を選択してください。

【１回目】

【２回目】   7 月 2 日㈯ ■料 1,000円

希　望 講 座 名



※定員を超えるお申し込みがあった場合は抽選となります。　※講座室の定員は、感染拡大状況に応じて７０人または３６人の
入場制限を設ける予定です。何卒ご了承ください。詳しくは「ALITお茶大学の感染症対策　④」をご覧ください。

※日程や講師、講座内容は変更となる場合があります。
　予めご了承ください。

※感染症対策や自然災害対応等により講座が中止または
　延期になる場合があります。予めご了承ください。

令和４年度 ALITお茶大学 講座一覧令和４年度 ALITお茶大学 講座一覧 2022年6月～12月
実施期間

❶これだけは知っておきたい！ ―茶の基本― 6月11日（土）13：30～15：30

❷茶摘み体験と手揉み製茶見学 6月18日（土）10：00～12：00

❹文字から見える店のざわめき ―横田綿糸店の明治期帳簿をもとに― 7月16日（土）13：30～15：30

…「地域」関連項目地…「お茶」関連項目茶

地
茶

地
茶

地
茶

地
茶

茶

【内容】現在の入間市扇町屋に店を置き、舶来物の洋糸から国内生産の紡績糸まで、多種の綿糸を幅広く取り扱っていた横田
綿糸店。その帳簿からは、単なる店の会計情報だけではなく、取引に関する様々な人間関係や、その日その日の仕事の忙しさが
伝わってきます。明治２２年（１８８９）に作成された『大福帳』の記述を読み解きながら、店のざわめきとスタッフの仕事ぶりを推
察します。　【会場】入間市博物館　講座室　【定員】70人　【講師】宮本八惠子（所沢市文化財保護委員）　【受講料】無料

【内容】茶産地の自然条件や、茶の種類、日本茶の歴史など、茶の基礎知識をわかりやすく概説します。　【会場】入間
市博物館　講座室　【定員】70人　【講師】梅津あづさ（当館学芸員）　【受講料】無料

【内容】博物館館庭にある体験茶園で茶摘みを体験した後、ボランティアが実演する手揉み製茶の工程を見学し、手揉み茶の
作り方を学びます。茶園で摘んだお茶（生葉）は、持ち帰ることができます。　【会場】入間市博物館　体験学習室・館庭茶園　

【定員】20人　【講師】八木手揉み狭山茶道場（当館ボランティア会）・工藤宏（元当館学芸員）　【受講料】500円

【内容】地域の近代化を支えた入間市周辺の鉄道発達史を、地域史と日本の鉄道史のなかでとらえる講座の第２弾
です。今回は、馬車鉄道や武蔵野鉄道の建設など、昨年度実施した第１弾の内容を振り返りつつ、昭和初期に開通し
た八高線の歴史や、戦後の鉄道史など、前回ご紹介しきれなかった話題を中心に解説します。　【会場】入間市博物
館　講座室　【定員】70人　【講師】平田光洋（当館学芸員）　【受講料】無料

❾鎌倉北条氏の家臣・加治氏の本拠地に鎌倉文化を訪ねる 11月26日（土）9：30～12：00

【内容】市内野田地区は、鎌倉幕府の御家人であり、執権北条氏の御内人（直属の家臣）だった加治氏一族の本拠地です。野田地
区を歩きながら、地域に残る鎌倉文化を訪ねます。　【予定コース】西武公民館前集合～円照寺～加治氏館跡～鎌倉坂・鎌倉橋～
白髭神社～長徳寺～西武公民館・解散　【定員】20人　【講師】小田部家秀（元当館学芸員）　【受講料】１００円（保険料）

地

地

地

地

❼鉄道好きの目で見る入間の鉄道史 ―その②― 9月17日（土）13：30～15：30

【内容】様々な地域の茶農家、茶師、淹れ手をはじめとする現代茶人たちにスポットを当てたドキュメンタリー映画『ごちそう
茶事』を鑑賞した後、映画に登場した茶業者の方から、日本茶に対する思いをお聞きします。　【会場】入間市博物館　講座
室　【定員】70人　【講師】川口史樹（心向樹代表）・清水敬一郎（㈱備前屋代表取締役）　【受講料】1,000円

❽ドキュメンタリー映画「ごちそう茶事」上映＆講演会 10月16日（日）13：30～16：00

【内容】250万年前の仏子層に含まれるころころ石、亜炭層や火山灰層を求めて加治丘陵を歩きます。ふだん見るこ
とができない場所も。沢に入りますので健脚向けです。　【予定コース】元加治駅前集合～トーベヤンソンあけぼの子
どもの森公園～コロコロ沢（深井沢）～元加治駅・解散　【注意】滑りやすい所や足場の悪い場所を歩きます。　

【定員】20人　【講師】関東平野西縁丘陵団体グループ　【受講料】１００円（保険料）

10地学ハイキング ―入間川・加治丘陵の地層を見る― 12月11日（日）9：30～12：00

【内容】宇治製茶法を取り入れて、日本の主要な茶産地へと変ぼうしていった狭山茶処。本講座では、近代以降、味の狭山茶を求めてき
た狭山茶業の歴史をお話します。　【会場】入間市博物館　講座室　【定員】70人　【講師】工藤宏（元当館学芸員）　【受講料】無料

❻味の狭山茶を求めて（2） ―たゆまない探求― 9月3日（土）13：30～15：30

地
茶

【内容】中世武蔵国の銘茶「河越茶・慈光茶」から、近世「狭山茶」の誕生に至る歴史について、文献史学・考古学・地
理学・自然科学など多方面からアプローチした最新の研究成果をお話しします。　【会場】入間市博物館　講座室　

【定員】70人　【講師】小田部家秀（元当館学芸員）　【受講料】無料

❺味の狭山茶を求めて（１） ―河越茶・慈光茶から狭山茶へ― 8月20日（土）13：30～15：30
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❸オシャレに楽しむ日本茶エンターテイメント 7月2日（土）【1回目】10：00～11：00

 【2回目】11：30～12：30

【内容】日本各地のシングルオリジンの茶を楽しめ、独創的な日本茶ドリッパーの開発や、日本初の「ドラフトティー」を飲むことがで

きることで話題の鎌倉「CHABAKKA TEA PARKS」。実際にこれらの道具を使いながらお茶を淹れ飲み比べてみましょう。

【会場】入間市博物館　体験学習室　【講師】三浦 健（日本茶セレクトショップ「CHABAKKA TEA PARKS」 (株)Third Bay代表）

【受講料】１，０００円　【定員】１回目・２回目各１０人　※内容は各回同じです。どちらか一回を選択してお申し込みください。



 ５月 ▶３～５日・１４日・１５日・２８日・２９日

 6月 ▶８～１２日・２５日・２６日

 7月 ▶７日・９日・１０日・２３日・２４日

 8月 ▶１３日・１４日・２７日・２８日

 9月 ▶１０日・１１日・２３～２５日

10月 ▶８～１０日・２２日・２３日

11月 ▶1日・2日・4～6日

2023年3月▶１１日・１２日・２５日・２６日

【公開時間】 

　■10：00～16：00　
　※入館は15：45まで

【入館料】 

　■一般200円　
　■団体（20人以上）160円 　

　※中学生以下無料
　その他免除規定あり

【公開時間】

　■10：00～16：00 入場無料　
　※駐車場・トイレはありません。

 ５月 ▶３日・１４日

 6月 ▶２５日

 7月 ▶９日

10月 ▶８日

11月 ▶5日・6日

2023年3月▶１１日

文化財公開のお知らせ

映画やPVのロケで知られる大正時代の迎賓館

（入間市宮前町５－３３）

【市指定有形文化財】

旧黒須銀行

渋沢栄一ゆかりの明治の銀行建築

NEWS

旧石川組製糸
西洋館
（入間市河原町１３－１３）

【国登録有形文化財】



ご来館前のお願い

来館時のお願い

受講中のお願い

1

2

3

入場制限の実施

4

右記に該当される場合は、
ご来館をお控えください

ALITお茶大学の感染症対策

入間市博物館では、「入間市感染拡大予防ガイドライン」に則り、下記の新型コロナウイルス感染症対策を実施しております。受講

生の皆様には、ご迷惑をおかけいたしますが、ご自身と他の利用者・来館者のために、何卒、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

◉微熱を含め発熱、咽頭痛、咳など、風邪の諸症状がある方。

◉下痢や嘔吐などの症状がある方。

◉味覚・嗅覚の異常がある方。

◉強い倦怠感や呼吸困難のある方。

◉同居家族や身近な知人に感染が疑われる人がいる方。

◉受付での消毒・検温・健康チェック・入場者記録票の記入。

◉マスクの着用。

◉咳エチケットの徹底。

◉ほかの人との身体的距離の確保。

◉室内における会話は必要最低限にとどめる。

◉不必要な接触自粛（施設、展示物、そのほか設置しているもの）。

◉入館時の手指の消毒とこまめな手洗いの徹底。

◉館内各所での入室人数制限、使用制限。

◉受付で座席番号札をお渡ししますので、必ず指定された席をご利用ください。

◉会場内では必ずマスクを着用してください。

◉会場内では、不必要な会話は極力お控えください。必要な会話をする場合も、出

来るだけ小さな声でお願い致します。また、講座中の質疑応答も、お受けできませ

んので、ご了承ください。

◉会場は窓がない構造のため、会場内の換気は、後方の扉を開放し、外気導入空

調と扇風機で実施しております。外気導入空調の場合、室内循環空調にくらべ、

温度の調整が難しくなります。暑さ、寒さについては、恐れ入りますが出来るだけ

ご自身の服装での調節にご協力ください。

◉講座室（定員140席）で実施する講座の場合、感染拡大状況に応じて入場制限を

実施します。募集開始日現在は、70人（講座室定員の50％）を定員としております。

なお、講座実施時期の感染拡大状況によっては、お客様の座席間隔を前後左右

２ｍとし、制限人数を36名とさせていただく場合があります。その場合は、受講予

定者の中から再抽選をさせていただきます。

◎定員を超えるお申し込みがあった講座は抽選となります。

◎抽選の結果を、お申し込みされた方全員に郵送します。

◎感染拡大状況に応じて、講座室の入場制限を実施しています。講座実施時期

の感染拡大状況によっては、さらに入場制限を加えさせていただく場合があ

ります。その場合には、当選された方の中で再抽選を行い、再抽選結果を郵送

または電話でお知らせいたします。

◎キャンセル待ちのお客様のため、お申し込みされた課目をキャンセルされる場

合は、必ずご連絡ください。

◎有料課目の受講料は、講座当日の会場受付でお支払いください。

お申し込み後～受講までの流れ

申し込み締め切り

5月20日㈮必着

抽選結果送付

5月30日㈪ころ

受講料お支払い
（有料課目のみ）

※該当課目に「当選」された方、及び「キャンセル待ち」の方に、郵送又はお電話でご連絡します。

※予定通り実施される場合は、特にご連絡はいたしません。
講座が中止・延期される場合



【交通のご案内】

 ２７日（水） ●申し込み受付開始

 １日（日） ★世界各地のお茶体験

 ３日（火・祝） ★旧黒須銀行特別公開

 １４日（土） ★旧黒須銀行特別公開

 ２０日（金） 申し込み締め切り

 ３０日ころ ●抽選／抽選結果の送付

 ５日（日） ★日本各地のお茶体験

 １１日（土） ❶これだけは知っておきたい！ ―茶の基本―

 １８日（土） ●❷茶摘み体験と手揉み製茶見学

 ２５日（土） ★旧黒須銀行特別公開

 ２日（土） ❸オシャレに楽しむ日本茶エンターテイメント

 ３日（日） ★世界各地のお茶体験

 ９日（土） ★旧黒須銀行特別公開

 １６日（土） ❹文字から見える店のざわめき ―横田綿糸店の明治期帳簿をもとに―

 ４日（木） ★こどもお茶大学（１）

 ５日（金） ★こどもお茶大学（２）

 ６日（土） ★こどもお茶大学（３）

 ７日（日） ★日本各地のお茶体験

 20日（土） ❺味の狭山茶を求めて（1） ―河越茶・慈光茶から狭山茶へ―

 ３日（土） ❻味の狭山茶を求めて（２） ―たゆまない探求―

 ４日（日） ★世界各地のお茶体験

 １７日（土） ❼鉄道好きの目で見る入間の鉄道史 ―その②―

 ２日（日） ★日本各地のお茶体験

 ８日（土） ★旧黒須銀行特別公開

 １6日（日） ❽ドキュメンタリー映画「ごちそう茶事」上映＆講演会

 ２９日（土） ★秋の茶会

 ５日・６日 ★旧黒須銀行特別公開

 ６日（日） ★世界各地のお茶体験

 １３日（日） ★狭山火入れ実演

 26日（土） ❾鎌倉北条氏の家臣・加治氏の本拠地に鎌倉文化を訪ねる

 ４日（日） ★日本各地のお茶体験

 11日（日） 10地学ハイキング ー入間川・加治丘陵の地層を見るー

 ６日（土） ★常設展歴史の展示室リニューアルオープン（予定）

 ６日（木） ★第26回「むかしのくらしと道具展」
  （～2月15日（水）まで）

 ８日（日） ★世界各地のお茶体験

 ５日（日） ★日本各地のお茶体験

 １１日（土・祝） ★おやこ手もみ茶体験

 ２５日（土） ★雛まつり茶会（茶席体験）

 5日（日） ★世界各地のお茶体験

 １１日（土） ★旧黒須銀行特別公開

令和4年度 ALITお茶大学 年間スケジュール 

午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

月曜日
　（その日が休日または振替休日の場合はその翌日）
休日の翌日
　（その日が土・日曜日または休日である場合は除く）
年末年始（12月27日～１月6日）
館内整理日
　（毎月第４火曜日、ただし休日である場合は除く）

一般200円／高校・大学生100円／小中学生50円
　※20名以上の団体は２割引
　※小学校就学前、65歳以上の方は無料
　※身体障害者手帳及び療育手帳ご持参の方と
　　介護者１名は無料

西武池袋線 入間市駅よりバス（２番乗り場）で20分
　◎西武バス「入間市博物館」行き終点下車
　◎西武バス「二本木地蔵前」行きか「箱根ヶ崎駅」行きで
　　「二本木」停留所下車徒歩５分

圏央道「入間」インターより５分（駐車場120台）

■開館時間

■休 館 日

■常設展示
　観 覧 料

■電車・バス

■自 動 車 

★印…「お茶大学」以外の関連事業と特別展です。
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博物館近くの国道16号沿い大型商業施設のために近隣で
交通渋滞が発生しています。バス、自家用車をご利用の方
は時間に余裕をもってお出かけください。

大型商業施設周辺の交通渋滞にご注意を！

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

入間市博物館ALITのご案内
アリット

〈旧石川組製糸西洋館の公開日〉３～５、１４、１５、２８、２９日

〈旧石川組製糸西洋館の公開日〉8～10、22、23日

〈旧石川組製糸西洋館の公開日〉1、2、4～6日

〈旧石川組製糸西洋館の公開日〉11、12、25、26日

〈旧石川組製糸西洋館の公開日〉８～１２、２５、２６日

〈旧石川組製糸西洋館の公開日〉7、9、10、２3、２4日

〈旧石川組製糸西洋館の公開日〉13、14、２7、２8日

〈旧石川組製糸西洋館の公開日〉10、11、２3～２5日


