
 
 

 
 

 
 

 

平成 31 年度(2019 年度) こしがや能楽堂催物案内（予定）      

催 物 名 開 催 日 内 容 主 催 者 等 入 場 料  

日本伝統文化の祭典

第 19回 華の会 

4月 20日(土) 

4月 21日(日) 
日本伝統文化の祭典 華の会 無料 

こしがや能 

春の調べ 

4月 29日(月・祝) 

開演：午後 2時～ 

能「高砂」関根 知孝 

狂言「墨塗」三宅 近成 

舞囃子「吉野天人」髙梨 良一 

 他 

(公財) 

越谷市施設管理公社 

一般 3,000円 

学生 1,500円 

端午の節句飾り展 
5月 2日（木） 

～5月 4日（土・祝） 
端午の節句飾りの展示 

(公財) 

越谷市施設管理公社 
無料 

第 27回 

櫻間初花會 

5月 5日(日・祝) 

正午～ 

今井 節  他 

※仕舞、独吟、連吟など 
櫻間初花會 無料 

芸術文化展覧会 

「さつき・盆栽展」 

5月 18日（土） 

～20日（月） 
さつき・盆栽などの展示 越谷市盆栽会 無料 

やさしい筝曲 

体験教室 
6月 筝曲体験教室（全 5回コース） 

(公財) 

越谷市施設管理公社 

【参加費】 

3,000円 

浴衣着付教室 
6月 29日（土） 

7月 13日（土） 

着付け・応用・所作（全 2回） 

※7/13ホタルの観察会予定 

(公財)越谷市施設管

理公社 

【参加費】 

2,000円 

第 30回 

こしがや薪能 
9月 8日(日) 

能楽講座、火入れの儀、 

舞囃子、狂言、能 他 

越谷市教育委員会 

(公財)越谷市施設管理

公社 

有料 

第 10 回越谷市交流

囲碁まつり 
9月 15日（日） 囲碁対局・交流まつり 

越谷市囲碁・将棋連盟 

(公財)越谷市施設管理公社 
有料 

第 27 回越谷市小中学校 

日本文化伝承の集い 

10月 3日(木) 

予備日：10 月 4 日（金） 

市内小中学生の発表会 

箏曲・華道・茶道 等 
越谷市教育委員会 無料 

第 27回秋の調べ 

こしがや能 
10月 5日(土) 舞囃子、狂言、能 他 

(公財) 

越谷市施設管理公社 
有料 

【ご注意】主催者等の都合により、開催日・内容・出演者等が変更になる場合が 

ありますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

催 物 名 開 催 日 内 容 主 催 者 等 入 場 料  

足袋 nce@能楽堂 10月 6日(日) ダンス、狂言 埼玉県舞踊協会 有料 

第 17回こしがや 

能楽の会 
10月 20日(日) 謡曲・仕舞等の発表会 

こしがや能楽の会 

実行委員会 
無料 

那月会 

第 6回 文化の集い 

10月 26日(土) 

10月 27日(日) 
文化の集い（筝曲・三味線他） 那月会 無料 

芸術文化展覧会 

「華道・盆栽展」 

11月 9日（土） 

～12日（火） 
生け花・盆栽の展示 

(公財) 

越谷市施設管理公社 
無料 

囲碁入門教室 
11月～12月 

全 5回 

囲碁のルールとマナーを学ぶ

入門教室 

(公財) 

越谷市施設管理公社 

【参加費】 

2,000円 

将棋入門教室 
11月～12月 

全 5回 

将棋のルールとマナーを学ぶ

入門教室 

(公財) 

越谷市施設管理公社 

【参加費】 

2,000円 

正月生け花教室 12月 22日（日） 正月向けの生け花教室 
(公財) 

越谷市施設管理公社 

【参加費】 

2,000円 

1月 1日・2日 

花田苑・能楽堂 

無料開園（開館） 

1月 1日（水・祝） 

1月 2日（木） 
能画の展示 他 

(公財) 

越谷市施設管理公社 
無料 

やさしい 

能楽体験教室 

2月初旬から 

※全 7回コース 

・謡と仕舞の体験 

・能舞台で発表会 

(公財) 

越谷市施設管理公社 
未定 

桃の節句飾り展 
2月 29日（土） 

～3月 2日（月） 
桃の節句飾りの展示 

(公財) 

越谷市施設管理公社 
無料 

越谷市日本文化伝承の館こしがや能楽堂 
（県内唯一の屋外能舞台です） 

 

 

 

◇電 話：０４８－９６４－８７００  ◇ＦＡＸ：０４８－９６４－８６２２   こしがや能楽堂  検索                                                                                    

◇開館時間：午前９時～午後９時３０分   

◇休館日：毎週水曜日（但し、祝日にあたるときは、その翌日）年末年始（１２月２９日～１月３日）                                     

◇ホームページアドレス http：//nohgakudou.koshi-kanri.com/                  

◇能楽堂の見学は無料、10名以上の団体見学も受付けています（事前申請必要）。 

≪平成 31 年 2 月 7 日現在≫ 

【交 通】 
⑴電車でお越しの場合 

①東武スカイツリーライン 

越谷駅東口４番バスのりば 

「花田循環・花田小学校前・越谷市立図書館行き」 

花田苑入口下車 徒歩３分 

  ②ＪＲ武蔵野線 

南越谷駅北口１番バスのりば    

   「花田・越谷市立図書館・越谷駅東口行き」 

花田苑入口下車 徒歩３分 
 ⑵お車でお越しの場合 

駐車場(１０４台）と駐輪場があります。 



 
 

 

 

  平成 31 年度(2019 年度) 開花亭茶会・やすらぎの茶席案内(予定)  

【開花亭茶会】                                                 

茶室で主菓子と抹茶（薄茶）でお茶を楽しむ茶会です。         

開 催 名 実 施 日 流 派 茶 会 担 当 

卯月の茶会 
４月 ７日(日) 武者小路千家 佐藤 守綾 

４月１４日(日) 表千家 神林 宗汎 

皐月の茶会 ５月１２日(日) 裏千家 吉田 宗憲 

水無月の茶会 
６月 ９日(日) 表千家 浅井 宗愛 

６月２３日(日) 江戸千家 辻  宗綏 

文月の茶会 ７月１４日(日) 茶道宗門 堀越 宗節 

長月の茶会 
９月 ８日(日) 裏千家 原  宗幸 

９月２２日(日) 表千家不白流 秋元 柳人 

神無月の茶会 １０月１３日(日) 表千家 神林 宗汎 

霜月の茶会  

１１月 ３日(日) 表千家 高橋 宗恵 

１１月１７日(日) 表千家 中島 宗栄 

１１月２４日(日) 表千家不白流 渡辺 柳芳 

師走の茶会 
１２月 １日(日) 茶道宗門 長田 宗久 

１２月１５日(日) 裏千家 松山 宗美 

睦月の茶会 １月２６日(日) 表千家 岡本 宗悦 

如月の茶会  ２月２３日(日) 煎茶東阿部流 池ノ谷翠恵 

弥生の茶会 
３月 ８日(日) 表千家 坂田 宗文 

３月２２日(日) 茶道宗門 堀越 宗節 

〈時 間〉 午前１０時～午後３時 ※茶券完売次第終了となります。 
〈会 場〉 越谷市日本庭園｢花田苑｣茶室 
〈茶 席〉 ８０席  一服５００円 

※別途入園券(一人１００円)が必要です。 
 
【茶券販売所】 ｢花田苑｣茶室前にて販売いたします。 (当日券のみ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

 

【やすらぎの茶席】 

茶室外待合でお菓子と抹茶（薄茶）でお茶を楽しむ茶席です。 
実 施 日 茶 席 担 当 備  考 

４月２８日(日) 渡辺 柳芳・原  宗幸  

５月４日(土・祝) 堀越 宗節・浅井 宗愛 みどりの日無料開園 

５月１９日(日) 池ノ谷翠恵・神林 宗汎  

６月１６日(日) 秋元 柳人・佐藤 守綾  

９月１６日(月・祝) 高橋 宗恵・辻  宗綏 敬老の日無料開園 

１０月２０日(日) 長田 宗久・松山 宗美  

１１月１０日(日) 坂田 宗文・吉田 宗憲  

１１月１４日(木) 岡本 宗悦・中島 宗栄 県民の日無料開園 

１２月 ８日(日) 辻  宗綏・秋元 柳人  

３月 １日(日) 池ノ谷翠恵・浅井 宗愛  

３月２９日(日) 神林 宗汎・高橋 宗恵  

〈時 間〉午前１０時～午後３時 ※茶券完売次第終了となります。 

〈会 場〉「花田苑」茶室外立礼 

〈茶 席〉８０席  一服３００円 

    ※別途入園券（一人１００円）が必要です。 

【茶券販売所】 ｢花田苑｣茶室前にて販売いたします。 (当日券のみ) 

◆無料開園日の茶席は１００席 一服３００円（入園券は不要です。） 

《夕 ざ り の 茶 会》 

初秋の夕暮から開催する趣のある茶会です。 

〈開催日〉９月２８日（土） 

〈時 間〉午後４時３０分～午後７時３０分 ※茶券完売次第終了となります。 

〈会 場〉花田苑（茶室・他） 

〈茶 席〉２００席 一服５００円 

※別途入園券（一人１００円）が必要です。 
 
       

越谷市日本庭園花田苑 
（21,290㎡の広さの廻遊式池泉庭園の中に約 2,000本の木が植えられています） 

 

 

◇電  話：０４８－９６２－６９９９   ◇ＦＡＸ：０４８－９６２－６９９９   

◇開園時間： ４月１日～９月３０日 午前９時～午後５時(但し、土・日・祝日は午後７時) 

１０月１日～３月３１日 午前９時～午後４時 

◇入園料：１００円(入園券の販売は閉園 1時間前まで)  ◇休園日：年末年始(１２月２８日～１月３日) 

≪平成 31 年 2 月 7 日現在≫ 

大人の趣味と教養ｼﾘｰｽﾞ「苔玉教室」 

実施日：9 月 15 日（日） 

主 催：（公財）越谷市施設管理公社 

参加費：有料 


