
文蔵公民館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 南区の南部に位置し、親しみのある 

地域の最も身近な公共施設 

２ 調理実習室や美術工芸室などの設 

備もあり、様々な生涯学習のための 

事業を展開 

０１ 公的機関と連携した事業の実施  
～複合施設であることを生かして～ 

当館は、文蔵児童センター（文蔵

放課後児童クラブ）との複合施設の

ため、乳幼児や小学生向けの講座で

共催や協力を行っており、夏休み子ども公民館では児童セン

ター職員を講師に招いた遊びや工作等のコースも設けていま

す。また、児童を送迎する子育て世代の保護者が公民館の講座

に参加したり、お正月には公民館のコーディネートで南区郷土カルタを児童が楽しんだり、

相乗効果が生まれています。このほかにも地域の専門性の高い人材を活用したシニア学級な

ど、乳幼児からシニアに至る幅広い年齢層を対象に講座を開催しています。こうした取組を

通じ、ＳＤＧｓの目標４「質の高い教育をみんなに」に貢献していきたいと考えています。

０２ 気軽に参加できる健康講座  
～旬やトレンドを取り入れて～ 

 当館では、季節にちなんだ旬の料理

を紹介する食育講座や、最近のトレン

ドを取り入れて楽しく行える体操など

の講座を実施しています。少しハードルが高いと思えるようなテ

ーマであっても、興味を持って気軽に参加できるよう工夫をする

ことで、毎回多数の申込があり、地域住民の生活に彩りを与えな

がら健康増進が図られています。こうした取組を通して、ＳＤＧｓの目標３「すべての人に健

康と福祉を」に貢献していきたいと考えています。 

■所在地：さいたま市南区文蔵 4-19-3 ■電話：048-845-5151 ■FAX：048-845-5152 

■交通：JR南浦和駅西口 徒歩 15分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 



南浦和公民館＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 南浦和コミュニティセンターと 

の複合施設であり、地域活動拠点 

として親しまれる公民館 

２ 豊かな生涯学習を推進するため 

に、地域住民の多様で高度な学習 

要求に応える事業などを展開 

０１ 質の高い教育をみんなに  

当館では、区役所高齢介護課や

南区保健センター、聴覚障害者協

会、地域の小・中学校、NPO団体

等と連携しながら、シニア学級・「和楽学級」、「手話講座」、

文化祭、各種講座など、子育て世代から成人、シニアまで

幅広い世代を対象とした講座や催しを開催しています。こ

うした取組を通じ、ＳＤＧｓの目標４「質の高い教育をみんなに」に貢献していきたいと考

えています。

０２ あらゆる年齢のすべての人々の 

健康的な生活を確保し、福祉を促進  
当館では、「食生活改善推進員

協議会」を講師に迎え、「元気な

家族の食育講座」、「ふれあい会

食」、「文化祭」での出店販売などを通して、あらゆる年齢

の方たちに食の大切さを伝え、健康的な生活を過ごせるよ

う支援しています。こうした取組を通じ、ＳＤＧｓの目標

３「すべての人に健康と福祉を」に貢献していきたいと考

えています。 

■所在地：さいたま市南区大谷場 2-6-25 ■電話：048-882-6035 ■FAX：048-886-5856 

■交通：JR南浦和駅東口 徒歩 15分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 



谷田公民館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 
１ 南区の東部に位置し、生涯学習推進 

のための地域に開かれた公民館 
２ 複雑化、多様化する学習要求に応え 

るため、現代社会の諸問題の解決や 
文学・歴史等及び実生活に必要な各 
種事業を展開 

０１ すべての人に学びを  
 当館では、南区高齢介護課や南

区保健センター、病院、NPO団

体等と連携しながら、シニア学級

「さくら塾」、絵本の読み聞かせや貸し出しなどを行う

「のびのび文庫」、子育てサロン「のこのこ」など、幅広

い世代の地域住民を対象に講座や催しを開催することによ

り、地域住民同士の交流を促進しています。また、幅広い

世代のニーズに即した質の高い学びの機会を提供しています。こうした取組を通じ、

SDGｓの目標４「質の高い教育をみんなに」に貢献していきたいと考えています。 

０２ あらゆる年代の地域住民の健康づくりを促進  
 当館では、運動不足に陥りがち 

な成人・高齢者を対象に「ますま

す元気教室」、「骨盤ストレッチ 

ヨガ講座」などを開催し、いつまでも元気で過ごせるよ

う、あらゆる年代の地域住民の健康づくりに寄与している

ほか、交流促進につながっています。こうした取組を通じ、SDGｓの目標３「すべての

人に健康と福祉を」に貢献していきたいと考えています。 

■所在地：さいたま市南区大谷口 1089-1 ■電話：048-882-9272 ■FAX：048-882-9272 

■交通：JR浦和駅東口 国際興業バス JR 南浦和駅西口行き 本村下車 徒歩 5分 

JR 南浦和駅西口 国際興業バス JR 浦和駅東口行き 本村下車 徒歩 5分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 



六辻公民館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 六辻地区に昭和44年に設置された、南消 

防署との複合施設 

２ 地域の実情に即した柔軟な公民館運営が 

図れるように、地域に根差した事業を展開 

０１ 全ての人に健康と福祉を  
当館では、関係機関等と連携しな

がら、乳幼児からシニアまで幅広い

世代を対象に健康的な生活を送るた

めの講座を開催しています。また、子育て親子の孤立防止を視

野に入れた「おはなしのへや」、工作・運動等を行う「わくわく

タイム」を開催し、親同士の交流を図っています。さらに、介護

予防体操の普及を目指す「ますます元気教室」を高齢介護課と共催で実施しています。これ

らの講座修了者が登録団体としてグループを作り、健康的な生活を送れるように定期的に活

動しています。こうした、全世代の人々のコミュニティを築くための機会を提供することを

通じて、ＳＤＧｓの目標３「すべての人に健康と福祉を」に貢献していきたいと考えていま

す。 

０２ ニーズの高い教育を 
当館では、小学生のプログラミン

グ教育の稼働を見据え、専門家を講

師に招き、小学生を対象にプログラ

ミング教室を開催しています。また、シニア学級においては日

常生活、健康、文化等に関する知識を有する方々を講師に招き、

趣味、教養等を深めるなど、ニーズに合った専門性の高い講座

を開催しています。このような取組を通じてＳＤＧｓの目標4「質の高い教育をみんなに」

に貢献していきたいと考えています。

■所在地：さいたま市南区根岸 3-10-7 ■電話：048-861-1930 ■FAX：048-861-1930 

■交通：JR南浦和駅西口 徒歩 20分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 



西浦和公民館＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 
１ 南区の西側地域を対象とした地域 

に開かれた公民館 

２ 地域の方々のニーズに合った主催 

講座を展開する公民館 

０１ 地域の学びの拠点としての役割を果たします！  
～学びの楽しさを伝えて深めて広がる笑顔～

当館では、二胡奏者、全盲のピ

アニスト、著名な音楽家や大学

教授、スポーツインストラクタ

ー等の講師を招き、専門性を生かした質の高い学びの機

会を提供しています。また読み聞かせサークル等、身近

な地域人材の活用に努め、地域の方々に学び合う楽しさ

を広げていくことでＳＤＧｓの目標４「質の高い教育を

みんなに」に貢献していきたいと考えています。

０２ 誰一人取り残さない地域を目指します！  
～明るく仲良く楽しく今日も元気～

当館では、地区社会福祉協議

会や高齢介護課、地域包括支援

センター等と連携し、生きがい

健康づくり教室「わかば学級」、親子なかよし広場、親子

わいわい広場等、子育て世代からシニアまでを広く対象

とした講座を開催しています。また、音楽と体操の好きな

地域の方々のニーズに合うようメニューを工夫していま

す。学びを通しての仲間作りを大切にし、誰一人取り残さない地域の実現に取り組むこと

で、ＳＤＧｓ目標３「すべての人に健康と福祉を」に貢献していきたいと考えています。 

■所在地：さいたま市南区曲本 2-7-11 ■電話：048-862-9522 ■FAX：048-862-9522 

■交通：JR武蔵浦和駅西口 徒歩 20 分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 



別所公民館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 武蔵浦和駅から別所沼公園に延び 

る｢花と緑の散歩道｣の途中にある 

緑豊かな公民館 

２ 人と人、地域と人、地域と地域を 

つなぐため、様々な事業を展開 

０１ 健康的な生活を送るために  
当館では、健康的な生活

を送るための様々な講座

を、幼児からシニアまで幅

広い世代に向けて開催しています。シニア学級や若

者向け事業、親子講座などを開催することで、地域

住民同士の交流を図り、心身ともに健やかな生活を

送ることを促進しています。こうした取組を通じて

SDGsの目標３「すべての人に健康と福祉を」に貢

献していきたいと考えています。

０２ エネルギーと豊かな暮らし  
当館では、職員及び利

用者が一体となり、節電

に努め適切な空調設備の

利用を心掛けることにより、二酸化炭素の排出の削

減に取り組んでいます。また啓発事業として小学生

向けの科学教室を開催しています。科学教室では、

実験を通して楽しみながら日常生活におけるエネル

ギーの大切さを学びます。こうした取組を通じて、

人々の暮らしがもっと豊かになるとともに、SDGsの目標１３「気候変動に具体的な対策

を」に貢献していきたいと考えています。 

■所在地：さいたま市南区別所 5-21-13 ■電話：048-864-6781 ■FAX：048-864-6781 

■交通：JR武蔵浦和東口駅 徒歩 10 分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 



東浦和公民館＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 地域の皆様に生涯学習の機会を提 

供する公民館 

２ 地域住民の学習・文化・コミュ 

ニケーション活動の拠点となる 

公民館 

０１ 本物と出会える公民館  
～心に響くヒト・モノ・コトとの出会い～ 

当館では、大学教授、音楽家等を講

師に招き、専門性を生かした質の高

い講座を開催することで、地域の

方 ・々利用者の心に響く学習機会を提供しています。個人では

なかなか体験できない講義や演奏等を、地域の拠点である公

民館が主催することで、多数の利用者が公民館に集い、住民相

互の学び合いにもつながっています。こうした取組を通じ、Ｓ

ＤＧｓの目標４「質の高い教育をみんなに」に貢献していきた

いと考えています。

０２ 省エネを身近に学べる公民館  
～太陽光発電とＬＥＤ照明～ 

当館では、蓄電池付きの太陽光発

電システムを屋上に設置しており、

CO２削減、館内のＬＥＤ照明、非常

時の電気供給に有効なほか、ロビーに設置している太陽光発

電モニターでその日の蓄電及び発電状況が分かるようになっ

ています。また、民間企業と連携して「環境・エコ」をテーマ

とした講座を実践しており、こうした取組を通じ、ＳＤＧｓ

の目標７「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」に貢献していきたいと考えています。

■所在地：さいたま市南区大谷口 5339 ■電話：048-874-0550 ■FAX：048-874-0550 

■交通：JR東浦和駅 徒歩 15 分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 



善前公民館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 南区の南東部に位置し、地域に 

開かれた公民館として、平成 22 
年に竣工 

２ 施設はオール電化を採用し、環  
境に配慮するとともに、多目的 
トイレや階段 2段手すりなどの 
バリアフリーに対応 

０１ 文化祭の開催をみんなで  
            当館では地域住民交流や 

活動発表の場である文化祭 

の再開に向け、利用団体の 

方々、地域自治会、社会福祉協議会、小・中学校と 

会合を重ね、交流を促進しながらみんなで創りあげ 

る文化祭をプロデュースします。 

こうした取り組みを行うことでＳＤＧｓの目標 

１１「住み続けられるまちづくりを」に貢献して 

いきたいと考えています。 

０２ みんなで子育て  
            当館では、お子さんを 

      育てる親同士の交流を促 

   し、子育ての悩みや話題 

の共有を図るため、民生児童委員と共催で行う 

「のびのびサロン」をはじめ、年間を通じて親子 

で参加できる支援事業を4つ展開しています。 

こうした取組を通じ、ＳＤＧｓの目標４「質の 

高い教育をみんなに」に貢献していきたいと考え 

ています。 

■所在地：さいたま市南区太田窪 2504-5 ■電話：048-887-0580 ■FAX：048-887-0580 

■交通：JR南浦和駅東口 国際興業バス 柳崎循環 善前下車 徒歩 5分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 


