
岸町公民館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 調神社の近くに位置し古い歴史をもつ  

中山道沿いの閑静な住宅街の中にある 

市内で一番大きい公民館 

２ 地区文化祭や介護予防事業、子ども向 

け事業など、様々な事業を展開 

０１ 「住み続けられるまちづくりを」 

    地区社協や民生委員 

と協働で、シニア世代 

や子育て世代の異世代交流をできる場をつくっていきま 

す。また、生きがい、健康などの日ごろの生活や健康に 

活かせる相談の場もつくっていきます。こうした取組を 

通じ、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 「質の高い教育をみんなに」 

当館では、主催講座等におい

て、広い世代を対象とした様々な

講座を開催しています。子ども向け講座は、夏休み子ども

寺子屋などを開催し、学校では体験できない学びを提供し

ます。また、その他世代向け講座は、青少年若者向け講座

や介護予防講座など、一生にわたり幅広く学習できるような機会・情報の提供をしていま

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：さいたま市浦和区岸町 5-1-3  ■電話：048-824-0168  ■FAX：048-825-3230 

■交通：ＪＲ浦和駅西口から徒歩１３分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 



領家公民館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 領家公民館は２０１３年にリニューアル 

オープンした、地域に開かれた公民館 

２ 地域の課題に対応した事業等、幅広い世代

への支援事業を展開 

０１ 地域との交流を深めるイベントの開催  
 当館では、利用団体・自治会・

地域団体・近隣の学校等で構成

する実行委員会と連携し、地域

との交流を深めるイベントへの出演・出品・協力をよびか

け、日ごろの学習成果の発表や、さいたま市民の日に伴う

作品展などの実施により、地域住民同士の交流を促進して

います。こうした取組を通じ、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 地域の課題に対応した事業の実施  
 当館では、地域の

課題に対応するため

に、子育て支援から

シニア支援まで幅広い世代を対象とした事業

を展開しています。育児ボランティアや地域

包括支援センターを活用し、定期的に子育て

サロンの実施・認知症サポーターを養成して

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：さいたま市浦和区領家 4-21-21 ■電話：048-831-2265 ■FAX：048-831-2265 

■交通：JR北浦和駅東口 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。 



浦和南公民館＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 閑静な住宅街にある、地域との交 

流を大切にする、地域に開かれた 

公民館 

２ 文化祭や介護予防事業等、様々な 

事業を展開 

０１ 南地区文化祭 
当館では、地域の様々な世代 

の方の交流の促進及び公民館 

利用者等の学習を発表する機 

会を提供するため、「南地区文化祭」を実施しています。 

文化祭では、公民館利用団体同士の連携のみならず地 

域団体、学校、幼稚園等とも連携しながら、日ごろの 

学習成果を発表するため、作品展示を行っています。 

この事業を通して、地域住民、学校、地域団体の交流とともに世代間交流を促進しています。

こうした取組を実施することで、SDGｓの目標１１「住み続けられるまちづくりを」に寄

与していきたいと考えています。

０２ ますます元気教室 
区役所高齢介護課との共催で、シ

ニアを対象とした事業「ますます

元気教室」を開催しています。地域

のシニアが当該講座に参加し、自ら自主グループを立ち上

げ継続的に健康体操等に取り組むことにより、その輪は広

がっています。こうした取組の輪を支援することで、SDG

ｓの目標３「すべての人に健康と福祉を」に寄与していき

たいと考えています。

■所在地：さいたま市浦和区神明 1-28-13 ■電話：048-822-1088 ■FAX：048-822-1088 

■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。 



上木崎公民館＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 浦和区の北に位置する、地域に開 

かれた公民館 

２ 「つどう・まなぶ・つなぐ」をス 

ローガンに様々な事業を展開 

０１ 地域の健康づくり  
当館では、様々な年齢層のニーズに

対応するために、乳幼児からシニア

まで幅広い世代を対象とした事業を

展開しています。シニアを対象とした「ふれあい学級」「歌の

散歩道」、乳幼児を対象とした「親子の広場」を、通年で実施

しています。また、「血流改善エクササイズ」や「パパとソー

セージづくり」など、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。

こうした取り組みを通じて、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 中学生とパソコン教室 
 当館では、シニアと孫の世代が共

に学習する機会を促進するため、地

域の中学校と連携し、中学生を講師

にパソコン操作方法を学ぶ講座及び公民館卓球グループと

中学校の卓球部の交流試合を実施し、世代間交流を図って

います。特に、パソコン教室では、生徒によるマンツーマン

形式の指導により、個々の能力に合わせて操作方法を学ぶ

ことができ大変人気がある講座です。こうした取組を通じて、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：さいたま市浦和区上木崎 3-2-14 ■電話：048-831-5342 ■FAX：048-831-5342 

■交通：JR与野駅東口 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。 



大東公民館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 閑静な住宅街にある、地域に密着した 

公民館 

２ 文化祭や介護予防事業、子ども向け事業 

等、様々な事業を展開 

０１ 地域の課題に対応した学習機会の提供  
当館では、子どもからシニ

アまで幅広い世代を対象とし

た事業を展開しています。地

域の方々が健康で充実した生活を送れるよう支援す

る介護予防事業「やまびこ学級」や、季節に応じたイ

ベントで親子の絆を深める子育てサロンスペシャル

等、様々な健康講座を実施し地域の方々の学習・交流

の場を提供しています。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」に寄与していきたいと考えています。 

０２ 地域の方々との連携と交流  
当館では、地域の利用団

体との協力・連携により作

品展を実施しています。団

体に学習成果を発表する機会を提供し、子供たちの

作品を展示することにより、地域の多世代の方の交

流を促進する場にもなっています。また、公民館講

座参加者が自主グループを立ち上げるなど、地域と

一体となった様々な取組により、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。 

■所在地：さいたま市浦和区大東 2-13-6 ■電話：048－886-0656 ■FAX：048-886-0656 

■交通：JR北浦和駅東口 東武バス 宮下行き 東下木崎下車 徒歩 8分

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 



仲本公民館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 
１ 「浦和駅」から徒歩７分の利便性の高い 

場所に立地 

２ 地域の皆様の学びを応援し、介護予防事 

業、子育てサロン、子ども向け事業など、 

様々な事業を展開 

０１ シニア学級（仲本塾）  
～シニアの生きがいづくり～ 

当館では、介護予防事

業としてシニア学級「仲

本塾」を開催していま

す。シニアの社会参加と生きがいづくり推進のた

め、いつまでもいきいきと安心して長生きできるよ

う、文学・健康・音楽等といった幅広い分野の専門

性の高い講師を招き、様々なニーズに合わせた内容で開催しています。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。 

０２ 親と子の居場所 仲本サロン  
～子育てでつながる、仲本の輪～

 当館では、地域の子育て世

代の方々の交流促進の場とし

て、「子育てでつながる、仲

本の輪」をテーマに親と子の居場所 仲本サロンを毎月

（8月、3月を除く）実施し、「地域コミュニティの交

流の場」を目指しています。こうした取組を通じ、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。 

■所在地：さいたま市浦和区本太 2-12-40 ■電話：048-882-4695 ■FAX：048-882-4695 

■交通：JR浦和駅東口 徒歩 7分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 



針ヶ谷公民館＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ ＪＲ与野駅から徒歩約８分の場所に立地 

する地域に開かれた公民館 

２ 地域の方々の身近な学習の場として、地 

域・社会的課題を取り上げた事業を展開 

０１ 針ヶ谷地区文化祭  

～広げよう地域の和・咲かせよう文化の花～ 
当館では、地域の方々の交流

や公民館利用者の日々の活動成

果の発表の機会を提供するため

に文化祭を実施しています。公民館文化祭では、地域の自

治会・公民館利用団体・近隣の学校等との協働のもと、作

品展示や芸能発表を行い、地域住民同士の交流、相互理解

の促進を図っています。 

こうした取組を通じ、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 幅広い世代の学びの場として  

当館では、乳幼児を対象とした 

「針ヶ谷すくすく学級」や「針ヶ谷 

のびのび学級」、小学生を対象とした 

「針ヶ谷サマースクール」、６５歳以上の方を対象とした 

「LINEの使い方講座」等、幅広い年齢層に向けて講座を企画 

しております。子育て世代からお年寄りまで、地域の方々が安心して集い、様々なこと 

について学び、語らいあう場所になれるように努めています。

こうした取組を通じてSDGｓの目標４「質の高い教育をみんなに」に寄与していきた 

いと考えています。 

■所在地：さいたま市浦和区針ヶ谷 3-4-14 ■電話：048-833-4165 ■FAX：048-833-4165 

■交通：JR与野駅東口 徒歩 8 分 

さいたま市教育委員会では ＳＤＧｓ教育を推進しています。 



本太公民館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 本太小学校や本太氷川神社の近隣に立地  

する、地域の方々の身近な学習の場 

２ 地域の課題を取り上げた事業を展開する 

地域コミュニティに開かれた公民館 

０１ すべての人に健康的な生活を  
当館では、高齢者を対象に

「座ってできる貯筋体操」や「ま

すます元気教室」講座等を実施し

ております。子育て世代には子育てサロン「すくすく広

場」で親同士の情報交換を図り、親子体操などで親子共に

健康で安心して成長できるようサポートしています。これ

らの講座の実施により、意識の向上を図っています。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 園芸講座  

当館では、地域の方々と交流を深めながら園芸を楽しむ講座を

毎年開催しています。今年度は初心者でもブルーベリーの苗木植

えから収穫まで無事に育てるコツを専門家から学びます。土づく

りや無農薬栽培、園芸に係る知識を習得するとともに、収穫物を

食生活に取り入れることで、参加者自身の自給自足の意識と食へ

の関心を深めています。こうした取組を通じ、SDGｓの目標２

「飢餓をゼロに」に寄与していきたいと考えています。 

■所在地：さいたま市浦和区本太 4-3-23 ■電話：048-887-4933 ■FAX：048-887-4933 

■交通：JR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。 



仲町公民館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 浦和区の中心部に位置する、地域に開かれた

公民館 

２ 乳幼児からシニアまで、幅広い年齢層の方々

を対象とした事業を展開 

０１ ひまわり学級 
当館のひまわり学級では、60

代から90代の参加者が自他共愛

の精神を持ち、健康な生活を送れ

るよう、支え支えられる関係を涵養しています。講座は、

受動的に参加するだけではなく、お互いに役割を分担し支

え合う関係を前提として運営されています。 

お互いに支え合う関係をはぐくむことで、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 地域文化祭  
当館では、公民館利用団体の

活動成果の発表の場として地域

文化祭を開催しています。毎年

秋に開催される文化祭は、作品展示・芸能発表を実施する

参加団体側、作品や舞台を鑑賞する参観者側、双方にとっ

て「質の高い教育」を体験する貴重な機会となっていま

す。なお、令和４年度については芸能発表は行わず、作品展示のみ実施の予定です。 

今後も、充実した文化祭を開催することで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。 

■所在地：さいたま市浦和区常盤 4-1-12 ■電話：048-822-8425 ■FAX：048-822-8425 

■交通：JR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。 



常盤公民館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 交通拠点の１つとなっている、JR「北浦和 

駅」から徒歩５分の交通の便の良い立地 

２ 文化祭や介護予防事業、子ども向け事業 

  など、様々な事業を展開 

０１ 地域文化祭  

当館では、地域の様々

な世代の方の交流を促進

するとともに及び公民館利用者等の学習を発表する機会

を提供するため、地域文化祭「公民館まつり」を実施して

います。この地域文化祭では、公民館利用団体同士の連携

のみならず地域団体等とも連携し、作品展示及び子どもま

つりを行うなど、日頃の学習成果を発表する機会となって

おり、さらには、地域住民同士の交流も促進しています。こうした取組を実施することで、

SDGｓの目標１１「住み続けられるまちづくりを」及び目標１７「パートナーシップで目

標を達成しよう」に寄与していきたいと考えています。 

０２ ますます元気教室 

当館では、区役所高齢介護課との共催

で、シニアを対象とした事業「ますます元

気教室」を開催しています。シニアが当該講座へ参加し、健康体操

等を学習することにより、参加者の健康維持の一助を担っていま

す。こうした取組を実施することで、SDGｓの目標３「すべての人

に健康と福祉を」に寄与していきたいと考えています。

■所在地：さいたま市浦和区常盤 9-30-1 ■電話：048-832-1841 ■FAX：048-832-1841

■交通：JR北浦和駅西口徒歩 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。 



北浦和公民館＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 北浦和小学校と隣接し、地域の皆 

様の学びを応援する公民館 

２ 公民館がもつ様々なノウハウや 

ネットワークで地域の人づくり、 

まちづくりを支援 

０１ 誰もが心豊かに暮らせる地域を目指して  
～すべての人が健やかに～ 

当館では、地域のセーフティネット公民館の

ひとつとして、生活の中で直面している「悩み」

をお聞きし、心の整理や問題解決の気づきへ導

く、公民館の「カウンセリングルーム」を開催しています。話しをする

ことを通して、解決法を見つけ出すお手伝いを、専門のカウンセラーが

お手伝いさせていただきます。こうした取組を通じ、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 学習意欲の向上を目指します  
～シニアの生きがいづくり～ 

当館では、介護予防事業としてシニ

ア学級「友遊塾」を開催しています。

シニアの社会参加と生きがいづくりの

推進として、音楽家、理学療法士、文芸研究家など、各分野の

専門性の高い講師を招き、様々なニーズに合わせた内容で開催しています。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」に貢献したいと考えています。 

■所在地：さいたま市浦和区北浦和 2-19-25  ■電話：048-832-3139  ■FAX：048-832-3139 

■交通：JR北浦和駅東口徒歩 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。 



南箇公民館＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
１ 浦和区の中央に位置し、地域に密着

した地域に開かれた公民館 

２ 文化祭・介護予防事業・親の学習事 

業等、様々な事業を展開 

０１ 外国人のための日本語教室  

当館では、公民館主催講座「外国

人のための日本語教室」を実施して

います。 

市内在住の外国の方々が、日本語で自由にコミュニケーシ

ョンが取れるようになり、さらには地域のパートナーとして

安心して暮らせるように支援していくことにより、SDGsの

目標１７「パートナーシップで目標を達成しよう」に寄与し

ていきたいと考えています。

０２ ますます元気教室  

 当館では、公民館及び区役所高齢介護課との共催事業「ますます

元気教室」を開催します。認知症予防をはじめ、シニア期の生活全

般にわたる必要な知識等を学習する教室です。 

シニア自らが自主グループを立ち上げることで、気の合う仲間と継続

的に続けられるよう、また、みんなが健康な生活が送れるよう支援して

いくことで、SDGsの目標３「すべての人に健康と福祉を」に寄与して

いきたいと考えています。

■所在地：さいたま市浦和区領家 3-15-10 ■電話：048-882-1721 ■FAX：048-882-1721 

■交通：JR北浦和駅 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。 


