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公民館

さいたま市生涯学習ビジョン
　さいたま市では、市民の皆様が学びを通じて豊かな人生をデザインでき、自分らしさを大
切にして幸せに暮らせるよう、また、学び合い支え合い、つながることで、まち中にたくさ
んの幸せが生まれ、市民とまちの未来が輝き続けるよう、「さいたま市生涯学習ビジョン」
を策定しました【令和 3 年度～ 10 年度】。
　社会の在り方そのものが劇的に変化する時代にあって、学びの力や学びの持つ新たな可能
性を多くの市民の皆様と共有することを目的としています。

「さいたま市生涯学習ビジョン」と併せて策定された「さいたま市公民館ビジョン」

「さいたま市図書館ビジョン」を三位一体で推進し、市民の皆様の学びをサポートしていきます。

さいたま市公民館ビジョンの概要

公民館の宣言

地域の未来をあなたと

公民館が目指す方向性

にぎわいから学びをつかみ 地域とのつながりをはぐくむ場

さいたま地域づくりプロジェクト ３つの行動目標
１ 人々の学びのきっかけをつくり、魅力あふれる様々な学びの場となります。（人づくり）

２ 誰もが気軽に立ち寄れる、地域住民のつながりの場となります。（つながりづくり）

３ 地域を共につくり、暮らしを助け、地域課題を解決する拠点となります。（地域づくり）

さいたま市図書館ビジョンの概要

１ 基  本  理  念

本と人 人と人が出会う 「知のひろば」

２ 基本的方向性

１ 知りたいにこたえる
　  多彩なサービスによる市民の課題解決へのサポート（人づくり）

２　本と人とをつなげる
　 多様な本との出会いと本を通した交流の場の創出（つながりづくり）

３　子どもの豊かな心と生きる力をはぐくむ
家庭、教育機関、地域との連携による子どもの読書活動の推進

４　つながりから地域の未来をひらく
協働と交流による地域活動の活性化と地域の歴史と文化の保存、市民活動支援

　　（まちづくり）

概念図

生涯の学びを通じて
自分とまちが輝く未来

方向性 3〈まちづくり〉
学んだことを、地域づくり、
未来づくりに生かしましょう！

方向性 2〈つながりづくり〉
「学びでつながる『学習コミュニティ』で
ネットワークをつくりましょう！」

方向性 1〈人づくり〉
「学びを通じて自分を磨き、
人生を豊かにしましょう！」

さいたま市学びのサポート宣言
一人ひとりの学びに寄り添い、
市民とまちが輝く未来への扉を
共に開きます。

まちの成長

輪の成長

個人の成長

各ビジョンの全文はコチラ

１　さいたま市の生涯学習

目指す姿
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※電話番号、FAX 番号の市外局番は 048- です。

人権啓発講演会
人権について触れ、理解や認識を
深めることを目的とする講演会を
開催しています。

 人権政策・男女共同参画課
TEL　829-1132

 FAX　829-1969

さいたま市民大学

市民の方々の高度で専門的かつ多
様な学習要求に応え、自発的な学
習活動を促し、豊かな生涯学習社
会を築くために開設しています。

 生涯学習総合センター
TEL　643-5651

 FAX　648-1860

大学コンソーシアムさいたまとの連携
大学コンソーシアムさいたま加盟
大学が実施する公開講座につい
て、広報等の支援を行っています。

 行財政改革推進部
TEL　829-1106

 FAX　829-1997

障害者スポーツ・レクリエーション教室
障害のある方を対象に、パラス
ポーツ等の教室を開催していま
す。

 障害政策課
TEL　829-1306

 FAX　829-1981

レファレンスサービス

調べ物や文献等の調査・相談を実
施しています。

 中央図書館
TEL　871-2100

 FAX　884-5500

さいたま市生涯学習ビジョンの達成に向けて

本市で行っている様々な取組をご紹介します。

学びのきっかけや、
魅力あふれる学びの
場を提供します

人権教育集会所主催事業の実施
地域住民をはじめとする集会所
（五反田会館・鹿室南集会所）利用
者等を対象に、地域の教育文化の
向上や交流を深めることを目的と
して、人権教育・啓発や健康増進、
地域福祉の充実を図るための人権
講演会等の主催事業を実施します。

 人権教育推進室
TEL　829-1708

 FAX　829-1989

夏休み子ども博物館
小学生の夏休みの自由研究や自主
学習等の題材やヒントとなるよ
う、特別展示や体験講座を企画し、
子どもたちの興味や思考の広がり
を手助けします。

 博物館
 TEL　644-2322
 FAX　644-2313

ブックスタート事業
単独型子育て支援センターにて絵
本などが入ったブックスタートパッ
クをプレゼントしています。読み
聞かせや本の選び方などのアドバ
イスも行っています。

 子育て支援政策課
 TEL　829-1271
 FAX　829-1960

サイエンスショー
科学的な内容で毎月テーマを変え
てサイエンショー行っています。
来館者の科学に対する興味・関心
を高めるイベントを実施していま
す。

 青少年宇宙科学館
TEL　881-1515

 FAX　882-9702

スポーツ教室（与野体育館）
ヨガ、太極拳、体育、ダンスなど週
に約100クラス開催しています。

 スポーツ振興課
TEL　829-1729

 FAX　829-1996

専門的で質の
高い学びの場を
提供します

学びを通じて自分を
磨き、人生を豊かに
しましょう！

「個人の成長」
（人づくり）

方向性❶

青少年の野外活動施設

グリーンライフ猿花キャンプ場
は、青少年がレクリエーション等
の体験を通して、自然に親しみ、
野外活動の楽しさを学べる施設で
す。

青少年育成課
TEL　829-1716

 FAX　829-1960

出前講座
市民の皆さんが開催する集会や会
合などに、市の職員が出向いて、
市の施策や制度、事業などについ
てお話しする制度です。

広報課
TEL　829-1039

 FAX　829-1018
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創業相談会
外部専門機関による創業に関する
個別相談会を実施しています。

 中央図書館
TEL　871-2100

 FAX　884-5500

若田宇宙飛行士アカデミー（スペースコース）
最先端の宇宙科学技術をテーマ
に、「講義」「体験」「協議」「発表」
の４つのプログラムを通して、宇
宙開発や宇宙産業への興味関心を
高めます。アカデミー修了生を対
象としたスペースコースアドバン
スも開講しています。

 青少年宇宙科学館
TEL　881-1515

 FAX　882-9702

健康マイレージ

通信機能付き活動量計又はスマー
トフォンアプリを利用して計測し
た歩数や各種健（検）診の受診に
応じてポイントを獲得し、獲得し
たポイントに応じ景品の抽選に応
募することができます。

 健康増進課
TEL　829-1294

 FAX　829-1967

“さいたま”あんとれすくーる

小学4年生～中学3年生を対象に、
地域に根付いた一連のビジネス体
験プログラムを通じて起業家精神
の醸成及び将来の地域経済を担う
人材育成を図ります。

 労働政策課
 TEL　829-1370
 FAX　829-1944

地域 ICTリーダ
地域における情報格差解消のた
め、地域の情報化の推進役・相談
役となる「地域 ICT リーダ」を育
成、支援しています。

 デジタル改革推進部
TEL　829-1048

 FAX　829-1985

就業体験付きスキルアップ講座
女性・中高年求職者を対象に、専
門スキル習得に資する座学研修と
市内企業での就業体験を組み合わ
せた支援を通じて早期就職を目指
します。

 労働政策課
TEL　829-1370

 FAX　829-1944

大学公開講座
大学の持つ機能を地域に開放し、
地域と大学の連携を図るととも
に、市民の持つ高度かつ専門的な
学習意欲にこたえるために、大学
公開講座を開催しています。

 生涯学習振興課
TEL　829-1704

 FAX　829-1989

見沼通船堀閘門開閉実演
国指定史跡「見沼通船堀」で、復
元した閘門の開閉の様子をご覧い
ただきます。

 文化財保護課
TEL　829-1725

 FAX　829-1989

ICT を活用した
「新しい時代の
新たな学び」を
提供します

学びの仲間づくりを
支援します

方向性❷

生涯学習ビジョン

学びでつながる
「学習コミュニティ」で、
ネットワークを作りま
しょう！

「輪の成長」
（つながりづくり）

おはなし会
図書館職員やボランティアによる
絵本等の読み聞かせを実施してい
ます。

 中央図書館
TEL　871-2100

 FAX　884-5500

パパサンデー
単独型子育て支援センターにおい
て、通常の月曜日から土曜日の開
室に加え、パパサンデーとして日
曜日も開室し、父親向けの講座・
イベントを開催しています。

 子育て支援政策課
TEL　829-1271

 FAX　829-1960

親の学習事業
気軽に皆さんでおしゃべりしませ
んか。
子育て中の親同士が自分自身や子
育てについて改めて考え、様々な
考えや学びを通して親として成長
することを応援します。

 生涯学習総合センター
TEL　643-5651

 FAX　648-1860

さいたまマッチングファンド
市民の皆さんの寄附等から成り立
つ  さいたまマッチングファンド”
を原資として、市民活動団体が、
市と協働して地域社会の課題を解
決するための事業を行う場合等に
助成を行うものです。

 市民協働推進課
TEL　813-6404

 FAX　887-0164

”

学びの輪・
地域の輪づくりを
支援します

シニアユニバーシティ
市内在住の 60 歳以上の方を対象
とした 1 年制の大学及び大学院の
カリキュラムからなる講座です。

高齢福祉課　セカンドライフ支援センター
TEL　881-8627

 FAX　881-8637

ますます元気教室
高齢者のフレイル予防等を目的と
して、おもりを使った筋力トレー
ニング「いきいき百歳体操」の体
験や、口腔ケア、栄養改善などを
学ぶ教室を、各公民館等で開催し
ています。

 いきいき長寿推進課
TEL　829-1286

 FAX　829-1981
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創業相談会
外部専門機関による創業に関する
個別相談会を実施しています。

 中央図書館
TEL　871-2100

 FAX　884-5500

若田宇宙飛行士アカデミー（スペースコース）
最先端の宇宙科学技術をテーマ
に、「講義」「体験」「協議」「発表」
の４つのプログラムを通して、宇
宙開発や宇宙産業への興味関心を
高めます。アカデミー修了生を対
象としたスペースコースアドバン
スも開講しています。

 青少年宇宙科学館
TEL　881-1515

 FAX　882-9702

健康マイレージ

通信機能付き活動量計又はスマー
トフォンアプリを利用して計測し
た歩数や各種健（検）診の受診に
応じてポイントを獲得し、獲得し
たポイントに応じ景品の抽選に応
募することができます。

 健康増進課
TEL　829-1294

 FAX　829-1967

“さいたま”あんとれすくーる

小学4年生～中学3年生を対象に、
地域に根付いた一連のビジネス体
験プログラムを通じて起業家精神
の醸成及び将来の地域経済を担う
人材育成を図ります。

 労働政策課
 TEL　829-1370
 FAX　829-1944

地域 ICTリーダ
地域における情報格差解消のた
め、地域の情報化の推進役・相談
役となる「地域 ICT リーダ」を育
成、支援しています。

 デジタル改革推進部
TEL　829-1048

 FAX　829-1985

就業体験付きスキルアップ講座
女性・中高年求職者を対象に、専
門スキル習得に資する座学研修と
市内企業での就業体験を組み合わ
せた支援を通じて早期就職を目指
します。

 労働政策課
TEL　829-1370

 FAX　829-1944

大学公開講座
大学の持つ機能を地域に開放し、
地域と大学の連携を図るととも
に、市民の持つ高度かつ専門的な
学習意欲にこたえるために、大学
公開講座を開催しています。

 生涯学習振興課
TEL　829-1704

 FAX　829-1989

見沼通船堀閘門開閉実演
国指定史跡「見沼通船堀」で、復
元した閘門の開閉の様子をご覧い
ただきます。

 文化財保護課
TEL　829-1725

 FAX　829-1989

ICT を活用した
「新しい時代の
新たな学び」を
提供します

学びの仲間づくりを
支援します

方向性❷

生涯学習ビジョン

学びでつながる
「学習コミュニティ」で、
ネットワークを作りま
しょう！

「輪の成長」
（つながりづくり）

おはなし会
図書館職員やボランティアによる
絵本等の読み聞かせを実施してい
ます。

 中央図書館
TEL　871-2100

 FAX　884-5500

パパサンデー
単独型子育て支援センターにおい
て、通常の月曜日から土曜日の開
室に加え、パパサンデーとして日
曜日も開室し、父親向けの講座・
イベントを開催しています。

 子育て支援政策課
TEL　829-1271

 FAX　829-1960

親の学習事業
気軽に皆さんでおしゃべりしませ
んか。
子育て中の親同士が自分自身や子
育てについて改めて考え、様々な
考えや学びを通して親として成長
することを応援します。

 生涯学習総合センター
TEL　643-5651

 FAX　648-1860

さいたまマッチングファンド
市民の皆さんの寄附等から成り立
つ  さいたまマッチングファンド”
を原資として、市民活動団体が、
市と協働して地域社会の課題を解
決するための事業を行う場合等に
助成を行うものです。

 市民協働推進課
TEL　813-6404

 FAX　887-0164

”

学びの輪・
地域の輪づくりを
支援します

シニアユニバーシティ
市内在住の 60 歳以上の方を対象
とした 1 年制の大学及び大学院の
カリキュラムからなる講座です。

高齢福祉課　セカンドライフ支援センター
TEL　881-8627

 FAX　881-8637

ますます元気教室
高齢者のフレイル予防等を目的と
して、おもりを使った筋力トレー
ニング「いきいき百歳体操」の体
験や、口腔ケア、栄養改善などを
学ぶ教室を、各公民館等で開催し
ています。

 いきいき長寿推進課
TEL　829-1286

 FAX　829-1981
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セカンドライフ支援センター
中高年齢層（概ね 50 歳以上）の
市民を対象に、ボランティア、就
労、生涯学習等の情報を集約して
発信します。

高齢福祉課 セカンドライフ支援センター
TEL　881-8627

 FAX　881-8637

人権標語・人権作文の募集・表彰
市立小・中・中等教育学校の児童生
徒が、書くことを通して自分自身
を見つめ、人権の意義・内容や重要
性への理解を深め、同和問題をは
じめとする様々な人権問題の解決
につながるよう実施しています。

 人権教育推進室
TEL　829-1708

 FAX　829-1989

ボランティア養成講座
読み聞かせや、音訳・点訳・点訳
絵本作成のボランティアの養成講
座を実施しています。

 中央図書館
TEL　871-2100

 FAX　884-5500

孫育て講座
祖父母世代が育児をしていた時に
比べ、現在は子育てに関する情報
が多く、育児方法が大きく変化し
ているため、祖父母手帳を活用し、
現在の育児方法等を学ぶための講
座を実施しています。

 子育て支援政策課
TEL　829-1271

 FAX　829-1960

子育て世代再就職チャレンジ
再就職へ不安のある方からすぐに
でも再就職したい方まで、子育て
世代の多様なニーズや就労意欲等
の段階に応じたセミナー等を通じ
て就労促進を図ります。

 労働政策課
TEL　829-1370

 FAX　829-1944

国際友好フェア
国際交流団体の活動紹介、各国の
物産・食べ物の紹介・販売、ステー
ジでの民族舞踊・音楽の披露、交
流テントでの子ども向け国際交
流・異文化体験イベントを行って
います。

 観光国際課
TEL　829-1236

 FAX　829-1944

博物館ボランティア
主に小学校の体験学習の補助や道
具の扱い方の指導など、博物館の
学校対応事業の補助を行っていま
す。

 博物館
 TEL　644-2322
 FAX　644-2313

コミュニティ・スクール
子どもたちの成長を支え、よりよ
い地域社会の構築に寄与するた
め、学校・家庭・地域が目標やビ
ジョンを共有し連携・協働する「コ
ミュニティ・スクール」を実施し
ています。

 生涯学習振興課
TEL　829-1703

 FAX　829-1989

要約筆記講習会・手話講習会
聴覚障害者の生活及び関連する
福祉制度についての理解と認識
を深めるとともに、日常生活にお
いて必要な手話語彙及び手話表
現技術を習得することを目的と
して、手話通訳者養成講習会等を
開催しています。

 障害支援課
TEL 829-1308

 FAX　829-1981

生涯学習人材バンク
「自分の知識や技能等を教えた
い！」という方を登録・公開し、
講師等を探している方に紹介する
制度です。

 生涯学習振興課
TEL　829-1704

 FAX　829-1989

全ての人が元気に
活躍し続けられる
未来づくりを
進めます

コレクション展
地域ゆかりの作家による作品をは
じめ、「本をめぐるアート」コレ
クションを展示します。

 うらわ美術館
TEL　827-3215

 FAX　834-4327

学びと活動の
循環により、
地域コミュニティ
づくりを進めます

方向性❸

生涯学習ビジョン

学んだことを、地域
づくり、未来づくり
に生かしましょう！

「まちの成長」
（まちづくり）

親の学習事業
気軽に皆さんでおしゃべりしませ
んか。
子育て中の親同士が自分自身や子
育てについて改めて考え、様々な
考えや学びを通して親として成長
することを応援します。

 生涯学習総合センター
TEL　643-5651

 FAX　648-1860

生涯学習相談えらベル
公民館で活動するサークルの会員
募集状況や市内で開催される講
座・イベントなど生涯学習に関す
る情報を提供します。

 生涯学習総合センター
TEL　643-5651

 FAX　648-1860

市民活動サポートセンター
市民や市民活動団体に対し、活動
の場や交流・学習の機会、市民活
動に有益な情報の発信など、多様
な支援を行います。

 市民活動サポートセンター
TEL　813-6400

 FAX　887-0161

子育てサロン
親子で気軽に参加できる遊びの広
場です。子育てサロンでは、皆さ
んと同じ子育て中の方や子育ての
先輩たちが皆さんをお待ちしてい
ます。

 生涯学習総合センター
TEL　643-5651

 FAX　648-1860
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セカンドライフ支援センター
中高年齢層（概ね 50 歳以上）の
市民を対象に、ボランティア、就
労、生涯学習等の情報を集約して
発信します。

高齢福祉課 セカンドライフ支援センター
TEL　881-8627

 FAX　881-8637

人権標語・人権作文の募集・表彰
市立小・中・中等教育学校の児童生
徒が、書くことを通して自分自身
を見つめ、人権の意義・内容や重要
性への理解を深め、同和問題をは
じめとする様々な人権問題の解決
につながるよう実施しています。

 人権教育推進室
TEL　829-1708

 FAX　829-1989

ボランティア養成講座
読み聞かせや、音訳・点訳・点訳
絵本作成のボランティアの養成講
座を実施しています。

 中央図書館
TEL　871-2100

 FAX　884-5500

孫育て講座
祖父母世代が育児をしていた時に
比べ、現在は子育てに関する情報
が多く、育児方法が大きく変化し
ているため、祖父母手帳を活用し、
現在の育児方法等を学ぶための講
座を実施しています。

 子育て支援政策課
TEL　829-1271

 FAX　829-1960

子育て世代再就職チャレンジ
再就職へ不安のある方からすぐに
でも再就職したい方まで、子育て
世代の多様なニーズや就労意欲等
の段階に応じたセミナー等を通じ
て就労促進を図ります。

 労働政策課
TEL　829-1370

 FAX　829-1944

国際友好フェア
国際交流団体の活動紹介、各国の
物産・食べ物の紹介・販売、ステー
ジでの民族舞踊・音楽の披露、交
流テントでの子ども向け国際交
流・異文化体験イベントを行って
います。

 観光国際課
TEL　829-1236

 FAX　829-1944

博物館ボランティア
主に小学校の体験学習の補助や道
具の扱い方の指導など、博物館の
学校対応事業の補助を行っていま
す。

 博物館
 TEL　644-2322
 FAX　644-2313

コミュニティ・スクール
子どもたちの成長を支え、よりよ
い地域社会の構築に寄与するた
め、学校・家庭・地域が目標やビ
ジョンを共有し連携・協働する「コ
ミュニティ・スクール」を実施し
ています。

 生涯学習振興課
TEL　829-1703

 FAX　829-1989

要約筆記講習会・手話講習会
聴覚障害者の生活及び関連する
福祉制度についての理解と認識
を深めるとともに、日常生活にお
いて必要な手話語彙及び手話表
現技術を習得することを目的と
して、手話通訳者養成講習会等を
開催しています。

 障害支援課
TEL 829-1308

 FAX　829-1981

生涯学習人材バンク
「自分の知識や技能等を教えた
い！」という方を登録・公開し、
講師等を探している方に紹介する
制度です。

 生涯学習振興課
TEL　829-1704

 FAX　829-1989

全ての人が元気に
活躍し続けられる
未来づくりを
進めます

コレクション展
地域ゆかりの作家による作品をは
じめ、「本をめぐるアート」コレ
クションを展示します。

 うらわ美術館
TEL　827-3215

 FAX　834-4327

学びと活動の
循環により、
地域コミュニティ
づくりを進めます

方向性❸

生涯学習ビジョン

学んだことを、地域
づくり、未来づくり
に生かしましょう！

「まちの成長」
（まちづくり）

親の学習事業
気軽に皆さんでおしゃべりしませ
んか。
子育て中の親同士が自分自身や子
育てについて改めて考え、様々な
考えや学びを通して親として成長
することを応援します。

 生涯学習総合センター
TEL　643-5651

 FAX　648-1860

生涯学習相談えらベル
公民館で活動するサークルの会員
募集状況や市内で開催される講
座・イベントなど生涯学習に関す
る情報を提供します。

 生涯学習総合センター
TEL　643-5651

 FAX　648-1860

市民活動サポートセンター
市民や市民活動団体に対し、活動
の場や交流・学習の機会、市民活
動に有益な情報の発信など、多様
な支援を行います。

 市民活動サポートセンター
TEL　813-6400

 FAX　887-0161

子育てサロン
親子で気軽に参加できる遊びの広
場です。子育てサロンでは、皆さ
んと同じ子育て中の方や子育ての
先輩たちが皆さんをお待ちしてい
ます。

 生涯学習総合センター
TEL　643-5651

 FAX　648-1860
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３　さいたま市の生涯学習関連施設

地域住民の皆様が楽しく集い学習できる公民館が、
市内には 60館あります。
様々な講座や文化祭などの事業を行ったり、多くの
団体・サークルが公民館で活動したりしています。

知りたいにこたえます
図書館では本を借りるだけでは
なく、「〇〇について知りたい」
という時の調べもののお手伝い
もしています。
もしも、読みたい本がさいたま
市の図書館にない場合は、市内
在住の方なら県内の市町村立図
書館や全国の図書館から取り寄
せることもできます。図書館は、
知りたい、学びたいという人を
サポートします。

さいたま市民は本が好き！
さいたま市の人口１人あたりの貸出数は 5.7 点で、
政令指定都市で第１位です。（令和 2年度）
市内には分館も含め 25 の図書館があり、身近に図書
館があることがたくさんの利用につながっています。
生活の中でちょっと何か調べたい時、仕事に役立つ
本を探したい時、趣味の知識を深めたい時、図書館
はきっと役に立つはずです。

「楽しむ」「参加する」
図書館では子ども向けのお話会
や、一般向けの講座・講演会、
映画会などのイベントも開催し
ています。また、絵本の読み聞
かせや、図書修理、本の音訳・
点訳など、たくさんのボランティ
アの方が活躍しています。イベ
ントやボランティアに参加する
のも、図書館の楽しみ方のひと
つです。

身近な生涯学習施設として 60館の公民館があります。

学習情報の提供なども行なっておりますので、ぜひ、地域の公民館へ足をはこんでみてください！

博物館では、それぞれ特色をもった展示や事業を行っています。

青少年宇宙科学館は、宇宙や科学に対する興味・関心を深めることができる
施設です。

公民館

うらわ美術館では、地域ゆかりの作家と本をめぐるアートという
二つの収集方針に基づいて美術作品の収集活動を行っています。うらわ美術館

博物館

人権教育集会所

図書館

青少年宇宙科学館

公民館に関するお問い合わせ　　生涯学習総合センター　TEL 048-643-5651 FAX 048-648-1860

図書館に関するお問い合わせ　　中央図書館　TEL 048-871-2100 FAX 048-884-5500

うらわ美術館に関するお問い合わせ　　うらわ美術館　TEL 048-827-3215 FAX 048-834-4327

青少年宇宙科学館に関するお問い合わせ　　青少年宇宙科学館　TEL 048-881-1515 FAX 048-882-9702

博物館に関するお問い合わせ　　さいたま市立博物館　TEL 048-644-2322 FAX 048-644-2313

浦和くらしの博物館
民家園（緑区）
TEL　048-878-5025

さいたま市立博物館（大宮区）
TEL　048-644-2322

旧坂東家住宅
見沼くらしっく館（見沼区）
TEL　048-688-3330

さいたま市立
浦和博物館（緑区）
TEL　048-874-3960

五反田会館
TEL 0 4 8 - 6 8 4 - 2 5 7 4

鹿室南集会所
TEL 0 4 8 - 7 9 4 - 0 5 3 6

岩槻藩遷喬館（岩槻区）
TEL　048-757-5110

岩槻郷土資料館（岩槻区）
TEL　048-757-0271

鴻沼資料館（桜区）
TEL　048-878-5025（民家園）

与野郷土資料館（中央区）
TEL　048-714-5471

旧高野家離座敷（緑区）
TEL　048-878-5025（民家園）

他、各博物館へ

他、各公民館へ

他、各図書館へ

「人づく
り」

「つなが
りづくり

」

「地域づ
くり」

さいたま市WEBサイト「生涯学習総合センター・公民館」

地域ゆかりの作家

高田誠「桐の咲ける風景」1933 年

ウィリアム･モリス他
「ジェフリー・チョーサー作品集」1896 年

本をめぐるアート

このページで紹介している施設以外にも、市内には美術館やコミュニティセンター、体育
施設や文化施設など、様々な生涯学習関連施設があります。市のウェブサイトなどでご確
認の上、どうぞお出かけください。

見て、ふれて、考えて　チャレンジできる科学館

人権教育集会所に関するお問い合わせ　　人権教育推進室　TEL 　048-829-1708 FAX 　048-829-1989
他、各人権教育集会所へ
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３　さいたま市の生涯学習関連施設
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TEL　048-878-5025（民家園）

与野郷土資料館（中央区）
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気軽に集い、ふれあい、交流ができる、それがコミュニティセンターの魅力です。
各コミュニティセンターでは、文化・芸術にふれあえる多彩な講座、無料で楽
しめるコミセンまつりや音楽コンサートなどが開催されています。
皆様！ぜひお越しください。

コミュニティ施設
世界で初めての公立の盆栽美術館です。
盆栽庭園には、約 60点の盆栽を展示しています。

大宮盆栽美術館

日本で初めての公立の人形博物館です。
人形とそれに関する資料の保存収集と調査研究にもとづき、展覧会や講座、
ワークショップなどの活動を通じ、人形文化の魅力を発信しています。

岩槻人形博物館

文化施設は、音楽会や演劇、講演会、式典など、多彩な催し物の会場として、また集会な
どにご利用いただけます。

文化施設

市民が生涯にわたりスポーツに親しめる場所や機会を提供しています。市立体育館

コミュニティ施設に関するお問い合わせ　　コミュニティ推進課　TEL 048-829-1067 FAX 048-829-1969

大宮盆栽美術館に関するお問い合わせ　　大宮盆栽美術館　TEL 048-780-2091 FAX 048-668-2323

岩槻人形博物館に関するお問い合わせ　　岩槻人形博物館　TEL 048-749-0222 FAX 048-749-0225

文化施設に関するお問い合わせ　　文化振興課他、各文化施設へ TEL 048-829-1227 FAX 048-829-1996

市立体育館に関するお問い合わせ　　スポーツ振興課へ　TEL 048-829-1729 FAX 048-829-1996

岩槻人形博物館　外観

盆栽庭園

五葉松　銘「日暮し」 大宮盆栽美術館　外観

ギャラリー

埼玉の人形作り コレクション展示　日本の人形

古今雛　江戸時代　当館蔵 御所人形　つくね　江戸時代　当館蔵 ワークショップ等の様子（絵付け）
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　講座・イベント及び団体・サークル情報の検索機能など生涯学習に関する様々な情報を取得し、

また発信することができる「さいたま市生涯学習情報システム」をぜひご利用ください。

管理者からの重要なお知らせ
生涯学習やシステムに関する重要なお知
らせを掲載します。（特にない場合は表
示されません。）

検索機能の強化
「講座・イベント」、「出前講座」、「人材バンク」、「団
体・サークル」の情報を素早く検索できます。
また、「ライフステージ別」や「施設別」等の検
索もできるようになりました。

人材バンク検索
学習成果や能力を活かし、講師等として活動で
きる方の情報を公開します。講座のインターネット申込

あらかじめ利用者登録を行うことで、
一部の講座についてインターネットから
講座申込が可能です。 団体情報の機能充実

あらかじめ団体登録を行うことで、マイページ（ブ
ログ）の作成など情報発信機能を利用できます。

ピックアップ情報
市がPRしたいことやイベントの情報等を掲載し
ます。 さいたま市生涯学習情報システム

こちらからもアクセスできます。

さいたま市ホームページからのアクセス方法

さいたま市生涯学習情報システム

URL　https://gakushu.city.saitama.jp/

4　インターネットシステム

さいたま市ホームページの
「施設を予約する」

さいたま市公共施設予約システム
（かんたん画面）

さいたま市生涯学習情報システム

ボランティアシティさいたまWEB
さいたま市が実施している事業にボランティアとして参加してみたいとい
う市民の皆様の利便性を高めるために、ボランティアシティさいたまＷＥＢ
（愛称：ぼらたま）を開設しています。

り・とらいふWEB
定年後や子育てが一段落したあとの人生「セカンドライフ」を応援するWEB
サイトを開設しています。50歳以上の市民を対象にボランティア、
求人、地域団体、イベント等の情報を発信しています。

さいたま市市民活動サポートセンター
市民活動を行っている団体や、これから地域で活動を始めたいと思っている
市民を応援するための施設です。市民活動のためのイベントやセミナーが行
われたり、市民活動のための情報が整えられています。

さいたま市シニアユニバーシティ
60歳以上の方を対象に、一般教養やシニアに必要なさまざまな知識を楽し
く学べる講座を開講しています。健康増進や生きがいづくりだけでなく、仲
間づくりもできる教育プログラムです。

さいたま子育てWEB
子育てをしている方やこれから子育てをする方、子育てを応援している方の
ためのサイトです。子育てに関する制度をはじめ、地域活動情報、育児サーク
ル、イベントなどの情報を提供しています。

さいたま市公共施設予約システム
さいたま市内の公共施設を予約するためのシステムです。
公民館やスポーツ施設、文化・コミュニティ施設などの予約ができます。

さいたま市食育・健康なび
食育と健康づくりに関する情報を提供するサイトです。
毎日の大切な食生活、食の安全等を含めた総合的な情報や、健康づくりに役
立つ情報等を発信しています。

こちら

こちら

こちら

こちら

こちら

こちら

こちら
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Q

Q

Q

さいたま市立の全ての学校で
コミュニティ・スクールがはじまりました！

～  学校づくり・地域づくりの可能性が広がります～

コミュニティ・スクールって何？
「学校運営協議会」を設置した学校のことだよ。
学校運営協議会では、地域住民や保護者の代表の方々が、教育の当事者となって学校運営や学校への支援につい
て、子ども達のために話合いをするんだ。地域住民や保護者の方々の意見が学校運営に反映されることで、地域
に根差した特色ある学校づくりが進んでいくよ。それは、地域の未来を担う人づくりや未来の地域づくりにつな
がるんだよ。

学校にはチャレンジスクールや交通安全、読み聞かせなどボランティアさんがたくさん
来てくれているけど、コミュニティ・スクールになると何が変わるの？
さいたま市では、毎年約３万人を超えるボランティアさんがスクールサポートネットワーク＊の
一員として学校を支援してくれているんだ。これからは、学校運営協議会で話し合われた目標や
ビジョンを実現するために、力を合わせて協働していくことになるから、学校・地域の学びがさ
らに充実するんだよ。

コミュニティ・スクールになるとどんな効果があるの？
コミュニティ・スクールは、学校と子どもを中心として、できるだ
け多くの人がつながり、自分の経験や知識を生かすことで学校や地
域を元気にする仕組みなんだよ。だから、次のような効果が期待さ
れているよ。

  　では、学校運営協議会でどのようなことが話し合われているか、見てみよう。

会　長　　どのような子ども達に育ってほしいですか。

住　民A　大きな声であいさつができる子に育ってほしいな。

保護者A　知らない人にあいさつさせるのは不安があるわ。

住　民 B 大人があいさつできないと、子どももあいさつしな
いのでは。

校　長　　あいさつするためには、コミュニケーション力や相手を思う気持ちなどが大切ですね。

住　民C　あいさつができる子どもが育った地域は、顔見知りが増えて、防犯や防災に強く、
安全で安心して暮らせる地域になるね。

会　長　　では、学校、地域、家庭でどのような仕掛けをつくればよいか、知恵を出し合い
　　　　　ましょう。

児童生徒には・・・
●　学校内外の学習環境がより豊かになります。
●　地域への愛着が芽生え、地域の担い手として
の自覚が生まれます。

●　多くの大人の姿をモデルとし、自分たちが学
んだことを生かして生活や地域の課題を解決
しようとします。

保護者には・・・
● 学校や子どもを核としてつながった保護者
同士や、地域の人達との絆が、多くの人に
見守られて子育てをしているという安心感
を与えてくれます。

● 学校や地域への理解が深まり、愛着が高ま
ります。

学校（教職員）には・・・
●　地域住民や保護者の理解と信頼を得て、
充実した学校運営が実現します。

●　子どもの成長に対する責任を分かち合い、
役割分担が適切に図られることで、教職
員が子どもと向き合う時間の確保につな
がります。

地域住民には・・・
●　学校に地域の人々が集い話し合い、共に
課題解決に取り組むことで緩やかなネッ
トワークがつくられ、地域全体の活性化
につながります。

● 学校や子どもを核としてつながった仲間
や団体同士の活動が、地域の人々に安心
感と生きがいを与えます。

「未来の学校・地域」

私の住む地域で、未来を担う子ども達のために、全ての大人達が教育に対して本気で向き合う、試みが始まった。
　そのために、大人達は学校に集いつながり、本音で意見を出し合い、時にはぶつかり合い、新しい価値を創造
しながら、学校、家庭、地域の課題解決の方向性を見出していく。抱える課題はそれぞれに多様だから、マニュ
アルなどは見当たらない。だからとても難しいことのように思うが、大人達は自分の人生経験や得意分野を生か
し、できるだけ多くの人々の参画を得て協働していく。子ども達は、果敢に課題解決に挑戦しているそんな大人
達の真剣な姿を見て、自分たちも未来のために何ができるだろうか考え、課題解決に向けて動き出す。
　このように、学校を舞台として、学び合い支え合いつながることで、学校や家庭、地域に幸せがあふれ、それ
が幾重にも輪になって住んでいるまちが輝いていく。
　目の前の「協働」という一歩は、時を超えて未来への大きな一歩へとつながり、全ての人が豊かな人生を送る
ことができる地域社会を築いていく。学校は、子どもの学びの場であるだけでなく、大人の学びの場ともなって
いくのだ。
　コミュニティ・スクールはそんな未来をつくる重要な鍵となるかもしれない。
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●　学校や地域で活躍している大人と交流し、自分もああなりたい、真似してみたいと思うことがある。

●　学校や地域の役に立ちたい。

■　そう思う　　■　ややそう思う　　■　どちらともいえない　　■　あまりそう思わない　　■　そう思わない

コミュニティ・スクールを中心に、学校や地域の大人と
子どもがつながることで、学校づくりや地域づくりの可
能性が広がってくるよ。
さいたま市では、コミュニティ・スクールが
成長していく姿を描いた「さいたま市コミュ
ニティ・スクール成長モデル」を作成したん
だよ。その中にコミュニティ・スクールを進
める大切さを「未来の学校・地域」という物
語で伝えているので紹介するね。

学校のことだけじゃなく、地域のことや、子ど
もから大人達のことまで話し合われていてびっ
くりした。これから、学校や地域が変わってい

くかもしれないね。
楽しみだな！自分達
も学校や地域のため
に何ができるか考え
てみるよ。

＊「スクールサポート
ネットワーク（地域学校
協働本部）〈SSN〉」とは、
地域の高齢者、成人、学
生 、 保護者 、 P T A 、
NPO、民間企業、団体・
機関など、より幅広い地
域住民等が参画し、「緩
やかなネットワーク」を
形成することにより、地
域全体で未来を担う子ど
もたちの成長を支え、地
域を創生する「地域学校
協働活動」を推進するた
めの体制です。

さいたま市コミュニティ・スクール実施校／準備校比較
令和３年度「さいたま市コミュニティ・スクールに関するアンケート調査」結果より一部抜粋
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見守られて子育てをしているという安心感
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　このように、学校を舞台として、学び合い支え合いつながることで、学校や家庭、地域に幸せがあふれ、それ
が幾重にも輪になって住んでいるまちが輝いていく。
　目の前の「協働」という一歩は、時を超えて未来への大きな一歩へとつながり、全ての人が豊かな人生を送る
ことができる地域社会を築いていく。学校は、子どもの学びの場であるだけでなく、大人の学びの場ともなって
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もから大人達のことまで話し合われていてびっ
くりした。これから、学校や地域が変わってい
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HPはコチラ

HPはコチラ

HPはコチラ

１　専門的な学び
さいたま市では皆様の学習ニーズに応じて、高度で質の高い学びができるよう、
様々な講座を実施しています。

大学公開講座
大学の持つ機能を地域に開放し、地域と大学の連携を図るとともに、市民の持つ高度かつ専門的な学

習意欲にこたえるために、市内及び近隣の大学等に委託して、大学公開講座を開催しております。

公開講座実施大学 ※新型コロナウイルス感染症の影響により、実施しない大学もございます。

● 浦和大学　● 国際学院埼玉短期大学　● 埼玉大学　● 聖学院大学　● 目白大学

問合せ先　　生涯学習振興課　TEL 048-829-1704 FAX 048-829-1989

さいたま市民大学
市民の方々の高度で専門的かつ多様な学習要求に応えるとともに、自発的な学習活動を促し、豊かな

生涯学習社会を築くことを目的として、さいたま市民大学を開設しています。
 大学教授や各分野の専門家が講師を務めるほか、市内で活動するサークル等と連携して行う講座も
あります。

主なコース（講座）

● 教養に関するコース
● ビジネスに関するコース
● 市民（団体）が企画するコース
● パソコンに関するコース
● 科学、歴史、美術、文学に関するコース
  など

問合せ先　　生涯学習総合センター　TEL 048-643-5651 FAX 048-648-1860

さいたま市シニアユニバーシティ
市内在住の 60歳以上の方を対象として、1年制の大学（教養課程）及び大学院（教養課程・専修課程）

のカリキュラムからなる「さいたま市シニアユニバーシティ」事業を行っています。
シニアユニバーシティでは 1 年間の講義を通じて、心身の健康増進、地域での仲間づくり、生きがい
づくりを目指し、また、地域社会でご活躍いただける人材の育成に取り組んでいます。

令和 4年度開催校

大　学 岩槻校、北浦和校、大宮校、中央校、東浦和校、北大宮校

大学院（教養課程） 岩槻校、北浦和校、大宮校、中央校、東浦和校、北大宮校

大学院（専修課程） 福祉専修科、音楽専修科、ＩＣＴ専修科　
※令和 4年度募集は終了しています。令和 5年度の募集は令和 5年 1～ 2月頃を予定しております。
※高齢者の学びや集いの場として実施するもので、学校教育法に定められた大学の聴講や単位取得はできません。

問合せ先　　高齢福祉課 セカンドライフ支援センター
　　　　　 TEL 048-881-8627 FAX 048-881-8637

施設名 タイトル 内　　容

博物館

おうちミュージアム 児童生徒がおうちで楽しめるように、「わりばし鉄砲をつくろう」「まんげきょうをつくろう」など
様々なコンテンツをHPで公開。Twitterでは、画像や動画を配信。

スタディミュージアム クイズやワークシートなど、小中学生の子どもたちがおうちで楽しく学習できるアイデアをHPで
公開。

エア博物館 Twitter上でさいたま市の博物館を楽しめるように、博物館の収蔵品や企画展情報について、画像と
解説を情報配信。

与野郷土資料館クイズ 与野郷土資料館の見所をいち早く紹介するクイズを公開しています。

うらわ
美術館 おうちで美術鑑賞！ おうちにいながら美術鑑賞ができるコンテンツ。作品を見ながらできる「鑑賞ゲーム」や、すぐに取

り組める「鑑賞ワークシート」をHPで公開。

青少年
宇宙科学館

青少年宇宙科学館「科学戦隊さいレンジャー」
のワクワクサイエンスボックス

科学館のキャラクター「科学戦隊さいレンジャー」が、おうちでできる簡単な実験やものづくりを楽
しく紹介。科学館HPで公開。

宇宙劇場「ベビー＆キッズ劇場」
さいたま市宇宙劇場の大人気イベント「はじめてのプラネタリウム　ベビー＆キッズ劇場　オンライ
ン特別版」の動画を配信。
家族で楽しめるプラネタリウムコンテンツ。

図書館

小中高生必見！「読書応援コンテンツ」
（児童向け）／（生徒向け）

児童向け：本を簡単に探せる「こどもの本のページ」をHPで公開。
生徒向け：ビブリオバトル、高校生POPを紹介する「10代のページ」をHPで公開。

としょ丸遊戯道場にちょうせん！ 「としょ丸しんぶん」に掲載したクロスワードパズルや、まちがいさがしなど、おうちで楽しめるコン
テンツをHPで公開。

「本は王さま」おすすめの本 さいたま市図書館員おすすめの児童書ブックリスト「本は王さま」で過去に紹介した本36タイトル
を電子書籍で読むことができます。

としょ丸チャンネル 図書館のひみつやお仕事体験、おうちでできる工作など、動画や画像で配信。

文化財保護課
めざせ！さいたま考古マスター！ さいたま市の遺跡から発掘した縄文時代や平安時代などの出土品の写真を見て答える「おもしろク

イズ」をHPで公開。

深掘り文化財 真福寺貝塚、見沼通船堀、岩槻城跡などの指定文化財を詳しく解説。

施設名 タイトル 内　　容

博物館
岩槻郷土資料館展示web解説 岩槻郷土資料館の主な展示資料について、web上で解説をしています。

与野郷土資料館展示web解説 与野郷土資料館の主な収蔵資料について、web上で解説をしています。

うらわ
美術館

うらわ美術館の萌芽
開館当時の収蔵品紹介

2020年開館20周年を迎えた節目に併せ、開館の年に発行された「うらわ美術館ニュース01（創刊
号）」の収蔵品紹介コーナーを再録します。20年の時を経てもなお情報が色褪せない収蔵品の解説
は、市民の方々からもう一度読みたいとの声がたびたび寄せられています。ぜひこの機会に、開館当
時へと思いを馳せながらお楽しみください。

公民館 e公民館
「e公民館」は自宅において学習できる様々なコンテンツを動画などでお届けする情報配信サイトです。
現在、「おうち時間でみそをつくろう！」「Wordでチラシ作成講座」などのコンテンツを公開してい
ます。今後も全ての公民館60館で作成した魅力あるコンテンツを順次公開します。

図書館
さいたま市図書館オリジナル
「地域もの知りけんてー」

さいたま市図書館には各地域の特色ある文化・伝統・自然環境など地域の宝ともいえる情報を集めた
「地域資料コーナー」があります。ここでは、さいたま市図書館の地域学習資源を題材に図書館オリジ
ナル「地域もの知りけんてー」を公開しますので、ぜひ挑戦してください。

さいたま市図書館「コロナ情報館」 さいたま市、埼玉県、国などから発信している新型コロナウイルス関連情報を10の項目に整理した
リンク集です。

青少年
宇宙科学館

若田名誉館長に続け！
「宇宙のまち　さいたま」

若田名誉館長率いる青少年宇宙科学館がくり出す「宇宙のまち　さいたま」のコンテンツです。科学
指導員が身近な宇宙の不思議から専門的な宇宙の魅力までくわしく紹介します。

宇宙劇場「ゆるっとプラネタリウム」 プラネタリウム解説員が、星や宇宙について語るラジオ風の番組を配信します。家でゆったりとくつ
ろぎながら、満天の星を旅してください。

　子どもから大人まで、市民の皆様が「いつでも」「どこでも」「何度でも」学ぶことができるよう、さいたま市ではオンラインによる生涯
学習コンテンツを配信しています。さいたま市の生涯学習施設で働く専門家と各職員が作成しています。ぜひ、覗いてみてくださいね。

子どもたちが簡単にアクセスできるように生涯学習関連施設が作成するコンテンツを
パッケージ化して発信しています。

市内の生涯学習施設が持つ魅力あふれる学習資源等を、市民の皆様方に提供できるよう
発信しています。
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１　専門的な学び
さいたま市では皆様の学習ニーズに応じて、高度で質の高い学びができるよう、
様々な講座を実施しています。

大学公開講座
大学の持つ機能を地域に開放し、地域と大学の連携を図るとともに、市民の持つ高度かつ専門的な学
習意欲にこたえるために、市内及び近隣の大学等に委託して、大学公開講座を開催しております。

公開講座実施大学 ※新型コロナウイルス感染症の影響により、実施しない大学もございます。

● 浦和大学　● 国際学院埼玉短期大学　● 埼玉大学　● 聖学院大学　● 目白大学

問合せ先　　生涯学習振興課　TEL 048-829-1704 FAX 048-829-1989

さいたま市民大学
市民の方々の高度で専門的かつ多様な学習要求に応えるとともに、自発的な学習活動を促し、豊かな
生涯学習社会を築くことを目的として、さいたま市民大学を開設しています。
 大学教授や各分野の専門家が講師を務めるほか、市内で活動するサークル等と連携して行う講座も
あります。

主なコース（講座）

● 教養に関するコース
● ビジネスに関するコース
● 市民（団体）が企画するコース
● パソコンに関するコース
● 科学、歴史、美術、文学に関するコース
  など

問合せ先　　生涯学習総合センター　TEL 048-643-5651 FAX 048-648-1860

さいたま市シニアユニバーシティ
市内在住の 60歳以上の方を対象として、1年制の大学（教養課程）及び大学院（教養課程・専修課程）
のカリキュラムからなる「さいたま市シニアユニバーシティ」事業を行っています。
シニアユニバーシティでは 1 年間の講義を通じて、心身の健康増進、地域での仲間づくり、生きがい
づくりを目指し、また、地域社会でご活躍いただける人材の育成に取り組んでいます。

令和 4年度開催校

大　学 岩槻校、北浦和校、大宮校、中央校、東浦和校、北大宮校

大学院（教養課程） 岩槻校、北浦和校、大宮校、中央校、東浦和校、北大宮校

大学院（専修課程） 福祉専修科、音楽専修科、ＩＣＴ専修科　
※令和 4年度募集は終了しています。令和 5年度の募集は令和 5年 1～ 2月頃を予定しております。
※高齢者の学びや集いの場として実施するもので、学校教育法に定められた大学の聴講や単位取得はできません。

問合せ先　　高齢福祉課 セカンドライフ支援センター
　　　　　 TEL 048-881-8627 FAX 048-881-8637

施設名 タイトル 内　　容

博物館

おうちミュージアム 児童生徒がおうちで楽しめるように、「わりばし鉄砲をつくろう」「まんげきょうをつくろう」など
様々なコンテンツをHPで公開。Twitterでは、画像や動画を配信。

スタディミュージアム クイズやワークシートなど、小中学生の子どもたちがおうちで楽しく学習できるアイデアをHPで
公開。

エア博物館 Twitter上でさいたま市の博物館を楽しめるように、博物館の収蔵品や企画展情報について、画像と
解説を情報配信。

与野郷土資料館クイズ 与野郷土資料館の見所をいち早く紹介するクイズを公開しています。

うらわ
美術館 おうちで美術鑑賞！ おうちにいながら美術鑑賞ができるコンテンツ。作品を見ながらできる「鑑賞ゲーム」や、すぐに取

り組める「鑑賞ワークシート」をHPで公開。

青少年
宇宙科学館

青少年宇宙科学館「科学戦隊さいレンジャー」
のワクワクサイエンスボックス

科学館のキャラクター「科学戦隊さいレンジャー」が、おうちでできる簡単な実験やものづくりを楽
しく紹介。科学館HPで公開。

宇宙劇場「ベビー＆キッズ劇場」
さいたま市宇宙劇場の大人気イベント「はじめてのプラネタリウム　ベビー＆キッズ劇場　オンライ
ン特別版」の動画を配信。
家族で楽しめるプラネタリウムコンテンツ。

図書館

小中高生必見！「読書応援コンテンツ」
（児童向け）／（生徒向け）

児童向け：本を簡単に探せる「こどもの本のページ」をHPで公開。
生徒向け：ビブリオバトル、高校生POPを紹介する「10代のページ」をHPで公開。

としょ丸遊戯道場にちょうせん！ 「としょ丸しんぶん」に掲載したクロスワードパズルや、まちがいさがしなど、おうちで楽しめるコン
テンツをHPで公開。

「本は王さま」おすすめの本 さいたま市図書館員おすすめの児童書ブックリスト「本は王さま」で過去に紹介した本36タイトル
を電子書籍で読むことができます。

としょ丸チャンネル 図書館のひみつやお仕事体験、おうちでできる工作など、動画や画像で配信。

文化財保護課
めざせ！さいたま考古マスター！ さいたま市の遺跡から発掘した縄文時代や平安時代などの出土品の写真を見て答える「おもしろク

イズ」をHPで公開。

深掘り文化財 真福寺貝塚、見沼通船堀、岩槻城跡などの指定文化財を詳しく解説。

施設名 タイトル 内　　容

博物館
岩槻郷土資料館展示web解説 岩槻郷土資料館の主な展示資料について、web上で解説をしています。

与野郷土資料館展示web解説 与野郷土資料館の主な収蔵資料について、web上で解説をしています。

うらわ
美術館

うらわ美術館の萌芽
開館当時の収蔵品紹介

2020年開館20周年を迎えた節目に併せ、開館の年に発行された「うらわ美術館ニュース01（創刊
号）」の収蔵品紹介コーナーを再録します。20年の時を経てもなお情報が色褪せない収蔵品の解説
は、市民の方々からもう一度読みたいとの声がたびたび寄せられています。ぜひこの機会に、開館当
時へと思いを馳せながらお楽しみください。

公民館 e公民館
「e公民館」は自宅において学習できる様々なコンテンツを動画などでお届けする情報配信サイトです。
現在、「おうち時間でみそをつくろう！」「Wordでチラシ作成講座」などのコンテンツを公開してい
ます。今後も全ての公民館60館で作成した魅力あるコンテンツを順次公開します。

図書館
さいたま市図書館オリジナル
「地域もの知りけんてー」

さいたま市図書館には各地域の特色ある文化・伝統・自然環境など地域の宝ともいえる情報を集めた
「地域資料コーナー」があります。ここでは、さいたま市図書館の地域学習資源を題材に図書館オリジ
ナル「地域もの知りけんてー」を公開しますので、ぜひ挑戦してください。

さいたま市図書館「コロナ情報館」 さいたま市、埼玉県、国などから発信している新型コロナウイルス関連情報を10の項目に整理した
リンク集です。

青少年
宇宙科学館

若田名誉館長に続け！
「宇宙のまち　さいたま」

若田名誉館長率いる青少年宇宙科学館がくり出す「宇宙のまち　さいたま」のコンテンツです。科学
指導員が身近な宇宙の不思議から専門的な宇宙の魅力までくわしく紹介します。

宇宙劇場「ゆるっとプラネタリウム」 プラネタリウム解説員が、星や宇宙について語るラジオ風の番組を配信します。家でゆったりとくつ
ろぎながら、満天の星を旅してください。

　子どもから大人まで、市民の皆様が「いつでも」「どこでも」「何度でも」学ぶことができるよう、さいたま市ではオンラインによる生涯
学習コンテンツを配信しています。さいたま市の生涯学習施設で働く専門家と各職員が作成しています。ぜひ、覗いてみてくださいね。

子どもたちが簡単にアクセスできるように生涯学習関連施設が作成するコンテンツを
パッケージ化して発信しています。

市内の生涯学習施設が持つ魅力あふれる学習資源等を、市民の皆様方に提供できるよう
発信しています。
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④ 条件等直接交渉し、学習活動実施

３　さいたま市生涯学習人材バンク
　「自分の知識や技能等を教えたい！」という方を登録・公開し、講師
等を探している方に紹介する制度です。

利用の流れ

生涯学習人材バンクを利用しませんか

〇〇を教わりたいなぁ・・

ご利用ください。

利用希望者 登録者

生涯学習振興課

〇〇を教えます！

① 登録者紹介の依頼
利用希望者（個人または団体・グループ）が、市ホームページ（生涯学習情報システム）から依頼し
たい登録者を探し、生涯学習振興課へ連絡し、紹介を依頼します。

② 意向確認
生涯学習振興課が利用希望者の依頼内容を確認し、登録者へ連絡します。

③ 登録者紹介
登録者が依頼内容について了解したら、生涯学習振興課はその旨を利用希望者へ伝え、利用希望者は
生涯学習振興課へ利用申込書を提出します。また、生涯学習振興課は利用者へ講師の連絡先を伝えます。

④ 学習活動の実施
利用希望者と登録者で直接相談し、内容や条件を決めて、学習活動を実施します。

⑤ 報告書の提出
終了後、利用者・登録者がそれぞれ報告書を生涯学習振興課へ提出します。

①
登録者
紹介の依頼

②
意向
確認

③
登録者
紹介 ⑤

報告書
提出

⑤
報告書
提出

問合せ先　　生涯学習振興課　　TEL 048-829-1704 FAX 048-829-1989

登録No. 登録名 テーマ 対象者 謝礼 オンライン

子

育

て
・
家

庭

教

育

26035 山口　仁 早いが肝心！学習習慣の仕組み作り 成人一般 有償

26041-1 栗原　保 子育て・家庭教育支援 限定なし 有償

26043-2 川本　亨二 家庭の子育て力を考える 限定なし 無償

28010-2 渋沢　典子 ベビーマッサージ・ベビーヨガレッチ 成人一般｜高齢者 有償 ○

28010-6 渋沢　典子 ベビーマッサージ入門 成人一般｜高齢者 有償 ○

28010-8 渋沢　典子 脳トレクイズや運動では足りない！？プラス最新の栄養学で認知症を予防！！ 限定なし 有償 ○

28012 田村　かなめ 教育コーチング（パパ・ママコーチング）セミナー 成人一般 有償

28047 小宮　るり子 子育ての応援 乳幼児｜成人一般 有償

28058-3 柴　春美 「卓育」－食事の大切さ、食文化、テーブルマナーを楽しく学びます－ 乳幼児｜児童・生徒 有償 ○

29024-1 本田　洋治郎 子どもを伸ばす親の支援のあり方 その他（教職員・保護者・教職を目指す学生等） 要相談 ○

30005 石田　美枝 子育て世代の家族栄養学 限定なし 有償

30009-3 飯田　陽子 子育てハッピーセミナー 成人一般｜高齢者 要相談

31013 松岡　千恵 就活での面接に自信をつけよう 限定なし 有償 ○

31040 大熊　江美子 生きる力をはぐくむ親子の片づけ 限定なし 有償 ○

33003 髙橋　葉子 夢目標の実現～脳の使い方で人は変わるメンタルアップ術～ 限定なし 有償 ○

33007 諏訪部　城 キッズマネースクール～はたらくってなーに～ 児童・生徒｜成人一般 無償 ○

33024 塩川　愛 タッチケア・ベビーマッサージ その他 有償

33031-4 土谷　久美子 子どものやる気を引き出す「魔法のしつもん講座」 成人一般 要相談 ○

34001-7 石井　勇 楽しい子育てのコツ～子育て中のお父さん、お母さんへ～ 成人一般｜高齢者｜その他 無償

34001-8 石井　勇 エンジョイライフ・ハピーライフ！人生を健康で、元気で、心豊かに生きるコツ 成人一般｜高齢者｜その他 無償

34002 松山　基子 心に寄り添う整理収納 成人一般｜高齢者 有償 ○

親

子

活

動
・
子

ど

も

講

座

26045-1 村田　利美子 親子リトミック体操 限定なし 要相談

27013 中西　順一 2才からのキッズサッカー（サッカーを通じて運動神経向上と子ども、親子の交流） 乳幼児｜児童・生徒 有償

27021-1 松島　園子 ベビーリトミック　赤ちゃんとママの小さな音楽会 乳幼児 要相談 ○

27032 菅原　博子 親子英語リトミック 乳幼児 有償 ○

28019 胡糸（生地　由起子） 楽しみながら「生きる力」を育もう！！ 乳幼児｜児童・生徒 有償 ○

28020 朝香　裕子　 親子で一緒にハワイアンリトミック 乳幼児｜その他 要相談

28045 大木　武昭 サイエンスで楽しく学ぶ 児童・生徒 有償

28056-1 鈴木　恵子 キッズダンス 児童・生徒 有償

29007-1 柏谷　英一 小学生（中学生も可）プログラミング講座（ロボットを動かしてみよう） 児童・生徒 有償

29024-2 本田　洋治郎 将棋を通して、「集中力」「考える力」「礼儀・思いやり」を育てよう 児童・生徒 要相談 ○

29031 大山　かおる 赤ちゃんと一緒にエクササイズ　ベビーダンス その他 有償 ○

29042 野村　和子 英語を学ぶ事により自分に自信のある子を育てる 乳幼児｜児童・生徒 有償

30009-2 飯田　陽子 アンガーマネジメントキッズ講座 児童・生徒 有償

31019 清水　龍郎 親子・孫で楽しめる本格的科学実験工作教室 児童・生徒｜成人一般｜高齢者｜その他 有償

31041-4 関　羅夢 キャンドルづくり 限定なし 有償

31042 高橋　司 ビスケットプログラミングで遊ぼう 乳幼児｜児童・生徒 有償

32009 多田　つまき やさしいヨガ、親子ヨガ、ベビー・産後ヨガ 乳幼児｜成人一般｜高齢者 有償 ○

令和 4年 6月１0日現在

20

Ⅱ　
「
学
び
」
の
情
報

3 

さ
い
た
ま
市
生
涯
学
習
人
材
バ
ン
ク



④ 条件等直接交渉し、学習活動実施

３　さいたま市生涯学習人材バンク
　「自分の知識や技能等を教えたい！」という方を登録・公開し、講師
等を探している方に紹介する制度です。

利用の流れ

生涯学習人材バンクを利用しませんか

〇〇を教わりたいなぁ・・

ご利用ください。

利用希望者 登録者

生涯学習振興課

〇〇を教えます！

① 登録者紹介の依頼
利用希望者（個人または団体・グループ）が、市ホームページ（生涯学習情報システム）から依頼し
たい登録者を探し、生涯学習振興課へ連絡し、紹介を依頼します。

② 意向確認
生涯学習振興課が利用希望者の依頼内容を確認し、登録者へ連絡します。

③ 登録者紹介
登録者が依頼内容について了解したら、生涯学習振興課はその旨を利用希望者へ伝え、利用希望者は
生涯学習振興課へ利用申込書を提出します。また、生涯学習振興課は利用者へ講師の連絡先を伝えます。

④ 学習活動の実施
利用希望者と登録者で直接相談し、内容や条件を決めて、学習活動を実施します。

⑤ 報告書の提出
終了後、利用者・登録者がそれぞれ報告書を生涯学習振興課へ提出します。

①
登録者
紹介の依頼

②
意向
確認

③
登録者
紹介 ⑤

報告書
提出

⑤
報告書
提出

問合せ先　　生涯学習振興課　　TEL 048-829-1704 FAX 048-829-1989

登録No. 登録名 テーマ 対象者 謝礼 オンライン

子

育

て
・
家

庭

教

育

26035 山口　仁 早いが肝心！学習習慣の仕組み作り 成人一般 有償

26041-1 栗原　保 子育て・家庭教育支援 限定なし 有償

26043-2 川本　亨二 家庭の子育て力を考える 限定なし 無償

28010-2 渋沢　典子 ベビーマッサージ・ベビーヨガレッチ 成人一般｜高齢者 有償 ○

28010-6 渋沢　典子 ベビーマッサージ入門 成人一般｜高齢者 有償 ○

28010-8 渋沢　典子 脳トレクイズや運動では足りない！？プラス最新の栄養学で認知症を予防！！ 限定なし 有償 ○

28012 田村　かなめ 教育コーチング（パパ・ママコーチング）セミナー 成人一般 有償

28047 小宮　るり子 子育ての応援 乳幼児｜成人一般 有償

28058-3 柴　春美 「卓育」－食事の大切さ、食文化、テーブルマナーを楽しく学びます－ 乳幼児｜児童・生徒 有償 ○

29024-1 本田　洋治郎 子どもを伸ばす親の支援のあり方 その他（教職員・保護者・教職を目指す学生等） 要相談 ○

30005 石田　美枝 子育て世代の家族栄養学 限定なし 有償

30009-3 飯田　陽子 子育てハッピーセミナー 成人一般｜高齢者 要相談

31013 松岡　千恵 就活での面接に自信をつけよう 限定なし 有償 ○

31040 大熊　江美子 生きる力をはぐくむ親子の片づけ 限定なし 有償 ○

33003 髙橋　葉子 夢目標の実現～脳の使い方で人は変わるメンタルアップ術～ 限定なし 有償 ○

33007 諏訪部　城 キッズマネースクール～はたらくってなーに～ 児童・生徒｜成人一般 無償 ○

33024 塩川　愛 タッチケア・ベビーマッサージ その他 有償

33031-4 土谷　久美子 子どものやる気を引き出す「魔法のしつもん講座」 成人一般 要相談 ○

34001-7 石井　勇 楽しい子育てのコツ～子育て中のお父さん、お母さんへ～ 成人一般｜高齢者｜その他 無償

34001-8 石井　勇 エンジョイライフ・ハピーライフ！人生を健康で、元気で、心豊かに生きるコツ 成人一般｜高齢者｜その他 無償

34002 松山　基子 心に寄り添う整理収納 成人一般｜高齢者 有償 ○

親

子

活

動
・
子

ど

も

講

座

26045-1 村田　利美子 親子リトミック体操 限定なし 要相談

27013 中西　順一 2才からのキッズサッカー（サッカーを通じて運動神経向上と子ども、親子の交流） 乳幼児｜児童・生徒 有償

27021-1 松島　園子 ベビーリトミック　赤ちゃんとママの小さな音楽会 乳幼児 要相談 ○

27032 菅原　博子 親子英語リトミック 乳幼児 有償 ○

28019 胡糸（生地　由起子） 楽しみながら「生きる力」を育もう！！ 乳幼児｜児童・生徒 有償 ○

28020 朝香　裕子　 親子で一緒にハワイアンリトミック 乳幼児｜その他 要相談

28045 大木　武昭 サイエンスで楽しく学ぶ 児童・生徒 有償

28056-1 鈴木　恵子 キッズダンス 児童・生徒 有償

29007-1 柏谷　英一 小学生（中学生も可）プログラミング講座（ロボットを動かしてみよう） 児童・生徒 有償

29024-2 本田　洋治郎 将棋を通して、「集中力」「考える力」「礼儀・思いやり」を育てよう 児童・生徒 要相談 ○

29031 大山　かおる 赤ちゃんと一緒にエクササイズ　ベビーダンス その他 有償 ○

29042 野村　和子 英語を学ぶ事により自分に自信のある子を育てる 乳幼児｜児童・生徒 有償

30009-2 飯田　陽子 アンガーマネジメントキッズ講座 児童・生徒 有償

31019 清水　龍郎 親子・孫で楽しめる本格的科学実験工作教室 児童・生徒｜成人一般｜高齢者｜その他 有償

31041-4 関　羅夢 キャンドルづくり 限定なし 有償

31042 高橋　司 ビスケットプログラミングで遊ぼう 乳幼児｜児童・生徒 有償

32009 多田　つまき やさしいヨガ、親子ヨガ、ベビー・産後ヨガ 乳幼児｜成人一般｜高齢者 有償 ○

令和 4年 6月１0日現在

21

Ⅱ　
「
学
び
」
の
情
報

3 

さ
い
た
ま
市
生
涯
学
習
人
材
バ
ン
ク



登録No. 登録名 テーマ 対象者 謝礼 オンライン

親

子

活

動
・
子

ど

も

講

座

32013 小林　文 親子リトミック 乳幼児｜その他 有償

32024 Sayaka 親子バレエ／ベビーバレエ 乳幼児 有償

32026 高原　勇夫 さいたまの大地／親子で楽しむミクロの世界 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

33001 有村　久美子 英語の絵本の読みきかせ 限定なし 無償

33012-1 髙野　千章 はじめての薬膳 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談 ○

33012-2 髙野　千章 米粉パン、米粉料理、米粉のお菓子 児童・生徒｜成人一般 要相談 ○

33019 長崎　元也 パソコン教室 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

33020-2 前川　一美 ハンドトリートメントでタッチケア 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 無償

33020-3 前川　一美 アロマクラフト作成 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 無償

33021 柳原　藤忠 三味線体験とライブ 児童・生徒｜高齢者 無償

G3003-1 特定非営利法人　地域人ネットワーク はじめてみよう！Scratchプログラミング～自由に、楽しく～　※パソコンかタブレット(Android)で 児童・生徒 要相談

G3003-2 特定非営利法人　地域人ネットワーク もっと！Scratchプログラミング～自由に、楽しく～　※パソコンかタブレット（Android）で 児童・生徒 要相談

G-3004 地域ICTクラブさくら ビスケットプログラミング／やさしく楽しいスマホ講座／「Zoom」ミーティング 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談 ○

G-3005 大宮観光ボランティアガイド会 大宮地域の魅力発見 限定なし 有償

G-3006 All Alive Project 埼玉 応用演劇で豊かなコミュニケーションを！ 限定なし 要相談 ○

家

庭

生

活
・
趣

味

26008-3 赤坂　正明 生芋からコンニャクづくり 成人一般｜高齢者 有償

26016 畑　欽也 手作り料理を毎日楽しむ会 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

26019 藤田　孝子 おりがみ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

26025 津軽家　笑介　（加藤　堯） 交通防犯落語を通した講演活動 限定なし 要相談

26026 真木　晶子 みんなで着物を着てみませんか!?　１．あなたもゆかた美人　２．お正月は着物で　３．日本の着物と平安装束 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 無償

26027 原　嘉子 おりがみ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

26030 太田　陽子 帽子の楽しみ方（講演・お話） 児童・生徒｜成人一般 有償

26038 植森　豊子 折紙 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

26049-2 近藤　勇二 居住地における自然災害の可能性と減災について 成人一般 要相談

26059 冨永　豊子 家庭料理教室 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

27002 西澤　章夫 FP（ファイナンシャルプランナー）が語る役に立つ暮らしとお金の知識 成人一般｜高齢者 有償

27008 北沢　正嗣（あやし家　こいつ） 笑って健康　楽しく暮らす 成人一般｜高齢者 有償

27018 小竹　治子 自分の足でトイレに行けて自分で箸を持って長寿を全うするにはどうしたら良いか 高齢者 有償 ○

27024 村岡　竹子 おりがみ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

27027 本間　ゆり 片づけ・整理講座「自分らしくすっきり暮らす！暮らしを豊かにストレスなく片づく仕組み作り」 成人一般｜高齢者 有償

27028 佐藤　正之 我が家のルーツ「戸籍調べ」 成人一般｜高齢者 有償 ○

27045 田村　欣也 健康で長生きするための日常生活 成人一般｜高齢者 無償

27046 天野　行男 エンジョイ・フォトスクール 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

27047 畑　佳一朗 「成年後見制度」の紹介　―ご存知ですか「成年後見制度」― 成人一般｜高齢者 有償

27052 千木良　素之 要介護・認知症・病気入院・薬飲みと無縁なくらし 限定なし 無償

28002 羽成　美知子 似合うピンク色で、スマイル＆ハッピーな毎日を　～カラー診断・プチメイク付き～ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償 ○

28006 市村　のぼる １．人生100年時代の節約術～医療・介護編　２．医療費節約Cafe　３．医療費ゼロの生活習慣 成人一般｜高齢者 無償 ○

28007 尾崎　眞由美 太極（自然界における自然体の体づくり） 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

28016 諸田　悠一 literacy（リテラシー）・統計学 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 無償

28022 田村　恵 はじめてでも大丈夫　アメリカンフラワー・ディップアート教室 児童・生徒｜成人一般 有償

登録No. 登録名 テーマ 対象者 謝礼 オンライン

家

庭

生

活
・
趣

味

28036 花井　誠子 心と体の美容療法 高齢者 有償

28037-2 小熊　恵子 総合料理力 限定なし 有償 ○

28053 渡辺　光代 押し花、レカンフラワーの作品作り 限定なし 要相談

28062 長沼　優子 ホリスティックアロマセラピー入門・体験講座 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

28065 みー先生 みー先生のおかしな世界～お笑い腹話術マジックショー～ 限定なし 無償

29006 中村　俊之 看護と介護（病院と老人ホーム） 成人一般｜高齢者 有償

29006-2 中村　俊之 遺書と遺言（書）とエンディングノート 成人一般｜高齢者 有償

29015-1 井上　照子 食事のマナー　和食 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

29015-2 井上　照子 折形・鶴の箸置き ポチ袋 成人一般 有償

29015-3 井上　照子 道具を使わない着付け 児童・生徒｜成人一般 有償

29016 山口　香央里 1)探し物・時間不足に悩む方必見！オフィス整理術　2）アメリカ発片づけの基本講座 成人一般 有償

29028 土屋　洋子 キッチン収納見直しましょう！！ 成人一般｜高齢者 有償

29037 川島　恵子 キャンドル、ハーバリウムの作成 児童・生徒｜成人一般｜高齢者｜その他 有償

29045 益田　昭吾 簡単な小工作 限定なし 無償

30010 綿貫　智子 笑いヨガ　ラフターヨガ 限定なし 有償

30011 高山　久仁子 やさしいアロマテラピー 成人一般｜高齢者 有償

30012-1 ブンセイ　北上 製作講座 限定なし 無償

30014 加納　正子 帽子を作ろう！ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

30021-2 岡本　薫 ハワイアンアロマ調香講座 成人一般｜高齢者 有償

30025 沼野　富子 健康づくりの食生活 ～どんなものをどのくらい食べたらいいの～ 限定なし 有償

30031 菊地　由莉 アイシングクッキー・マシュマロフォンダント 児童・生徒｜成人一般 要相談

30033 夏越　明美 ミニチュア 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

30038-4 中野　マキー ナチュラルビューティーセラピストがお届けいたします、香りで元気に脳内活性化講座 成人一般｜高齢者 有償

31005 小野寺　千歳 手軽にできる小物類 限定なし 有償

31014 村山　友栄 エディブルフラワー 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

31016 國武　建明 食の未来と健康 限定なし 無償

31018 大津　雅彦 認知症予防／難聴と認知症について 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 無償

31022 重田　健一 野菜、果物と健康生活（野菜、果物摂ってますか？健康生活への道） 成人一般｜高齢者 有償

31031 各務　通子 はじめての家事入門 限定なし 有償 ○

31032 鈴木　ひろ子 DIY講座 限定なし 有償 ○

31034 岡崎　初江 折り紙で脳も元気に 児童・生徒｜高齢者 無償

31035 長島　あき子 健康と食事～五感を使って学ぶ講座～ 限定なし 有償 ○

31041-1 関　羅夢 ハーバリウム 限定なし 有償

31041-2 関　羅夢 チョークアート 限定なし 有償

31043 山口　一夫 ライフデザイン講座 成人一般｜高齢者 要相談

32016-3 坂下　オレナ ロシアの料理”ロシアのお母さんの味” 限定なし 有償

32021 清水　美砂子 眠り上手になるために 成人一般｜高齢者 有償

32023 小牟田　健治 健康講座 限定なし 有償

33004 藤原　美奈子 手芸の押絵 限定なし 有償

33008 酒井　良子 手ごねでパン作り 児童・生徒｜成人一般 有償
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登録No. 登録名 テーマ 対象者 謝礼 オンライン

親
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座

32013 小林　文 親子リトミック 乳幼児｜その他 有償

32024 Sayaka 親子バレエ／ベビーバレエ 乳幼児 有償

32026 高原　勇夫 さいたまの大地／親子で楽しむミクロの世界 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

33001 有村　久美子 英語の絵本の読みきかせ 限定なし 無償

33012-1 髙野　千章 はじめての薬膳 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談 ○

33012-2 髙野　千章 米粉パン、米粉料理、米粉のお菓子 児童・生徒｜成人一般 要相談 ○

33019 長崎　元也 パソコン教室 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

33020-2 前川　一美 ハンドトリートメントでタッチケア 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 無償

33020-3 前川　一美 アロマクラフト作成 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 無償

33021 柳原　藤忠 三味線体験とライブ 児童・生徒｜高齢者 無償

G3003-1 特定非営利法人　地域人ネットワーク はじめてみよう！Scratchプログラミング～自由に、楽しく～　※パソコンかタブレット(Android)で 児童・生徒 要相談

G3003-2 特定非営利法人　地域人ネットワーク もっと！Scratchプログラミング～自由に、楽しく～　※パソコンかタブレット（Android）で 児童・生徒 要相談

G-3004 地域ICTクラブさくら ビスケットプログラミング／やさしく楽しいスマホ講座／「Zoom」ミーティング 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談 ○

G-3005 大宮観光ボランティアガイド会 大宮地域の魅力発見 限定なし 有償

G-3006 All Alive Project 埼玉 応用演劇で豊かなコミュニケーションを！ 限定なし 要相談 ○
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26008-3 赤坂　正明 生芋からコンニャクづくり 成人一般｜高齢者 有償

26016 畑　欽也 手作り料理を毎日楽しむ会 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

26019 藤田　孝子 おりがみ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

26025 津軽家　笑介　（加藤　堯） 交通防犯落語を通した講演活動 限定なし 要相談

26026 真木　晶子 みんなで着物を着てみませんか!?　１．あなたもゆかた美人　２．お正月は着物で　３．日本の着物と平安装束 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 無償

26027 原　嘉子 おりがみ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

26030 太田　陽子 帽子の楽しみ方（講演・お話） 児童・生徒｜成人一般 有償

26038 植森　豊子 折紙 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

26049-2 近藤　勇二 居住地における自然災害の可能性と減災について 成人一般 要相談

26059 冨永　豊子 家庭料理教室 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

27002 西澤　章夫 FP（ファイナンシャルプランナー）が語る役に立つ暮らしとお金の知識 成人一般｜高齢者 有償

27008 北沢　正嗣（あやし家　こいつ） 笑って健康　楽しく暮らす 成人一般｜高齢者 有償

27018 小竹　治子 自分の足でトイレに行けて自分で箸を持って長寿を全うするにはどうしたら良いか 高齢者 有償 ○

27024 村岡　竹子 おりがみ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

27027 本間　ゆり 片づけ・整理講座「自分らしくすっきり暮らす！暮らしを豊かにストレスなく片づく仕組み作り」 成人一般｜高齢者 有償

27028 佐藤　正之 我が家のルーツ「戸籍調べ」 成人一般｜高齢者 有償 ○

27045 田村　欣也 健康で長生きするための日常生活 成人一般｜高齢者 無償

27046 天野　行男 エンジョイ・フォトスクール 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

27047 畑　佳一朗 「成年後見制度」の紹介　―ご存知ですか「成年後見制度」― 成人一般｜高齢者 有償

27052 千木良　素之 要介護・認知症・病気入院・薬飲みと無縁なくらし 限定なし 無償

28002 羽成　美知子 似合うピンク色で、スマイル＆ハッピーな毎日を　～カラー診断・プチメイク付き～ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償 ○

28006 市村　のぼる １．人生100年時代の節約術～医療・介護編　２．医療費節約Cafe　３．医療費ゼロの生活習慣 成人一般｜高齢者 無償 ○

28007 尾崎　眞由美 太極（自然界における自然体の体づくり） 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

28016 諸田　悠一 literacy（リテラシー）・統計学 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 無償

28022 田村　恵 はじめてでも大丈夫　アメリカンフラワー・ディップアート教室 児童・生徒｜成人一般 有償

登録No. 登録名 テーマ 対象者 謝礼 オンライン

家

庭

生

活
・
趣

味

28036 花井　誠子 心と体の美容療法 高齢者 有償

28037-2 小熊　恵子 総合料理力 限定なし 有償 ○

28053 渡辺　光代 押し花、レカンフラワーの作品作り 限定なし 要相談

28062 長沼　優子 ホリスティックアロマセラピー入門・体験講座 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

28065 みー先生 みー先生のおかしな世界～お笑い腹話術マジックショー～ 限定なし 無償

29006 中村　俊之 看護と介護（病院と老人ホーム） 成人一般｜高齢者 有償

29006-2 中村　俊之 遺書と遺言（書）とエンディングノート 成人一般｜高齢者 有償

29015-1 井上　照子 食事のマナー　和食 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

29015-2 井上　照子 折形・鶴の箸置き ポチ袋 成人一般 有償

29015-3 井上　照子 道具を使わない着付け 児童・生徒｜成人一般 有償

29016 山口　香央里 1)探し物・時間不足に悩む方必見！オフィス整理術　2）アメリカ発片づけの基本講座 成人一般 有償

29028 土屋　洋子 キッチン収納見直しましょう！！ 成人一般｜高齢者 有償

29037 川島　恵子 キャンドル、ハーバリウムの作成 児童・生徒｜成人一般｜高齢者｜その他 有償

29045 益田　昭吾 簡単な小工作 限定なし 無償

30010 綿貫　智子 笑いヨガ　ラフターヨガ 限定なし 有償

30011 高山　久仁子 やさしいアロマテラピー 成人一般｜高齢者 有償

30012-1 ブンセイ　北上 製作講座 限定なし 無償

30014 加納　正子 帽子を作ろう！ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

30021-2 岡本　薫 ハワイアンアロマ調香講座 成人一般｜高齢者 有償

30025 沼野　富子 健康づくりの食生活 ～どんなものをどのくらい食べたらいいの～ 限定なし 有償

30031 菊地　由莉 アイシングクッキー・マシュマロフォンダント 児童・生徒｜成人一般 要相談

30033 夏越　明美 ミニチュア 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

30038-4 中野　マキー ナチュラルビューティーセラピストがお届けいたします、香りで元気に脳内活性化講座 成人一般｜高齢者 有償

31005 小野寺　千歳 手軽にできる小物類 限定なし 有償

31014 村山　友栄 エディブルフラワー 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

31016 國武　建明 食の未来と健康 限定なし 無償

31018 大津　雅彦 認知症予防／難聴と認知症について 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 無償

31022 重田　健一 野菜、果物と健康生活（野菜、果物摂ってますか？健康生活への道） 成人一般｜高齢者 有償

31031 各務　通子 はじめての家事入門 限定なし 有償 ○

31032 鈴木　ひろ子 DIY講座 限定なし 有償 ○

31034 岡崎　初江 折り紙で脳も元気に 児童・生徒｜高齢者 無償

31035 長島　あき子 健康と食事～五感を使って学ぶ講座～ 限定なし 有償 ○

31041-1 関　羅夢 ハーバリウム 限定なし 有償

31041-2 関　羅夢 チョークアート 限定なし 有償

31043 山口　一夫 ライフデザイン講座 成人一般｜高齢者 要相談

32016-3 坂下　オレナ ロシアの料理”ロシアのお母さんの味” 限定なし 有償

32021 清水　美砂子 眠り上手になるために 成人一般｜高齢者 有償

32023 小牟田　健治 健康講座 限定なし 有償

33004 藤原　美奈子 手芸の押絵 限定なし 有償

33008 酒井　良子 手ごねでパン作り 児童・生徒｜成人一般 有償
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33011-3 磯田　昇 忘れても忘れなくてもやってくる（大震災≒災害） 限定なし 有償

33012-3 髙野　千章 季節の薬膳茶 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談 ○

33016 上原　道康 その健康情報 信じて良いですか？ 限定なし 要相談

33017 若月　健 心理学による心のバランス力アップ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

33020-1 前川　一美 認知症予防セルフアロマヘッドトリートメント 成人一般｜高齢者 無償

33025-2 松岡　麗子 犬のホリスティックケア－食事・温灸・ハーブ 成人一般｜高齢者 要相談 ○

33025-3 松岡　麗子 SDGs　みつろう　ラップでエコアクション！ 成人一般｜高齢者 有償 ○

33026 秋元　ひろみ 日常生活に活かす茶道 限定なし 要相談

33028 中鉢　芳子 医療よもやま話　　得意分野：睡眠 限定なし 有償 ○

33031 土谷　久美子 色彩検定UC級対策講座　（２時間×５回コース） 成人一般 要相談 ○

33031-3 土谷　久美子 知っておきたい色のユニバーサルデザイン講座 成人一般 有償 ○

34001-2 石井　勇 防火・防災管理のコツ（事業所、団体、家庭） 成人一般｜高齢者 無償

34001-3 石井　勇 仕事と人のマネジメント研修（JST：Jinjiin Supervisory Training） 成人一般｜高齢者 無償

34001-4 石井　勇 学校・事業所から高い評価をもらえる受験面接・採用（入社）面接のコツ その他 無償

34001-5 石井　勇 人事管理・業務管理のコツ～お互いが生かし生かされる人間関係を築こう～～仕事をマネジメントして良い仕事をしよう！～ 成人一般｜高齢者 無償

34001-6 石井　勇 ストレスと上手に付き合い、人生を健康で、元気で、心豊かに生きるコツ 限定なし 無償

34001-9 石井　勇 安全運転管理のコツ（事業所・団体・家庭）ー安全運転管理の基本は快適で明るい職場づくりからー 成人一般｜高齢者 無償

34001-10 石井　勇 脳の使い方のコツ：「脳力」を生かせ！：プラス思考と実行・実践が自分を変える、世界を変える 限定なし 無償

G-3002 NPO法人　ハンドセラピー・彩 手のひらで伝える 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

人

文

・

社

会

科

学

26007 木戸　修二 日本国憲法 児童・生徒 有償 ○

26011-4 小荷田　行男 埼玉版「人口減少社会　日本における人為環境の将来」 成人一般 無償

26020 武井　信雄 ①相続　　②資格試験　③年金アドバイザー講座 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

26028 丸地　三郎 1.日本人の起源  2.宝貝と沖縄  3.出雲国譲りと神武東征  4.邪馬台国は何処に？ 成人一般｜高齢者 無償

26029-2 恩田　守雄 家族社会学 限定なし 無償

26043-3 川本　亨二 江戸庶民の生活にみる算数力や生活の知恵 限定なし 無償

26043-5 川本　亨二 人生100年、上手に歳をとろう 限定なし 無償

26049-1 近藤　勇二 郷土史を中心とした歴史に関する講義 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

26052 松岡　忠男 江戸の裏長屋話　－八っあん、熊さんたちはどんな日々をー 成人一般｜高齢者 要相談

26053 大前　敏保 地図でよみとく「さいたま」 限定なし 無償

27004 大崎　清美 「日頃何気に話しているが、話し方、接し方を少し変えてみよう！」～そのコツを知っているだけで、イライラが減り笑顔になれる～ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

27049 鈴木　伸太郎 相続の話あれこれ！ 成人一般｜高齢者 有償

27050 大森　靖之 在宅で働く方のための法律知識 成人一般｜高齢者 要相談

27051 飛田　査武 くらしの法を学ぼう！ 限定なし 要相談

27053 坪井　健司 相続・遺言書はじめの一歩 成人一般｜高齢者 無償

27055 廣瀨　土夫 落語(年金・介護・相続・防犯など) 限定なし 有償

28024 鈴木　孝幸 職場におけるパワーハラスメントの基礎 成人一般 有償

28067 中村　享二 ・相続と相続税の仕組み、円満相続対策について　・終活の進め方、ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾉｰﾄについて 成人一般 有償 ○

28074 茂原　英記 相続、遺言、成年後見制度等についての講演、相談活動等 限定なし 要相談

29009 小島　長生 不動産いろいろ 成人一般｜高齢者 有償

29011 渡辺　典和 今、終活について考えよう～終活６つのポイントと対策～ 限定なし 無償

登録No. 登録名 テーマ 対象者 謝礼 オンライン
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29027 古茂田　彰男 「白氏文集と平安文学」 限定なし 有償

29035 南　美詠子 アンガーマネジメントから学ぶ「上手な怒りの伝え方 」 成人一般 有償

30002 近内　友吏子 スペイン語とスペイン語圏文化について学ぶ 成人一般｜高齢者 有償

30009-1 飯田　陽子 アンガーマネジメントで怒りの感情と上手に付き合おう 成人一般｜高齢者 有償

30012-2 ブンセイ　北上 『西国三十三所・坂東三十三所・秩父三十四所百観音巡礼紀行』への誘い 限定なし 無償

30015 加藤　雅之 「終活」の本質を理解し、生き生きとした豊かな人生を送り健康寿命を延ばそう 成人一般｜高齢者 有償

30018 冨澤　英二 埼玉の城館について 成人一般｜高齢者 有償

30035 小林　達 構造物設計と郷土の歴史、玄奘三蔵の探求、ドイツ自転車旅行記 限定なし 有償 ○

31001 森山　利巳 日本銀行の仕事について知ろう 成人一般｜高齢者 無償

31010-1 田村　司 相続を行う実務の留意点と知的好奇心を満たす相続のお話 成人一般｜高齢者 有償

31010-2 田村　司 戸籍謄本の見方の実習 成人一般｜高齢者 要相談

31010-3 田村　司 商取引の決済手段（手形と小切手）の実務解説 成人一般｜高齢者｜その他 有償

31012 矢部　浩二 ①ユング心理学入門　②箱庭療法入門 成人一般｜高齢者 有償

31021 大野　茂 詩歌と人生 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

31025 橘　真留仁 手作り小冊子　自分史等 成人一般｜高齢者 有償

31037 安斎　達郎 「投資教育」・・・人生100年時代 成人一般｜高齢者 有償

32005 柏原　昌之 相続の準備（終活）って何をすればいいんだろう？ 成人一般｜高齢者 無償 ○

32007 深澤　英雄 遺言書の書き方と使い方 成人一般｜高齢者 無償 ○

32011 鳥居　大二 お金の話、年金の話、ライフプランの話 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 無償 ○

32016-2 坂下　オレナ ロシア語入門 限定なし 有償

32018 長谷川　勤 吉田松陰と松下村塾 成人一般 有償

33011-1 磯田　昇 多文化共生社会に生きる 限定なし 有償

33013 小山田　裕史 ご存知ですか？成年後見制度（特に任意後見について） 成人一般｜高齢者 無償

33014 平川　敏彦 「江戸城の全容」の講座と江戸城散策ガイド 高齢者 無償

33018-1 佐藤　信一 残される親族に配慮した相続準備 限定なし 有償

33029 中鉢　英美 「江戸の庶民文化は世界一」「大河ドラマを楽しむ」etc 限定なし 有償

33031-5 土谷　久美子 色彩検定２級対策講座 成人一般 要相談 ○

34003 あさの　えいこ 中国語発音講座 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談 ○

自

然

科

学

・

産

業

技

術

26008-2 赤坂　正明 地球創生の歴史から学ぶ災害と地域防災 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

26011 小荷田　行男 居住地における自然災害発生の可能性を知ろう！ 児童・生徒｜成人一般 無償

26011-2 小荷田　行男 見沼田圃の自然史 成人一般 無償

26011-3 小荷田　行男 埼玉版「野生鳥獣の反乱！」 児童・生徒｜成人一般 無償

26049-3 近藤　勇二 産業技術が地域の生活に及ぼす影響について 成人一般 要相談

27007 遠藤　貴則 Suica等の非接触ICカードシステムの構成と通信システムについて 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

28018 猪越　教夫 試してみよう！プログラミング~自由に、楽しく~ 児童・生徒 有償

28068 林谷　豊和 パソコン操作の指導 成人一般｜高齢者 無償 ○

28071 大熊　貞夫 パソコン講座 限定なし 有償

28072 古川　恵子 無料画像編集ソフト「GIMP」講座 限定なし 有償 ○

28072-2 古川　恵子 HTMLとCSS講座 限定なし 有償 ○

29007-2 柏谷　英一 データベース入門 児童・生徒｜成人一般 有償
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登録No. 登録名 テーマ 対象者 謝礼 オンライン

家

庭

生

活
・
趣

味

33011-3 磯田　昇 忘れても忘れなくてもやってくる（大震災≒災害） 限定なし 有償

33012-3 髙野　千章 季節の薬膳茶 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談 ○

33016 上原　道康 その健康情報 信じて良いですか？ 限定なし 要相談

33017 若月　健 心理学による心のバランス力アップ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

33020-1 前川　一美 認知症予防セルフアロマヘッドトリートメント 成人一般｜高齢者 無償

33025-2 松岡　麗子 犬のホリスティックケア－食事・温灸・ハーブ 成人一般｜高齢者 要相談 ○

33025-3 松岡　麗子 SDGs　みつろう　ラップでエコアクション！ 成人一般｜高齢者 有償 ○

33026 秋元　ひろみ 日常生活に活かす茶道 限定なし 要相談

33028 中鉢　芳子 医療よもやま話　　得意分野：睡眠 限定なし 有償 ○

33031 土谷　久美子 色彩検定UC級対策講座　（２時間×５回コース） 成人一般 要相談 ○

33031-3 土谷　久美子 知っておきたい色のユニバーサルデザイン講座 成人一般 有償 ○

34001-2 石井　勇 防火・防災管理のコツ（事業所、団体、家庭） 成人一般｜高齢者 無償

34001-3 石井　勇 仕事と人のマネジメント研修（JST：Jinjiin Supervisory Training） 成人一般｜高齢者 無償

34001-4 石井　勇 学校・事業所から高い評価をもらえる受験面接・採用（入社）面接のコツ その他 無償

34001-5 石井　勇 人事管理・業務管理のコツ～お互いが生かし生かされる人間関係を築こう～～仕事をマネジメントして良い仕事をしよう！～ 成人一般｜高齢者 無償

34001-6 石井　勇 ストレスと上手に付き合い、人生を健康で、元気で、心豊かに生きるコツ 限定なし 無償

34001-9 石井　勇 安全運転管理のコツ（事業所・団体・家庭）ー安全運転管理の基本は快適で明るい職場づくりからー 成人一般｜高齢者 無償

34001-10 石井　勇 脳の使い方のコツ：「脳力」を生かせ！：プラス思考と実行・実践が自分を変える、世界を変える 限定なし 無償

G-3002 NPO法人　ハンドセラピー・彩 手のひらで伝える 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

人

文

・

社

会

科

学

26007 木戸　修二 日本国憲法 児童・生徒 有償 ○

26011-4 小荷田　行男 埼玉版「人口減少社会　日本における人為環境の将来」 成人一般 無償

26020 武井　信雄 ①相続　　②資格試験　③年金アドバイザー講座 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

26028 丸地　三郎 1.日本人の起源  2.宝貝と沖縄  3.出雲国譲りと神武東征  4.邪馬台国は何処に？ 成人一般｜高齢者 無償

26029-2 恩田　守雄 家族社会学 限定なし 無償

26043-3 川本　亨二 江戸庶民の生活にみる算数力や生活の知恵 限定なし 無償

26043-5 川本　亨二 人生100年、上手に歳をとろう 限定なし 無償

26049-1 近藤　勇二 郷土史を中心とした歴史に関する講義 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

26052 松岡　忠男 江戸の裏長屋話　－八っあん、熊さんたちはどんな日々をー 成人一般｜高齢者 要相談

26053 大前　敏保 地図でよみとく「さいたま」 限定なし 無償

27004 大崎　清美 「日頃何気に話しているが、話し方、接し方を少し変えてみよう！」～そのコツを知っているだけで、イライラが減り笑顔になれる～ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

27049 鈴木　伸太郎 相続の話あれこれ！ 成人一般｜高齢者 有償

27050 大森　靖之 在宅で働く方のための法律知識 成人一般｜高齢者 要相談

27051 飛田　査武 くらしの法を学ぼう！ 限定なし 要相談

27053 坪井　健司 相続・遺言書はじめの一歩 成人一般｜高齢者 無償

27055 廣瀨　土夫 落語(年金・介護・相続・防犯など) 限定なし 有償

28024 鈴木　孝幸 職場におけるパワーハラスメントの基礎 成人一般 有償

28067 中村　享二 ・相続と相続税の仕組み、円満相続対策について　・終活の進め方、ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾉｰﾄについて 成人一般 有償 ○

28074 茂原　英記 相続、遺言、成年後見制度等についての講演、相談活動等 限定なし 要相談

29009 小島　長生 不動産いろいろ 成人一般｜高齢者 有償

29011 渡辺　典和 今、終活について考えよう～終活６つのポイントと対策～ 限定なし 無償

登録No. 登録名 テーマ 対象者 謝礼 オンライン

人

文

・

社

会

科

学

29027 古茂田　彰男 「白氏文集と平安文学」 限定なし 有償

29035 南　美詠子 アンガーマネジメントから学ぶ「上手な怒りの伝え方 」 成人一般 有償

30002 近内　友吏子 スペイン語とスペイン語圏文化について学ぶ 成人一般｜高齢者 有償

30009-1 飯田　陽子 アンガーマネジメントで怒りの感情と上手に付き合おう 成人一般｜高齢者 有償

30012-2 ブンセイ　北上 『西国三十三所・坂東三十三所・秩父三十四所百観音巡礼紀行』への誘い 限定なし 無償

30015 加藤　雅之 「終活」の本質を理解し、生き生きとした豊かな人生を送り健康寿命を延ばそう 成人一般｜高齢者 有償

30018 冨澤　英二 埼玉の城館について 成人一般｜高齢者 有償

30035 小林　達 構造物設計と郷土の歴史、玄奘三蔵の探求、ドイツ自転車旅行記 限定なし 有償 ○

31001 森山　利巳 日本銀行の仕事について知ろう 成人一般｜高齢者 無償

31010-1 田村　司 相続を行う実務の留意点と知的好奇心を満たす相続のお話 成人一般｜高齢者 有償

31010-2 田村　司 戸籍謄本の見方の実習 成人一般｜高齢者 要相談

31010-3 田村　司 商取引の決済手段（手形と小切手）の実務解説 成人一般｜高齢者｜その他 有償

31012 矢部　浩二 ①ユング心理学入門　②箱庭療法入門 成人一般｜高齢者 有償

31021 大野　茂 詩歌と人生 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

31025 橘　真留仁 手作り小冊子　自分史等 成人一般｜高齢者 有償

31037 安斎　達郎 「投資教育」・・・人生100年時代 成人一般｜高齢者 有償

32005 柏原　昌之 相続の準備（終活）って何をすればいいんだろう？ 成人一般｜高齢者 無償 ○

32007 深澤　英雄 遺言書の書き方と使い方 成人一般｜高齢者 無償 ○

32011 鳥居　大二 お金の話、年金の話、ライフプランの話 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 無償 ○

32016-2 坂下　オレナ ロシア語入門 限定なし 有償

32018 長谷川　勤 吉田松陰と松下村塾 成人一般 有償

33011-1 磯田　昇 多文化共生社会に生きる 限定なし 有償

33013 小山田　裕史 ご存知ですか？成年後見制度（特に任意後見について） 成人一般｜高齢者 無償

33014 平川　敏彦 「江戸城の全容」の講座と江戸城散策ガイド 高齢者 無償

33018-1 佐藤　信一 残される親族に配慮した相続準備 限定なし 有償

33029 中鉢　英美 「江戸の庶民文化は世界一」「大河ドラマを楽しむ」etc 限定なし 有償

33031-5 土谷　久美子 色彩検定２級対策講座 成人一般 要相談 ○

34003 あさの　えいこ 中国語発音講座 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談 ○

自

然

科

学

・

産

業

技

術

26008-2 赤坂　正明 地球創生の歴史から学ぶ災害と地域防災 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

26011 小荷田　行男 居住地における自然災害発生の可能性を知ろう！ 児童・生徒｜成人一般 無償

26011-2 小荷田　行男 見沼田圃の自然史 成人一般 無償

26011-3 小荷田　行男 埼玉版「野生鳥獣の反乱！」 児童・生徒｜成人一般 無償

26049-3 近藤　勇二 産業技術が地域の生活に及ぼす影響について 成人一般 要相談

27007 遠藤　貴則 Suica等の非接触ICカードシステムの構成と通信システムについて 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

28018 猪越　教夫 試してみよう！プログラミング~自由に、楽しく~ 児童・生徒 有償

28068 林谷　豊和 パソコン操作の指導 成人一般｜高齢者 無償 ○

28071 大熊　貞夫 パソコン講座 限定なし 有償

28072 古川　恵子 無料画像編集ソフト「GIMP」講座 限定なし 有償 ○

28072-2 古川　恵子 HTMLとCSS講座 限定なし 有償 ○

29007-2 柏谷　英一 データベース入門 児童・生徒｜成人一般 有償
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登録No. 登録名 テーマ 対象者 謝礼 オンライン

自

然

科

学

・

産

業

技

術

29017 和田　公章 ①パソコン講座  ②スマホ・タブレット講座 成人一般｜高齢者 有償

31007 御子柴　博之 優れた機能を生み出してきたオープンソースを使ってよりよい生活を生み出そう 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

31008 金田　幸二郎 パソコン講座 成人一般｜高齢者 無償

31026 古谷野　杏 １．登録販売者・薬学検定対策講座　２．危険物取扱者（乙四）、消防設備士（乙六）対策講座 成人一般 有償

33010 寺内　靖裕 やってみましょう！　化学物質のリスクアセスメント 限定なし 無償 ○

33018-2 佐藤　信一 星空の写真撮影 限定なし 無償

33022-1 木下　治信 マネージメント基礎講座 成人一般 要相談 ○

33022-2 木下　治信 プレゼンテーション要領（話し方、報告の仕方、資料作成の考え方） 成人一般 要相談 ○

33022-3 木下　治信 戦略の作成（策定）要領（資料の作り方） 成人一般 要相談 ○

33022-4 木下　治信 プロジェクトマネージメントの具体的実施例（生産性向上） 成人一般 要相談 ○

33031-8 土谷　久美子 60代からのシニア向けカラー講座「今を楽しく！色を楽しく！」 高齢者 要相談

34001 石井　勇 社員（職員）のやる気を起こすコツ・起こさせるコツ 成人一般 無償

G3003-3 特定非営利法人　地域人ネットワーク 紙芝居、郷土史、地域活動etcの動画づくりをScratchプログラミングで！～小学生もやっているScratchプログラミングで、簡単にプロモーションビデオ作り～ 成人一般 要相談

文

化

・

芸

術

26004 大塚　葉子 バイオリンの演奏・指導 限定なし 有償

26031 中村　有陽 芸術音楽の鑑賞 限定なし 有償

26040 井上　節子 パンフルートの演奏 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 無償

26042 今村　幸夫 ギター教室・ギターの出前コンサート 限定なし 要相談

26046 栗田　梨伽 水彩画・色鉛筆画・鉛筆デッサン・木炭デッサン 児童・生徒｜成人一般｜高齢者｜その他 有償 ○

26058 川上　拓人 ヴァイオリン（ヴィオラ）の魅力をお伝えします！ 限定なし 要相談

26060 中村　建司 １　初心者のためのコカリナ教室　　２　面白楽器で遊ぼう 児童・生徒｜成人一般 要相談

27016 奏志朗 オカリナ演奏とトーク 限定なし 要相談

27021-2 松島　園子 ピアノ連弾やバイオリンの生演奏と一緒に、歌って、動いて、認知予防！ 高齢者 要相談 ○

27043 高原　幸子 元気に楽しく歌いましょう 成人一般｜高齢者 有償

28001 松野　久美子 書道 児童・生徒｜成人一般 有償

28009-1 渋谷　昭治 生演奏で皆さんで唄いましょう 成人一般｜高齢者 有償

28009-3 渋谷　昭治 初心者ウクレレ教室　初心者ギター教室 限定なし 有償

28013 山本　充喜奈 女声の歌唱指導（合唱も含む） 限定なし 有償

28019-2 胡糸（生地　由起子） 演劇的な関わりで、人間関係力をUPさせよう！ 限定なし 有償 ○

28032 丸山　香織 楽しく着物に触れ、美しく着られる喜びを♪ 限定なし 有償

28033-1 有山　和江 詩吟 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

28033-2 有山　和江 文化箏 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

28052 浅見　健司 落語の披露 成人一般｜高齢者 有償

28058-2 柴　春美 大人の美術教室 限定なし 有償 ○

29002 宮崎　久美子 アートを楽しもう！ 限定なし 要相談

29003 楠美　直子 筆を持つ楽しさ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償 ○

29008 鈴木　智香子 音楽（歌）やダンスに関するイベント全般（コンサート、講座等） 限定なし 有償

29010 若松　永晄 書道一書の教室 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

29019 松本　秀憲 初心者向け書道教室 児童・生徒｜成人一般 有償

29032 呉井　麓 陶芸・親子陶芸・子どもの陶芸・体験陶芸～初めての方も楽しめます～ 限定なし 要相談 ○

29040 石森　宏美 楽譜が読めなくても大丈夫！ミュージック・ベルで楽しく演奏しよう♪　シニアのためのうたごえ広場、アンサンブル出張コンサート 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

登録No. 登録名 テーマ 対象者 謝礼 オンライン

文

化

・

芸

術

29044 山口　晶子 腹式呼吸で歌いませんか！！ 限定なし 有償

30003 高橋　紀子 彫紙アート 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

30020 海老沼　順子 ピアノ、クラリネット、オカリナ、アンサンブル等 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償 ○

30023 山﨑　利江 伝統の江戸藍染 限定なし 有償

30030 松下　奈緒子 音を楽しもう・音楽でつながろう 限定なし 有償 ○

30032 夏越　隆二郎 リコーダー演奏の指導 成人一般 有償

31014-2 村山　友栄 アロマフローラルストーン 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

31023-2 佐藤　文哉 やさしく古文を楽しみましょう 成人一般｜高齢者 無償 ○

31027 管野　茂発 水墨画・彩墨画の魅力 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 無償

31029 加藤　好夫 浮世絵の基礎知識および誕生と終焉 成人一般 有償

31033 大野　哲夫 手軽に学べる絵画：油彩、水彩、素描、鉛筆、木炭その他全般 限定なし 要相談

31036 藤原　祥子 3色パステルアート（Rマーク）（アートセラピー） 限定なし 有償 ○

31041-3 関　羅夢 手洗い宝石石けんをつくろう 限定なし 有償

32001 望月　俊邦（望月　擁山） 書道・ペン習字・墨絵の楽しさを知る教室 限定なし 有償 ○

32006 こやま　しょうこ 陶芸［手びねり］ 限定なし 有償

32012 藤浪　洋子 造形教室 成人一般 有償

32015 岡本　真由美 絵を描くことで自分を愉(たの)しむアートワーク 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償 ○

32027 山下　英夫 絵画を通して自分と向き合う 限定なし 有償

32028 木口　幸夫 紙芝居 限定なし 無償

33002 小名　泰裕 司馬遼太郎の作品による文学講座、歴史考察 成人一般 要相談 ○

33005 阿部　公一 とんぼ玉制作体験 児童・生徒｜成人一般 有償

33006 佐藤　妙子 和を重んじる煎茶教室 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

33015 若山　寿美子 身近なものを描こう 限定なし 要相談

33023 山内　兼男 三味線の音にふれてhappy人生発見 限定なし 要相談

33027 金子　泰三 華麗なるアンティークボタンの世界 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談 ○

33030 田中　康勝 ①四色で描く風景画・日常画②コミュニケーションアート③アートの歴史 成人一般｜高齢者 要相談

G-3001 癒しの広場スターチス 音楽とお話の会 限定なし 有償
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26045-2 村田　利美子 100歳まで元気！リンパ整体体操 限定なし 要相談

26047 春山　優子 リラクゼーションヨガ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

27022 金森　クニ子 ニュースポーツ　ディスコン 限定なし 要相談

27023 青木　丹 フラダンス・タヒチアン 限定なし 有償

27026 小西　薫 Exercise is medicine:運動は薬なり!　深筋膜：ボディスーツへの筋膜ワークとだれでも、どこででもできる簡単な手足のグーパー運動 限定なし 無償

27026-2 小西　薫 Exercise is medicine:運動は薬なり!　水中運動・水中歩行 成人一般｜高齢者 無償

27038 早川　聡子 ありがとう体操 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

27041 関野　一美 みんなでダンス 成人一般｜高齢者 有償

28009-2 渋谷　昭治 卓球指導 限定なし 要相談

28010 渋沢　典子 椅子ヨガ・ストレッチ 成人一般｜高齢者 有償 ○

28010-3 渋沢　典子 骨盤体操 成人一般｜高齢者 有償 ○

28010-4 渋沢　典子 小顔体操/リンパトリートメント 成人一般｜高齢者 有償 ○

28010-5 渋沢　典子 かんたんヨガ 成人一般｜高齢者 有償 ○
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29017 和田　公章 ①パソコン講座  ②スマホ・タブレット講座 成人一般｜高齢者 有償

31007 御子柴　博之 優れた機能を生み出してきたオープンソースを使ってよりよい生活を生み出そう 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

31008 金田　幸二郎 パソコン講座 成人一般｜高齢者 無償

31026 古谷野　杏 １．登録販売者・薬学検定対策講座　２．危険物取扱者（乙四）、消防設備士（乙六）対策講座 成人一般 有償

33010 寺内　靖裕 やってみましょう！　化学物質のリスクアセスメント 限定なし 無償 ○

33018-2 佐藤　信一 星空の写真撮影 限定なし 無償

33022-1 木下　治信 マネージメント基礎講座 成人一般 要相談 ○

33022-2 木下　治信 プレゼンテーション要領（話し方、報告の仕方、資料作成の考え方） 成人一般 要相談 ○

33022-3 木下　治信 戦略の作成（策定）要領（資料の作り方） 成人一般 要相談 ○

33022-4 木下　治信 プロジェクトマネージメントの具体的実施例（生産性向上） 成人一般 要相談 ○

33031-8 土谷　久美子 60代からのシニア向けカラー講座「今を楽しく！色を楽しく！」 高齢者 要相談

34001 石井　勇 社員（職員）のやる気を起こすコツ・起こさせるコツ 成人一般 無償

G3003-3 特定非営利法人　地域人ネットワーク 紙芝居、郷土史、地域活動etcの動画づくりをScratchプログラミングで！～小学生もやっているScratchプログラミングで、簡単にプロモーションビデオ作り～ 成人一般 要相談

文

化

・

芸

術

26004 大塚　葉子 バイオリンの演奏・指導 限定なし 有償

26031 中村　有陽 芸術音楽の鑑賞 限定なし 有償

26040 井上　節子 パンフルートの演奏 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 無償

26042 今村　幸夫 ギター教室・ギターの出前コンサート 限定なし 要相談

26046 栗田　梨伽 水彩画・色鉛筆画・鉛筆デッサン・木炭デッサン 児童・生徒｜成人一般｜高齢者｜その他 有償 ○

26058 川上　拓人 ヴァイオリン（ヴィオラ）の魅力をお伝えします！ 限定なし 要相談

26060 中村　建司 １　初心者のためのコカリナ教室　　２　面白楽器で遊ぼう 児童・生徒｜成人一般 要相談

27016 奏志朗 オカリナ演奏とトーク 限定なし 要相談

27021-2 松島　園子 ピアノ連弾やバイオリンの生演奏と一緒に、歌って、動いて、認知予防！ 高齢者 要相談 ○

27043 高原　幸子 元気に楽しく歌いましょう 成人一般｜高齢者 有償

28001 松野　久美子 書道 児童・生徒｜成人一般 有償

28009-1 渋谷　昭治 生演奏で皆さんで唄いましょう 成人一般｜高齢者 有償

28009-3 渋谷　昭治 初心者ウクレレ教室　初心者ギター教室 限定なし 有償

28013 山本　充喜奈 女声の歌唱指導（合唱も含む） 限定なし 有償

28019-2 胡糸（生地　由起子） 演劇的な関わりで、人間関係力をUPさせよう！ 限定なし 有償 ○

28032 丸山　香織 楽しく着物に触れ、美しく着られる喜びを♪ 限定なし 有償

28033-1 有山　和江 詩吟 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

28033-2 有山　和江 文化箏 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

28052 浅見　健司 落語の披露 成人一般｜高齢者 有償

28058-2 柴　春美 大人の美術教室 限定なし 有償 ○

29002 宮崎　久美子 アートを楽しもう！ 限定なし 要相談

29003 楠美　直子 筆を持つ楽しさ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償 ○

29008 鈴木　智香子 音楽（歌）やダンスに関するイベント全般（コンサート、講座等） 限定なし 有償

29010 若松　永晄 書道一書の教室 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

29019 松本　秀憲 初心者向け書道教室 児童・生徒｜成人一般 有償

29032 呉井　麓 陶芸・親子陶芸・子どもの陶芸・体験陶芸～初めての方も楽しめます～ 限定なし 要相談 ○

29040 石森　宏美 楽譜が読めなくても大丈夫！ミュージック・ベルで楽しく演奏しよう♪　シニアのためのうたごえ広場、アンサンブル出張コンサート 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

登録No. 登録名 テーマ 対象者 謝礼 オンライン
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29044 山口　晶子 腹式呼吸で歌いませんか！！ 限定なし 有償

30003 高橋　紀子 彫紙アート 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

30020 海老沼　順子 ピアノ、クラリネット、オカリナ、アンサンブル等 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償 ○

30023 山﨑　利江 伝統の江戸藍染 限定なし 有償

30030 松下　奈緒子 音を楽しもう・音楽でつながろう 限定なし 有償 ○

30032 夏越　隆二郎 リコーダー演奏の指導 成人一般 有償

31014-2 村山　友栄 アロマフローラルストーン 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

31023-2 佐藤　文哉 やさしく古文を楽しみましょう 成人一般｜高齢者 無償 ○

31027 管野　茂発 水墨画・彩墨画の魅力 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 無償

31029 加藤　好夫 浮世絵の基礎知識および誕生と終焉 成人一般 有償

31033 大野　哲夫 手軽に学べる絵画：油彩、水彩、素描、鉛筆、木炭その他全般 限定なし 要相談

31036 藤原　祥子 3色パステルアート（Rマーク）（アートセラピー） 限定なし 有償 ○

31041-3 関　羅夢 手洗い宝石石けんをつくろう 限定なし 有償

32001 望月　俊邦（望月　擁山） 書道・ペン習字・墨絵の楽しさを知る教室 限定なし 有償 ○

32006 こやま　しょうこ 陶芸［手びねり］ 限定なし 有償

32012 藤浪　洋子 造形教室 成人一般 有償

32015 岡本　真由美 絵を描くことで自分を愉(たの)しむアートワーク 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償 ○

32027 山下　英夫 絵画を通して自分と向き合う 限定なし 有償

32028 木口　幸夫 紙芝居 限定なし 無償

33002 小名　泰裕 司馬遼太郎の作品による文学講座、歴史考察 成人一般 要相談 ○

33005 阿部　公一 とんぼ玉制作体験 児童・生徒｜成人一般 有償

33006 佐藤　妙子 和を重んじる煎茶教室 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談

33015 若山　寿美子 身近なものを描こう 限定なし 要相談

33023 山内　兼男 三味線の音にふれてhappy人生発見 限定なし 要相談

33027 金子　泰三 華麗なるアンティークボタンの世界 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 要相談 ○

33030 田中　康勝 ①四色で描く風景画・日常画②コミュニケーションアート③アートの歴史 成人一般｜高齢者 要相談

G-3001 癒しの広場スターチス 音楽とお話の会 限定なし 有償
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26045-2 村田　利美子 100歳まで元気！リンパ整体体操 限定なし 要相談

26047 春山　優子 リラクゼーションヨガ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

27022 金森　クニ子 ニュースポーツ　ディスコン 限定なし 要相談

27023 青木　丹 フラダンス・タヒチアン 限定なし 有償

27026 小西　薫 Exercise is medicine:運動は薬なり!　深筋膜：ボディスーツへの筋膜ワークとだれでも、どこででもできる簡単な手足のグーパー運動 限定なし 無償

27026-2 小西　薫 Exercise is medicine:運動は薬なり!　水中運動・水中歩行 成人一般｜高齢者 無償

27038 早川　聡子 ありがとう体操 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

27041 関野　一美 みんなでダンス 成人一般｜高齢者 有償

28009-2 渋谷　昭治 卓球指導 限定なし 要相談

28010 渋沢　典子 椅子ヨガ・ストレッチ 成人一般｜高齢者 有償 ○

28010-3 渋沢　典子 骨盤体操 成人一般｜高齢者 有償 ○

28010-4 渋沢　典子 小顔体操/リンパトリートメント 成人一般｜高齢者 有償 ○

28010-5 渋沢　典子 かんたんヨガ 成人一般｜高齢者 有償 ○

27

Ⅱ　
「
学
び
」
の
情
報

3 

さ
い
た
ま
市
生
涯
学
習
人
材
バ
ン
ク



登録No. 登録名 テーマ 対象者 謝礼 オンライン

ス

ポ

ー

ツ

・

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

28010-7 渋沢　典子 ラジヨガ体操 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償 ○

28014 田中　剛治 複合空手道（楽しみながら心と体を美しく鍛える） 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 無償

28017 毛塚　由希子 健康を作るヨーガ療法 限定なし 要相談

28026 前田　義典 社交ダンス 限定なし 有償

28031-1 白石　裕里子 みんなの認知症予防ゲーム 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

28031-2 白石　裕里子 笑いヨガ 限定なし 有償

28035 堀田　清子 笑いヨガ　笑いとヨガの呼吸法を組み合わせた笑いの健康運動 限定なし 有償

28037-1 小熊　恵子 ラジオ体操 限定なし 有償 ○

28039 中西　浩幸 ノルディックウォーキング 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償 ○

28043 塚本　静江 民踊による健康並び仲間作り 限定なし 有償

28046 及川　優子 無理なく楽しくパドル体操 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

28051 川島　啓二 太極拳 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

28056-2 鈴木　恵子 ズンバ 成人一般 有償

28058-1 柴　春美 健康ダイエット教室 限定なし 有償 ○

29004 丸山　喜代継 太極拳・気功 高齢者 有償

30021 岡本　薫 バランスボールエクササイズ 限定なし 有償

31004 いしかわ　のりこ バランスボールエクササイズ 限定なし 有償 ○

31015 中島　幸子 リンパの基礎知識を学ぶ　体のめぐりを良くするリンパマッサージとストレッチ 成人一般｜高齢者 有償 ○

31017 山口　和代 ヨガ＆ピラティス 成人一般 有償

31020 シャオ　レイ ロコモヨガ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

31024 梶田　了 1．若返り・記憶力アップ簡単マスター講座　2．健康によいダイエット教室　3．産後のママさん向け骨盤矯正エクササイズ 限定なし 無償

31030 高重　真緒菜 パワーヴィンヤサヨガ／Power Vinyasa Yoga 限定なし 有償

31038 玉川　淑子 中国保健体操と入門初級からの太極拳 成人一般 有償

32002 笠井　恵里子 ピラティスでリフレッシュ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

32003 小峰　直子 ストレッチ・ピラティス 成人一般｜高齢者 有償

32004-1 和泉　明子 ストレッチ＆バーレッスン（クラシックバレエ） 限定なし 有償

32004-2 和泉　明子 からだほぐしと脳活性 限定なし 有償

32016-1 坂下　オレナ ヨガ ”勝ち負けのない身体運動” 限定なし 有償

32017 袴田　智子 健康体操 成人一般｜高齢者 有償

32020 古郡　弘子 太極拳 成人一般｜高齢者 有償

32022 長島　謙 護身の心得と簡単な護身術を学ぼう 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 無償

33009 村松　由美子 からだと心の不調をととのえるマインドフルネス・ヨガ 成人一般｜高齢者 有償

33025-1 松岡　麗子 薬膳の教えで季節を穏やかに過ごす知恵 成人一般｜高齢者 要相談 ○

33031-2 土谷　久美子 カラー診断体験会「似合う色を知って自分らしく輝きましょう！」 成人一般 要相談

そ

の

他

26029 恩田　守雄 「まちづくり講座」（入門編・応用編） 限定なし 無償

26041-2 栗原　保 身近な地域での市民活動支援 限定なし 有償

26043-4 川本　亨二 隠れた戦争体験 限定なし 無償

33011-2 磯田　昇 volunteer論（地域に出ようvolunteer） 限定なし 有償

33031-6 土谷　久美子 デイサービス高齢者向けレク「今を楽しく！色を楽しく！」 高齢者 要相談

33031-7 土谷　久美子 子ども向け　色のふしぎ講座 児童・生徒 要相談

1　ボランティア情報
「地域の中で何か始めてみたい…」という方へおすすめです。

さいたま市チャレンジスクールボランティア
さいたま市では、土曜日に子どもたちの自主的な学習や体験活動等を実施する「土曜チャレンジス
クール」、放課後に学習・スポーツ・文化活動・地域住民との交流活動等を実施する「放課後チャレン
ジスクール（小学校のみ」を市立全小・中学校で実施しています。
各チャレンジスクールは、学校の教室等を利用して、地域の方々、保護者、学生の皆様によって運
営されています。
「地域の子どもは地域が育てる！」「子どもの未来のために役立ちたい！」こんなお考えをお持ちの
方は是非参加してみませんか？

活動内容

小・中学校の児童生徒を対象に、学習や体験活動等のサポートをします。
子どもが大好きな方、大歓迎です！お近くのチャレンジスクールで活動してみませんか？

謝　金

ボランティア内容により、以下の謝金をお支払いします。
・安全管理員：１回 1,200 円（主に子どもの安全管理等を行います。）
・学習アドバイザー：１回 2,000 円（主に学習等のサポートを行います。）

事前研修会

ボランティア経験のない方も事前に研修会を行うので安心です。
研修会に参加後、各チャレンジスクールでボランティアとして活動します。

参加方法

　 「ボランティアシティさいたまWEB（P.15）」に登録
　 事前研修会に参加
　 希望するチャレンジスクールを選び、申込をします。
　 活動に参加します。

ボランティアシティさいたま WEB（愛称：ぼらたま）
では「チャレンジスクール」「国際芸術祭」などのボラ
ンティア情報を掲載しています。こちらもチェックし
てみてくださいね！

担　当　　生涯学習振興課　TEL 048-829-1703 FAX 048-829-1989
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登録No. 登録名 テーマ 対象者 謝礼 オンライン

ス

ポ

ー

ツ

・

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

28010-7 渋沢　典子 ラジヨガ体操 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償 ○

28014 田中　剛治 複合空手道（楽しみながら心と体を美しく鍛える） 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 無償

28017 毛塚　由希子 健康を作るヨーガ療法 限定なし 要相談

28026 前田　義典 社交ダンス 限定なし 有償

28031-1 白石　裕里子 みんなの認知症予防ゲーム 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

28031-2 白石　裕里子 笑いヨガ 限定なし 有償

28035 堀田　清子 笑いヨガ　笑いとヨガの呼吸法を組み合わせた笑いの健康運動 限定なし 有償

28037-1 小熊　恵子 ラジオ体操 限定なし 有償 ○

28039 中西　浩幸 ノルディックウォーキング 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償 ○

28043 塚本　静江 民踊による健康並び仲間作り 限定なし 有償

28046 及川　優子 無理なく楽しくパドル体操 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

28051 川島　啓二 太極拳 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

28056-2 鈴木　恵子 ズンバ 成人一般 有償

28058-1 柴　春美 健康ダイエット教室 限定なし 有償 ○

29004 丸山　喜代継 太極拳・気功 高齢者 有償

30021 岡本　薫 バランスボールエクササイズ 限定なし 有償

31004 いしかわ　のりこ バランスボールエクササイズ 限定なし 有償 ○

31015 中島　幸子 リンパの基礎知識を学ぶ　体のめぐりを良くするリンパマッサージとストレッチ 成人一般｜高齢者 有償 ○

31017 山口　和代 ヨガ＆ピラティス 成人一般 有償

31020 シャオ　レイ ロコモヨガ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

31024 梶田　了 1．若返り・記憶力アップ簡単マスター講座　2．健康によいダイエット教室　3．産後のママさん向け骨盤矯正エクササイズ 限定なし 無償

31030 高重　真緒菜 パワーヴィンヤサヨガ／Power Vinyasa Yoga 限定なし 有償

31038 玉川　淑子 中国保健体操と入門初級からの太極拳 成人一般 有償

32002 笠井　恵里子 ピラティスでリフレッシュ 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 有償

32003 小峰　直子 ストレッチ・ピラティス 成人一般｜高齢者 有償

32004-1 和泉　明子 ストレッチ＆バーレッスン（クラシックバレエ） 限定なし 有償

32004-2 和泉　明子 からだほぐしと脳活性 限定なし 有償

32016-1 坂下　オレナ ヨガ ”勝ち負けのない身体運動” 限定なし 有償

32017 袴田　智子 健康体操 成人一般｜高齢者 有償

32020 古郡　弘子 太極拳 成人一般｜高齢者 有償

32022 長島　謙 護身の心得と簡単な護身術を学ぼう 児童・生徒｜成人一般｜高齢者 無償

33009 村松　由美子 からだと心の不調をととのえるマインドフルネス・ヨガ 成人一般｜高齢者 有償

33025-1 松岡　麗子 薬膳の教えで季節を穏やかに過ごす知恵 成人一般｜高齢者 要相談 ○

33031-2 土谷　久美子 カラー診断体験会「似合う色を知って自分らしく輝きましょう！」 成人一般 要相談

そ

の

他

26029 恩田　守雄 「まちづくり講座」（入門編・応用編） 限定なし 無償

26041-2 栗原　保 身近な地域での市民活動支援 限定なし 有償

26043-4 川本　亨二 隠れた戦争体験 限定なし 無償

33011-2 磯田　昇 volunteer論（地域に出ようvolunteer） 限定なし 有償

33031-6 土谷　久美子 デイサービス高齢者向けレク「今を楽しく！色を楽しく！」 高齢者 要相談

33031-7 土谷　久美子 子ども向け　色のふしぎ講座 児童・生徒 要相談

1　ボランティア情報
「地域の中で何か始めてみたい…」という方へおすすめです。

さいたま市チャレンジスクールボランティア
さいたま市では、土曜日に子どもたちの自主的な学習や体験活動等を実施する「土曜チャレンジス
クール」、放課後に学習・スポーツ・文化活動・地域住民との交流活動等を実施する「放課後チャレン
ジスクール（小学校のみ」を市立全小・中学校で実施しています。
各チャレンジスクールは、学校の教室等を利用して、地域の方々、保護者、学生の皆様によって運
営されています。
「地域の子どもは地域が育てる！」「子どもの未来のために役立ちたい！」こんなお考えをお持ちの
方は是非参加してみませんか？

活動内容

小・中学校の児童生徒を対象に、学習や体験活動等のサポートをします。
子どもが大好きな方、大歓迎です！お近くのチャレンジスクールで活動してみませんか？

謝　金

ボランティア内容により、以下の謝金をお支払いします。
・安全管理員：１回 1,200 円（主に子どもの安全管理等を行います。）
・学習アドバイザー：１回 2,000 円（主に学習等のサポートを行います。）

事前研修会

ボランティア経験のない方も事前に研修会を行うので安心です。
研修会に参加後、各チャレンジスクールでボランティアとして活動します。

参加方法

　 「ボランティアシティさいたまWEB（P.15）」に登録
　 事前研修会に参加
　 希望するチャレンジスクールを選び、申込をします。
　 活動に参加します。

ボランティアシティさいたま WEB（愛称：ぼらたま）
では「チャレンジスクール」「国際芸術祭」などのボラ
ンティア情報を掲載しています。こちらもチェックし
てみてくださいね！

担　当　　生涯学習振興課　TEL 048-829-1703 FAX 048-829-1989
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図書館ボランティア
さいたま市の各図書館では、様々なボランティアが活動しています。 日ごろ使い慣れている図書館
も、ボランティア活動を通して新たな一面を発見したり、思いがけない本との出合いにつながるかも
しれません。

主に以下のようなボランティア団体があります。

○図書館の仕事のサポート（さいたま市図書館友の会　６支部）
○音訳・朗読ボランティア（３団体）
○点訳ボランティア（３団体）
○16ミリフィルムやビデオ上映（１団体）
○布絵本作成ボランティア（１団体）
○読み聞かせ、おはなしボランティア（24団体）

詳しくは、図書館ホームページをご覧ください。

図書館では、学校や地域での読み聞かせの活動を行っている
方々に向けて「ボランティア向け読み聞かせブックリスト」
も作成しています。ぜひホームページをご覧ください。

図書館ホームページはこちらから

担　当　　各団体により異なります。お近くの図書館へお問い合わせください。

田島ケ原サクラソウ自生地を守る会
田島ケ原サクラソウ自生地を守る会では、サクラソウ開花期のガイド活動を中心に、国指定特別天
然記念物「田島ケ原サクラソウ自生地」の保護活動を行っています。
下記の内容で、ボランティア活動に参加していただける方を募集しています。
国指定 100 年を迎えた「田島ケ原サクラソウ自生地」を次の 100 年につなげましょう。

活動時期

サクラソウの開花期（3月末～ 4月末）を中心に活動しています。
開花期前（例年 2月～ 3月）には、研修会を実施しています。

活動内容

自生地来場者への案内や
田島ケ原サクラソウ自生地保全活動への協力等

募集対象

18歳以上の方

活動場所

田島ケ原サクラソウ自生地（桜草公園内）

担　当　　文化財保護課　TEL 0 4 8 - 8 2 9 - 1 7 2 3 FAX 0 4 8 - 8 2 9 - 1 9 8 9

その他にも、り・とらいふ（セカンドライフ支援センター）では、
窓口や「り・とらいふ WEB」でボランティア情報を掲載して
おり、希望する方にはボランティア先のマッチングも行なっ
ています。
（「り・とらいふWEB」についてはP.15 をご覧ください。）
また、さいたま市ホームページ「さいたま市ボランティア情
報コーナー」でも、様々なボランティア情報を掲載しています。
高齢者に対する活動や子育てをする親子を支援する活動、公
園管理・地域美化に関する活動等、幅広い分野で募集をして
います。

ボランティア情報コーナーはこちらから

り・とらいふWEBに関するお問い合わせ

高齢福祉課　セカンドライフ支援センター　TEL 048-881-8627 FAX 048-881-8637

さいたま市ボランティア情報コーナーに関するお問い合わせ

市民協働推進課　TEL 048-813-6404 FAX 048-887-0164
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図書館ボランティア
さいたま市の各図書館では、様々なボランティアが活動しています。 日ごろ使い慣れている図書館
も、ボランティア活動を通して新たな一面を発見したり、思いがけない本との出合いにつながるかも
しれません。

主に以下のようなボランティア団体があります。

○図書館の仕事のサポート（さいたま市図書館友の会　６支部）
○音訳・朗読ボランティア（３団体）
○点訳ボランティア（３団体）
○16ミリフィルムやビデオ上映（１団体）
○布絵本作成ボランティア（１団体）
○読み聞かせ、おはなしボランティア（24団体）

詳しくは、図書館ホームページをご覧ください。

図書館では、学校や地域での読み聞かせの活動を行っている
方々に向けて「ボランティア向け読み聞かせブックリスト」
も作成しています。ぜひホームページをご覧ください。

図書館ホームページはこちらから

担　当　　各団体により異なります。お近くの図書館へお問い合わせください。

田島ケ原サクラソウ自生地を守る会
田島ケ原サクラソウ自生地を守る会では、サクラソウ開花期のガイド活動を中心に、国指定特別天
然記念物「田島ケ原サクラソウ自生地」の保護活動を行っています。
下記の内容で、ボランティア活動に参加していただける方を募集しています。
国指定 100 年を迎えた「田島ケ原サクラソウ自生地」を次の 100 年につなげましょう。

活動時期

サクラソウの開花期（3月末～ 4月末）を中心に活動しています。
開花期前（例年 2月～ 3月）には、研修会を実施しています。

活動内容

自生地来場者への案内や
田島ケ原サクラソウ自生地保全活動への協力等

募集対象

18歳以上の方

活動場所

田島ケ原サクラソウ自生地（桜草公園内）

担　当　　文化財保護課　TEL 0 4 8 - 8 2 9 - 1 7 2 3 FAX 0 4 8 - 8 2 9 - 1 9 8 9

その他にも、り・とらいふ（セカンドライフ支援センター）では、
窓口や「り・とらいふ WEB」でボランティア情報を掲載して
おり、希望する方にはボランティア先のマッチングも行なっ
ています。
（「り・とらいふWEB」についてはP.15 をご覧ください。）
また、さいたま市ホームページ「さいたま市ボランティア情
報コーナー」でも、様々なボランティア情報を掲載しています。
高齢者に対する活動や子育てをする親子を支援する活動、公
園管理・地域美化に関する活動等、幅広い分野で募集をして
います。

ボランティア情報コーナーはこちらから

り・とらいふWEBに関するお問い合わせ

高齢福祉課　セカンドライフ支援センター　TEL 048-881-8627 FAX 048-881-8637

さいたま市ボランティア情報コーナーに関するお問い合わせ

市民協働推進課　TEL 048-813-6404 FAX 048-887-0164
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定年退職後や子育てが一段落した中高年齢層（おおむね 50歳以上）の市民の皆様に、
ボランティア、就労、生涯学習等に関する相談・情報提供を行う窓口を紹介します。

2　シニア向け情報

【担当】高齢福祉課 セカンドライフ支援センターTEL 048-881-8627 FAX 048-881-8637

その他にも、公民館などで様々な高齢者向けの事業を実施しています.
 お近くの生涯学習施設に足を運んでみてくださいね
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定年退職後や子育てが一段落した中高年齢層（おおむね 50歳以上）の市民の皆様に、
ボランティア、就労、生涯学習等に関する相談・情報提供を行う窓口を紹介します。

2　シニア向け情報

【担当】高齢福祉課 セカンドライフ支援センターTEL 048-881-8627 FAX 048-881-8637

その他にも、公民館などで様々な高齢者向けの事業を実施しています.
 お近くの生涯学習施設に足を運んでみてくださいね
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3　親子・子ども向け情報
さいたま市内では、親子やお子様が楽しめる催しをたくさん実施しています。
ぜひ参加してみてくださいね！

「自分発見！」チャレンジupさいたま
体験活動
小学生以上 18 歳以下のさいたま市内在住・在学の方が「チャレンジ up さいたまパスポート」（小
学 3年生以下）または「チャレンジ upさいたま手帳」（小学 4年生以上）を持って、さいたま市や市
内学校、社会教育関係団体等（PTA 等）が主催・共催する様々な催しに参加することを通して、スタ
ンプを集めると、スタンプの数に応じて、特典を受けることができます。

特典内容（例）

● さいたま市プール　利用料金無料
● さいたま市大宮盆栽美術館　観覧料無料等
● 鉄道博物館　ノベルティグッズ配布
● キッザニア東京　入場料割引等　　　など

参加方法

● さいたま市生涯学習情報システム（P.14）で催しを探す
● 体験活動に参加する
● パスポートまたは手帳にスタンプを押してもらう
● スタンプの数に応じて特典をもらう

ボランティア活動
小学 4年生以上 18歳以下のさいたま市内在住・在学者が、「チャレンジupさいたま手帳」を持って、
さいたま市や市内学校、社会教育関係団体等（PTA 等）が募集する様々なボランティア活動に参加す
ることを通して、活動時間を記録します。活動時間数に応じて、表彰状と副賞のピンバッジを受ける
ことができます。
さいたま市社会福祉協議会で実施している「さいたまボランティア体験学習事業」のボランティア
活動も本事業の対象です。

参加方法

　 ボランティア活動に参加する
　 活動時間を記録してもらう
　 活動時間の合計が 20時間、50時間、100時間になったら、申請書を提出
　 後日、表彰状と副賞のピンバッジを受け取る

問合せ　　生涯学習振興課　TEL 048-829-1703 FAX 048-829-1989

立派な表彰状とかっ
こいいピンバッジが
もらえるよ！
ぜひがんばって参加
してみよう！

このマークが目印！

親の学習事業
進行役のファシリテーターを交え、子育て中の親（保護者）同士でおしゃべりをしながら、自分自
身や子育てについて改めて考えます。
ワークショップ形式の学習（おしゃべり）を通して、参加者同士共に学び、考え、交流しましょう。
さいたま市内の各公民館で実施しています。

問合せ　　生涯学習総合センター TEL 048-643-5651 FAX 048-648-1860

子育てサロン
親子で気軽に参加できる遊びの広場です。子育てサロンではみなさんと同じ子育て中や子育ての先
輩たちがみなさんをお待ちしています。
なお、開催施設や開催日は「さいたま子育てWEB（P.15）」でご覧いただけます。

問合せ　　実施施設により異なります。各公民館へ直接お問い合わせください。

プラネタリウム
精緻で美しい星空と創造力あふれた迫力ある映像によるリアルでファンタジックな映像世界を体験
できます。
青少年宇宙科学館（浦和区）と宇宙劇場（大宮区）の２か所で楽しめます。

問合せ　　青少年宇宙科学館 TEL 048-881-1515 FAX 048-882-9702
　　　 宇宙劇場　　　  TEL 048-647-0011 FAX 048-647-0066

その他にも・・・
各図書館での「おはなし会」や、科学館や美術館でのワークショップなど、親子や子ども
が楽しめる事業がいっぱい開催されているので、ぜひ家族で遊びに来てくださいね！

実施施設により異なります。各公民館へ直接お問い合わせください。
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3　親子・子ども向け情報
さいたま市内では、親子やお子様が楽しめる催しをたくさん実施しています。
ぜひ参加してみてくださいね！

「自分発見！」チャレンジupさいたま
体験活動
小学生以上 18 歳以下のさいたま市内在住・在学の方が「チャレンジ up さいたまパスポート」（小
学 3年生以下）または「チャレンジ upさいたま手帳」（小学 4年生以上）を持って、さいたま市や市
内学校、社会教育関係団体等（PTA 等）が主催・共催する様々な催しに参加することを通して、スタ
ンプを集めると、スタンプの数に応じて、特典を受けることができます。

特典内容（例）

● さいたま市プール　利用料金無料
● さいたま市大宮盆栽美術館　観覧料無料等
● 鉄道博物館　ノベルティグッズ配布
● キッザニア東京　入場料割引等　　　など

参加方法

● さいたま市生涯学習情報システム（P.14）で催しを探す
● 体験活動に参加する
● パスポートまたは手帳にスタンプを押してもらう
● スタンプの数に応じて特典をもらう

ボランティア活動
小学 4年生以上 18歳以下のさいたま市内在住・在学者が、「チャレンジupさいたま手帳」を持って、
さいたま市や市内学校、社会教育関係団体等（PTA 等）が募集する様々なボランティア活動に参加す
ることを通して、活動時間を記録します。活動時間数に応じて、表彰状と副賞のピンバッジを受ける
ことができます。
さいたま市社会福祉協議会で実施している「さいたまボランティア体験学習事業」のボランティア
活動も本事業の対象です。

参加方法

　 ボランティア活動に参加する
　 活動時間を記録してもらう
　 活動時間の合計が 20時間、50時間、100時間になったら、申請書を提出
　 後日、表彰状と副賞のピンバッジを受け取る

問合せ　　生涯学習振興課　TEL 048-829-1703 FAX 048-829-1989

立派な表彰状とかっ
こいいピンバッジが
もらえるよ！
ぜひがんばって参加
してみよう！

このマークが目印！

親の学習事業
進行役のファシリテーターを交え、子育て中の親（保護者）同士でおしゃべりをしながら、自分自
身や子育てについて改めて考えます。
ワークショップ形式の学習（おしゃべり）を通して、参加者同士共に学び、考え、交流しましょう。
さいたま市内の各公民館で実施しています。

問合せ　　生涯学習総合センター TEL 048-643-5651 FAX 048-648-1860

子育てサロン
親子で気軽に参加できる遊びの広場です。子育てサロンではみなさんと同じ子育て中や子育ての先
輩たちがみなさんをお待ちしています。
なお、開催施設や開催日は「さいたま子育てWEB（P.15）」でご覧いただけます。

問合せ　　実施施設により異なります。各公民館へ直接お問い合わせください。

プラネタリウム
精緻で美しい星空と創造力あふれた迫力ある映像によるリアルでファンタジックな映像世界を体験
できます。
青少年宇宙科学館（浦和区）と宇宙劇場（大宮区）の２か所で楽しめます。

問合せ　　青少年宇宙科学館 TEL 048-881-1515 FAX 048-882-9702
　　　 宇宙劇場　　　  TEL 048-647-0011 FAX 048-647-0066

その他にも・・・
各図書館での「おはなし会」や、科学館や美術館でのワークショップなど、親子や子ども
が楽しめる事業がいっぱい開催されているので、ぜひ家族で遊びに来てくださいね！

実施施設により異なります。各公民館へ直接お問い合わせください。
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講座・イベント情報

ご 利 用 に あ た っ て

掲載した情報の範囲について

令和 4 年 6 月から令和 5 年 3 月までの間に、さいたま市内で開催を予定している、
主に市民の方を対象にした講座・イベントなどを掲載しています。

掲載した事業に関する問合せ・申し込みについて
● 申し込み方法や定員など詳細については、「会場・問合せ先」に記載されている連
絡先に、直接お問合せください。

● 本誌に掲載した情報は、予定で掲載しているため、開催日時や会場・内容は諸事
情により変更・中止する場合もありますので、ご了承ください。

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止等の場合がありますので、
事前に各問合せ先へお問合せください。

● 講座・イベント・によっては、費用が必要となる場合があります。詳細は各問い
合せ先にお問い合せください。

● 講座・イベントによっては、すでに定員に達しているものや、電話によるお申し
込みができないものもございますので、あらかじめご了承ください。

● 本誌に掲載している講座・イベントは一部です。掲載されていない事業については、
「さいたま市生涯学習情報システム」や「市報さいたま」、各施設から発行される
館報などをご確認ください。

事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

県民の日ふれあい
コンサート

音楽を通じて、地域住民の世代の
交流を深めるコンサート。 11 月 14 日（月） どなたでも

指扇公民館
TEL:622-4424
FAX:623-3014

大人の科学（後期）
①科学講座
②日本茶の魅力
③髪の毛又は添加物

12 月～令和 5 年 2 月 中学生以上
指扇公民館
TEL:622-4424
FAX:623-3014

楽しい味噌づくり 年に 1 度我が家の味の味噌作りに
挑戦します。 令和 5 年 2 月 どなたでも

指扇公民館
TEL:622-4424
FAX:623-3014

健康づくり教室 3
ボクシングエクササイズ

介護予防を目的にボクシングを
体験し、健康増進を図る講座です。 令和 5 年 3 月 65 歳以上

指扇公民館
TEL:622-4424
FAX:623-3014

日本文化体験 1　　　　　　
ミニ盆栽作り講座

盆栽の基礎知識、手入れに関する
講義を交えたミニ盆栽作りを地元
馬宮地区にある成勝園（盆栽園）
で行います。

10 月   成人
会場 : 成勝園
問合せ : 馬宮公民館　      
TEL:623-1904    
FAX:623-3106

日本文化体験 2　　　　　
ミニ畳作り講座

日本の伝統的な床材「畳」の優れ
た機能性と魅力についての話とミ
ニ畳作りを体験します。

10 月   
小学生以上
※小学生は
保護者同伴

馬宮公民館　      
TEL:623-1904    
FAX:623-3106

日本文化体験 3　　　　　　
木目込み人形作り講座

江戸時代に発展した日本の伝統工
芸のひとつである木目込み人形作
りを学びます。

10 月 成人
馬宮公民館　      
TEL:623-1904    
FAX:623-3106

日本文化体験 4  　　  　
味噌作り講座

日本の伝統的な発酵食品「味噌」
を作ります。 令和 5 年 2 月 成人

馬宮公民館　      
TEL:623-1904    
FAX:623-3106

日本文化体験 5　　　　　　　　　　　　
春の和菓子作り講座

日本の伝統菓子である練り切り作
りを学びます。 令和 5 年 2 月 成人

馬宮公民館　      
TEL:623-1904    
FAX:623-3106

親子コンサート 親子で楽しめる曲目のコンサート
を行います。 8 月 幼児・小学生

と保護者
植水公民館
TEL:623-0989 
FAX:623-3076

ピラティス 体感を鍛え美しい姿勢を目指し、
心も体もリフレッシュします。 9 月 成人～ 65 歳

植水公民館
TEL:623-0989 
FAX:623-3076

生きがい健康教室Ⅱ　
歴史講座①

埼玉の城郭を学び郷土の歴史への
関心を高めます。 9 月～ 10 月 65 歳以上

植水公民館
TEL:623-0989 
FAX:623-3076

生きがい健康づくり教
室Ⅲ　健康体操①

脳と体の活性化のため、シナプス
ソロジーを取り入れた運動を行い
ます。

10 月～ 11 月 65 歳以上
植水公民館
TEL:623-0989 
FAX:623-3076

西　　　区
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講座・イベント情報

ご 利 用 に あ た っ て

掲載した情報の範囲について

令和 4 年 6 月から令和 5 年 3 月までの間に、さいたま市内で開催を予定している、
主に市民の方を対象にした講座・イベントなどを掲載しています。

掲載した事業に関する問合せ・申し込みについて
● 申し込み方法や定員など詳細については、「会場・問合せ先」に記載されている連
絡先に、直接お問合せください。

● 本誌に掲載した情報は、予定で掲載しているため、開催日時や会場・内容は諸事
情により変更・中止する場合もありますので、ご了承ください。

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止等の場合がありますので、
事前に各問合せ先へお問合せください。

● 講座・イベント・によっては、費用が必要となる場合があります。詳細は各問い
合せ先にお問い合せください。

● 講座・イベントによっては、すでに定員に達しているものや、電話によるお申し
込みができないものもございますので、あらかじめご了承ください。

● 本誌に掲載している講座・イベントは一部です。掲載されていない事業については、
「さいたま市生涯学習情報システム」や「市報さいたま」、各施設から発行される
館報などをご確認ください。

事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

県民の日ふれあい
コンサート

音楽を通じて、地域住民の世代の
交流を深めるコンサート。 11 月 14 日（月） どなたでも

指扇公民館
TEL:622-4424
FAX:623-3014

大人の科学（後期）
①科学講座
②日本茶の魅力
③髪の毛又は添加物

12 月～令和 5 年 2 月 中学生以上
指扇公民館
TEL:622-4424
FAX:623-3014

楽しい味噌づくり 年に 1 度我が家の味の味噌作りに
挑戦します。 令和 5 年 2 月 どなたでも

指扇公民館
TEL:622-4424
FAX:623-3014

健康づくり教室 3
ボクシングエクササイズ

介護予防を目的にボクシングを
体験し、健康増進を図る講座です。 令和 5 年 3 月 65 歳以上

指扇公民館
TEL:622-4424
FAX:623-3014

日本文化体験 1　　　　　　
ミニ盆栽作り講座

盆栽の基礎知識、手入れに関する
講義を交えたミニ盆栽作りを地元
馬宮地区にある成勝園（盆栽園）
で行います。

10 月   成人
会場 : 成勝園
問合せ : 馬宮公民館　      
TEL:623-1904    
FAX:623-3106

日本文化体験 2　　　　　
ミニ畳作り講座

日本の伝統的な床材「畳」の優れ
た機能性と魅力についての話とミ
ニ畳作りを体験します。

10 月   
小学生以上
※小学生は
保護者同伴

馬宮公民館　      
TEL:623-1904    
FAX:623-3106

日本文化体験 3　　　　　　
木目込み人形作り講座

江戸時代に発展した日本の伝統工
芸のひとつである木目込み人形作
りを学びます。

10 月 成人
馬宮公民館　      
TEL:623-1904    
FAX:623-3106

日本文化体験 4  　　  　
味噌作り講座

日本の伝統的な発酵食品「味噌」
を作ります。 令和 5 年 2 月 成人

馬宮公民館　      
TEL:623-1904    
FAX:623-3106

日本文化体験 5　　　　　　　　　　　　
春の和菓子作り講座

日本の伝統菓子である練り切り作
りを学びます。 令和 5 年 2 月 成人

馬宮公民館　      
TEL:623-1904    
FAX:623-3106

親子コンサート 親子で楽しめる曲目のコンサート
を行います。 8 月 幼児・小学生

と保護者
植水公民館
TEL:623-0989 
FAX:623-3076

ピラティス 体感を鍛え美しい姿勢を目指し、
心も体もリフレッシュします。 9 月 成人～ 65 歳

植水公民館
TEL:623-0989 
FAX:623-3076

生きがい健康教室Ⅱ　
歴史講座①

埼玉の城郭を学び郷土の歴史への
関心を高めます。 9 月～ 10 月 65 歳以上

植水公民館
TEL:623-0989 
FAX:623-3076

生きがい健康づくり教
室Ⅲ　健康体操①

脳と体の活性化のため、シナプス
ソロジーを取り入れた運動を行い
ます。

10 月～ 11 月 65 歳以上
植水公民館
TEL:623-0989 
FAX:623-3076

西　　　区
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

味噌づくり講座 味噌づくりの体験を行い、食文化
の理解を深めます。 令和 5 年 1 月 成人

植水公民館
TEL:623-0989 
FAX:623-3076

子育てサロン
「うちのんち」

子育て中の親子の交流の場を提供
します。

【内野地区社会福祉協議会】

令和 5 年 1 月を除く毎月
第 1 月曜日
10:00 ～ 11:45

未就学児と
保護者

会場 : 内野公民館
問合せ : 内野地区社会 　
　　　　福祉協議会
TEL:622-0582 
FAX:622-0582

プラチナ倶楽部
「うんどうサロン」

高齢者の健康づくりと交流を図り
ます。

5 月～令和 5 年 2 月
10:00 ～ 11:30 65 歳以上

内野公民館
TEL:623-5735
FAX:623-5755

プラチナ倶楽部
「歌声サロン」
Part.1 ～ Part.3

季節の歌、昔懐かしい歌などを歌
い交流を深めます。

5 月～令和 5 年 3 月
13:00 ～ 14:30 65 歳以上

内野公民館
TEL:623-5735
FAX:623-5755

ロビーコンサート どなたでも気軽に楽しめるロビー
コンサートです。

6 月・10 月・12 月
11:50 ～ 12:20 どなたでも

内野公民館
TEL:623-5735
FAX:623-5755

夏休み子ども公民館 工作やお菓子作り、卓球など、様々
な体験学習を行います。全 8 講座。 7 月～ 8 月

市内在住・
在学の小学生
又は小学生と
保護者

内野公民館
TEL:623-5735
FAX:623-5755

馬宮図書館映画会 「イキングット」
（2000 年 87 分 吹替）

6 月 24 日（金）
14:00 ～ 15:30

（開場 13:30）・事前申
込制

一般

会場 : 馬宮コミュニティ
センター多目的ホール
問合せ : 馬宮図書館
TEL:625-8831
FAX:625-8833

馬宮図書館映画会 「人情紙風船」（1937 年 86 分）
11 月 25 日（金）
14:00 ～ 15:30（開場
13:30）・事前申込制

一般

会場 : 馬宮コミュニティ
センター多目的ホール
問合せ : 馬宮図書館
TEL:625-8831
FAX:625-8833

心も体もリフレッシュ
～健康運動講座～

日頃運動不足気味でお悩みの方
を対象とした軽運動講座を開催
します。

10 月 9 日（日）
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在勤の方

西部文化センター
TEL:625-3851
FAX:625-2881

西文センターまつり
～展示発表会～

利用サークルが、日頃の活動成果
を発表し、サークル同士の交流を
深めるために開催します。

11 月 12 日（土）・
13 日（日） どなたでも

西部文化センター
TEL:625-3851
FAX:625-2881

木目込み人形講座 季節にちなんだ人形をつくる講座
を開催します。 12 月 3 日 ･10 日（土）

市内在住・在
勤・在学の高
校生以上の方

西部文化センター
TEL:625-3851
FAX:625-2881

ふれあいコンサート
地元ママさんブラスバンド埼玉た
まぴよ隊と大宮西中学校吹奏楽部
によるコンサートを開催します。

12 月 25 日（日） どなたでも
西部文化センター
TEL:625-3851
FAX:625-2881

馬宮グループ 4 館連携
事業「あなたの活動撮
らせてください !」

（活動風景写真展）

利用団体の活動風景写真の展示会
を開催します。 令和 5 年 1 月 どなたでも

西部文化センター
TEL:625-3851
FAX:625-2881

子ども学びキャンパス
～親子で作る料理講座～ 親子で作る料理講座を開催します。 令和 5 年 1 月 29 日（日）

市内の小学校
3 ～ 6 年生と
保護者

西部文化センター
TEL:625-3851
FAX:625-2881

事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

子ども学びキャンパス
～親子で作るフラワー
アレンジ講座～

親子で、大切な方へ贈るフラワー
アレンジメントを製作する講座を
開催します。

令和 5 年 2 月
市内在住・
在学の小学生
と保護者

西部文化センター
TEL:625-3851
FAX:625-2881

太鼓まつり
和太鼓等の利用サークルが、日頃
の活動成果を発表し、サークル同
士の交流を深めるために開催しま
す。

令和 5 年 2 月 どなたでも
西部文化センター
TEL:625-3851
FAX:625-2881

子育て情報講座
親子チャレンジ教室

（親の学習事業）

親子で一緒にけん玉を楽しみます。
2 回目は、保護者同志の意見交流
と親子でパン作りを行います。

6 月 25 日・7 月 2 日
各土曜日9:30 ～ 11:30

（2 日は 12:00 まで）
小学生と
保護者

大砂土公民館
TEL:666-3593
FAX:666-3593

SDGs の視点で考える
健康講座
脳のおはなし

脳卒中になる仕組みやその予防を
学びます。

8 月 19 日（金）
10:00 ～ 11:30 成人

大砂土公民館
TEL:666-3593
FAX:666-3593

青少年・若者推進事業
多肉植物の寄せ植え教
室

多肉植物の特徴や魅力を知り、
詳しい育て方を学びます。

9 月 17 日（土）
10:00 ～ 12:00

中学生以上
39 歳以下

大砂土公民館
TEL:666-3593
FAX:666-3593

介護予防普及啓発事業
古典文学

「万葉集と百人一首」
万葉集と百人一首について学びます。

11 月 22 日・29 日
各火曜日
13:30 ～ 15:30

65 歳以上
大砂土公民館
TEL:666-3593
FAX:666-3593

浮世絵「北斎と広重」 北斎と広重について学びます。
令和 5 年 1 月 25 日・
2 月 8 日
各水曜日
13:30 ～ 15:30

成人
大砂土公民館
TEL:666-3593
FAX:666-3593

デッサン教室
西部文化センターのアトリエ室で
絵画の基本「デッサン」を学びま
す。

9 月 6 日～ 20 日
毎週火曜日
10:00 ～ 12:00

どなたでも
会場 : 西部文化センター
問合せ : 日進公民館
TEL:663-6611
FAX:663-6611

親子すくすくタイム
「オカリナファミリー
コンサート」

オカリナによる演奏を親子一緒に
鑑賞します。花の丘農林公苑で、
アフターコンサートも楽しんでく
ださい。

10 月 16 日（日）
10:00 ～ 11:30

幼児・小中学
生と保護者

会場 : 花の丘農林公苑
問合せ : 日進公民館
TEL:663-6611
FAX:663-6611

フラワーアレンジメン
ト講座～ハロウインを
素敵に飾る～

ハロウインを楽しめるフラワーの
アレンジを学びます。

10 月 25 日（火）
10:00 ～ 12:00 どなたでも

会場 : フラワーショップ 　　 
         「アリリ」
問合せ : 日進公民館
TEL:663-6611
FAX:663-6611

シニアのためのスマホ
教室

スマホをこれから始めてみたい人
の体験教室です。

12 月 8 日・15 日
各木曜日
10:00 ～ 12:00

65 歳以上
会場 : 松原自治会館
問合せ : 日進公民館
TEL:663-6611
FAX:663-6611

アンガーマネージメン
トで円滑な人間関係を
～職場・家族～

若い夫婦や社会経験の浅い方が、
円滑な人間関係を築くことができ
るようにアンガーマネージメント
を学びます。

令和 5 年 3 月 18 日（土）
10:00 ～ 12:00

18 歳以上
39 歳以下

日進公民館
TEL:663-6611
FAX:663-6611

北　　　区

38

Ⅳ　

講
座
・
イ
ベ
ン
ト
の
情
報



事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

味噌づくり講座 味噌づくりの体験を行い、食文化
の理解を深めます。 令和 5 年 1 月 成人

植水公民館
TEL:623-0989 
FAX:623-3076

子育てサロン
「うちのんち」

子育て中の親子の交流の場を提供
します。

【内野地区社会福祉協議会】

令和 5 年 1 月を除く毎月
第 1 月曜日
10:00 ～ 11:45

未就学児と
保護者

会場 : 内野公民館
問合せ : 内野地区社会 　
　　　　福祉協議会
TEL:622-0582 
FAX:622-0582

プラチナ倶楽部
「うんどうサロン」

高齢者の健康づくりと交流を図り
ます。

5 月～令和 5 年 2 月
10:00 ～ 11:30 65 歳以上

内野公民館
TEL:623-5735
FAX:623-5755

プラチナ倶楽部
「歌声サロン」
Part.1 ～ Part.3

季節の歌、昔懐かしい歌などを歌
い交流を深めます。

5 月～令和 5 年 3 月
13:00 ～ 14:30 65 歳以上

内野公民館
TEL:623-5735
FAX:623-5755

ロビーコンサート どなたでも気軽に楽しめるロビー
コンサートです。

6 月・10 月・12 月
11:50 ～ 12:20 どなたでも

内野公民館
TEL:623-5735
FAX:623-5755

夏休み子ども公民館 工作やお菓子作り、卓球など、様々
な体験学習を行います。全 8 講座。 7 月～ 8 月

市内在住・
在学の小学生
又は小学生と
保護者

内野公民館
TEL:623-5735
FAX:623-5755

馬宮図書館映画会 「イキングット」
（2000 年 87 分 吹替）

6 月 24 日（金）
14:00 ～ 15:30

（開場 13:30）・事前申
込制

一般

会場 : 馬宮コミュニティ
センター多目的ホール
問合せ : 馬宮図書館
TEL:625-8831
FAX:625-8833

馬宮図書館映画会 「人情紙風船」（1937 年 86 分）
11 月 25 日（金）
14:00 ～ 15:30（開場
13:30）・事前申込制

一般

会場 : 馬宮コミュニティ
センター多目的ホール
問合せ : 馬宮図書館
TEL:625-8831
FAX:625-8833

心も体もリフレッシュ
～健康運動講座～

日頃運動不足気味でお悩みの方
を対象とした軽運動講座を開催
します。

10 月 9 日（日）
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在勤の方

西部文化センター
TEL:625-3851
FAX:625-2881

西文センターまつり
～展示発表会～

利用サークルが、日頃の活動成果
を発表し、サークル同士の交流を
深めるために開催します。

11 月 12 日（土）・
13 日（日） どなたでも

西部文化センター
TEL:625-3851
FAX:625-2881

木目込み人形講座 季節にちなんだ人形をつくる講座
を開催します。 12 月 3 日 ･10 日（土）

市内在住・在
勤・在学の高
校生以上の方

西部文化センター
TEL:625-3851
FAX:625-2881

ふれあいコンサート
地元ママさんブラスバンド埼玉た
まぴよ隊と大宮西中学校吹奏楽部
によるコンサートを開催します。

12 月 25 日（日） どなたでも
西部文化センター
TEL:625-3851
FAX:625-2881

馬宮グループ 4 館連携
事業「あなたの活動撮
らせてください !」

（活動風景写真展）

利用団体の活動風景写真の展示会
を開催します。 令和 5 年 1 月 どなたでも

西部文化センター
TEL:625-3851
FAX:625-2881

子ども学びキャンパス
～親子で作る料理講座～ 親子で作る料理講座を開催します。 令和 5 年 1 月 29 日（日）

市内の小学校
3 ～ 6 年生と
保護者

西部文化センター
TEL:625-3851
FAX:625-2881

事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

子ども学びキャンパス
～親子で作るフラワー
アレンジ講座～

親子で、大切な方へ贈るフラワー
アレンジメントを製作する講座を
開催します。

令和 5 年 2 月
市内在住・
在学の小学生
と保護者

西部文化センター
TEL:625-3851
FAX:625-2881

太鼓まつり
和太鼓等の利用サークルが、日頃
の活動成果を発表し、サークル同
士の交流を深めるために開催しま
す。

令和 5 年 2 月 どなたでも
西部文化センター
TEL:625-3851
FAX:625-2881

子育て情報講座
親子チャレンジ教室

（親の学習事業）

親子で一緒にけん玉を楽しみます。
2 回目は、保護者同志の意見交流
と親子でパン作りを行います。

6 月 25 日・7 月 2 日
各土曜日9:30 ～ 11:30

（2 日は 12:00 まで）
小学生と
保護者

大砂土公民館
TEL:666-3593
FAX:666-3593

SDGs の視点で考える
健康講座
脳のおはなし

脳卒中になる仕組みやその予防を
学びます。

8 月 19 日（金）
10:00 ～ 11:30 成人

大砂土公民館
TEL:666-3593
FAX:666-3593

青少年・若者推進事業
多肉植物の寄せ植え教
室

多肉植物の特徴や魅力を知り、
詳しい育て方を学びます。

9 月 17 日（土）
10:00 ～ 12:00

中学生以上
39 歳以下

大砂土公民館
TEL:666-3593
FAX:666-3593

介護予防普及啓発事業
古典文学

「万葉集と百人一首」
万葉集と百人一首について学びます。

11 月 22 日・29 日
各火曜日
13:30 ～ 15:30

65 歳以上
大砂土公民館
TEL:666-3593
FAX:666-3593

浮世絵「北斎と広重」 北斎と広重について学びます。
令和 5 年 1 月 25 日・
2 月 8 日
各水曜日
13:30 ～ 15:30

成人
大砂土公民館
TEL:666-3593
FAX:666-3593

デッサン教室
西部文化センターのアトリエ室で
絵画の基本「デッサン」を学びま
す。

9 月 6 日～ 20 日
毎週火曜日
10:00 ～ 12:00

どなたでも
会場 : 西部文化センター
問合せ : 日進公民館
TEL:663-6611
FAX:663-6611

親子すくすくタイム
「オカリナファミリー
コンサート」

オカリナによる演奏を親子一緒に
鑑賞します。花の丘農林公苑で、
アフターコンサートも楽しんでく
ださい。

10 月 16 日（日）
10:00 ～ 11:30

幼児・小中学
生と保護者

会場 : 花の丘農林公苑
問合せ : 日進公民館
TEL:663-6611
FAX:663-6611

フラワーアレンジメン
ト講座～ハロウインを
素敵に飾る～

ハロウインを楽しめるフラワーの
アレンジを学びます。

10 月 25 日（火）
10:00 ～ 12:00 どなたでも

会場 : フラワーショップ 　　 
         「アリリ」
問合せ : 日進公民館
TEL:663-6611
FAX:663-6611

シニアのためのスマホ
教室

スマホをこれから始めてみたい人
の体験教室です。

12 月 8 日・15 日
各木曜日
10:00 ～ 12:00

65 歳以上
会場 : 松原自治会館
問合せ : 日進公民館
TEL:663-6611
FAX:663-6611

アンガーマネージメン
トで円滑な人間関係を
～職場・家族～

若い夫婦や社会経験の浅い方が、
円滑な人間関係を築くことができ
るようにアンガーマネージメント
を学びます。

令和 5 年 3 月 18 日（土）
10:00 ～ 12:00

18 歳以上
39 歳以下

日進公民館
TEL:663-6611
FAX:663-6611

北　　　区
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

親の学習事業
テーマパーク曲で踊ろ
う&親のおしゃべりタ
イム

親子一緒でストレッチした後、親
はファシリテーターの進行で話合
いをし、子供達はテーマパーク曲
に合わせ踊ります。

8 月 24 日（水）
9:30 ～ 11:30

小学生と
保護者

宮原公民館
TEL:667-0621
FAX:667-0621

夏休み子どもわくわく
教室　バルーン教室

ふくらまさずに風船を使って本物
そっくりの「おやつボックス」を
作ります。

8 月 3 日（水）
10:00 ～ 11:30 小学生

宮原公民館
TEL:667-0621
FAX:667-0621

陶芸教室 オリジナルの湯呑や小鉢を手びね
りで作ります。

9 月 1 日～ 15 日
毎週木曜日
9:30 ～ 11:30

18 歳以上
宮原公民館
TEL:667-0621
FAX:667-0621

親の学習事業
ほっと一息ミニコンサ
ート

マリンバコンサート・声楽コンサ
ートの鑑賞会です。マリンバコン
サートの後は情報交換等の話し合
いもあります。

9 月 22 日・10 月 27 日
各木曜日
10:00 ～ 12:00

小・中学生の
保護者

宮原公民館
TEL:667-0621
FAX:667-0621

介護予防普及啓発事業　
いきいき楽習 5
歴史文学・講談・落語・
地域史

歴史文学・地域史（鎌倉街道など）
と落語・講談を組み合わせた講座
です。

12 月 20 日（火）
令和 5 年 1 月 19 日～
2 月 2 日　各木曜日
10:00 ～ 11:30

65 歳以上
宮原公民館
TEL:667-0621
FAX:667-0621

わかたけスマイル
コンサート

植竹中学校ギター部・吹奏楽部等
による演奏会を行います。 12 月 どなたでも

植竹公民館
TEL:666-1127
FAX:666-1127

趣味講座
初めてのスクラップブ
ッキング

子どもや家族の写真を使って、
素敵なアルバムを作ります。

10 月 4 日（火）
10:00 ～ 12:00 成人

植竹公民館
TEL:666-1127
FAX:666-1127

介護予防普及啓発事業
/ シニアヨガ教室

やさしいヨガで、呼吸法やポーズ
を学びます。

11 月 7 日・14 日
各月曜日
10:00 ～ 12:00

65 歳以上
植竹公民館
TEL:666-1127
FAX:666-1127

「植竹クリスマスコン
サート」

ピアノ、バイオリン等によるソロ
とアンサンブル演奏を行います。

12 月 12 日（月）
14:30 ～ 16:00 成人

植竹公民館
TEL:666-1127
FAX:666-1127

人権講座 / 詩人、
金子みすゞの思い

詩人、金子みすゞの人生と生き方
から、人権の尊さを学びます。

令和 5 年 2 月 28 日（火）
10:00 ～ 12:00 どなたでも

植竹公民館
TEL:666-1127
FAX:666-1127

大宮西部図書館 
あかちゃんおはなし会 絵本の読み聞かせ、わらべうたなど 毎週水曜日　

11:00 ～ 11:30（原則）
0 ～ 2 歳児と
保護者

大宮西部図書館
TEL:664-4946
FAX:667-7715

大宮西部図書館映画会
「かあちゃん」
（2000年 60分 原作:山本周五郎、
監督 : 石原興）

6 月 10 日（金）
14:00 ～ 15:00

（開場 13:30）
事前申込制

一般
大宮西部図書館
TEL:664-4946
FAX:667-7715

大宮西部図書館
子ども映画会

「クマのプーさん プーさんとはち
みつ」（30 分）、

「はれときどきぶた」（38 分） 

7 月 29 日（金）
14:00 ～ 15:15

（開場 13:30）
事前申込制

幼児・小学生
大宮西部図書館
TEL:664-4946
FAX:667-7715

無声映画観賞会 未定 未定・事前申込制 一般
大宮西部図書館
TEL:664-4946
FAX:667-7715

事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

鉄道講座 未定 未定・事前申込制 一般
大宮西部図書館
TEL:664-4946
FAX:667-7715

子ども映写会 児童を対象とした映画を上映します。
毎月第 2土曜日
（12月は第 1土曜日）
14:00 ～ 16:00

どなたでも
30人

会場 :プラザノース内
ユーモアスクエア映写室
問合せ :北図書館
TEL:669-6111
FAX:669-6115

ノースシネマサロン 成人の方を対象とした映画を上映
します。

毎月第 2土曜日
（12月は第 3・4土曜日）
14:00 ～ 16:00

どなたでも
30人

会場 :プラザノース内
ユーモアスクエア映写室
問合せ :北図書館
TEL:669-6111
FAX:669-6115

あかちゃんおはなし会 絵本の読み聞かせ、わらべうた、
手遊びをします。

7月 13日～ 15日、9月 28日～
30日、令和5年1月25日～27日、
3月 22日～ 24日の各水・木・金
曜日 11月 22日（火）、24日（木）、
25（金）11:00 ～ 11:30

0 ～ 2歳児と
保護者 5組

会場 :プラザノース内
ユーモアスクエア映写室
問合せ :北図書館
TEL:669-6111
FAX:669-6115

おはなし会 絵本の読み聞かせや紙芝居、
わらべうた、手遊びなどをします。

6月1日～令和5年3月29日
の毎週水曜日（休館日・祝日
と重なる場合及び12月28日
を除く）16:00 ～ 16:30
（ただし、8月 17日、12月
21日は 15:00 ～ 16:00）

3 歳児以上と
保護者 20人

会場 :プラザノース内
ユーモアスクエア映写室
問合せ :北図書館
TEL:669-6111
FAX:669-6115

さいたま KIDS 郷育
MOVIE 事業

映画監督の指導のもと中学生・高
校生が短編映画を制作します。

7月 26日（火）・29日
（金）、8月 2日（火）

市立中・高等・
中等教育・特別
支援学校の生徒
12人、
応募多数の場合は抽選

会場 :プラザノース内
ユーモアスクエア映写室
問合せ :北図書館
TEL:669-6111
FAX:669-6115

おはなし会 おはなし、絵本の読み聞かせなど
をします。

6月、7月、9月、10月、
令和 5年 1月、2月の
第 4水曜日
15:30 ～ 16:00

3 歳児以上と
保護者 10人

会場 :宮原コミュニティ
センター3階第 6集会室
問合せ :宮原図書館
TEL:662-5401
FAX:653-8563

映写会 成人の方を対象とした映画を上映
します。

6月 9日（木）、
12月 22日（木）
14:00 ～ 17:00

どなたでも
100 人

会場 :宮原コミュニティ
センター1階多目的ホール
問合せ :宮原図書館
TEL:662-5401
FAX:653-8563

子ども映写会 児童を対象とした映画を上映します。
7月 28日（木）、
3月 24日（金）
14:00 ～ 16:00

どなたでも
100 人

会場 :宮原コミュニティ
センター1階多目的ホール
問合せ :宮原図書館
TEL:662-5401
FAX:653-8563

夏のお楽しみ会 おはなしと絵本の読み聞かせ、
ミニ工作などをします。

8月 24月（水）
15:00 ～ 16:00 小学生 20人

会場 :宮原コミュニティ
センター 3階音楽室
問合せ :宮原図書館
TEL:662-5401
FAX:653-8563

夏のおはなし会 おはなし、絵本の読み聞かせなど
をします。

8月 24日（水）
11:00 ～ 11:30

3 歳児以上と
保護者 20人

会場 :宮原コミュニティ
センター 3階音楽室
問合せ :宮原図書館
TEL:662-5401
FAX:653-8563

冬のお楽しみ会 おはなしと絵本の読み聞かせ、
ミニ工作などをします。

12月 26日（月）
15:00 ～ 16:00

未定
20人

会場 :宮原コミュニティ
センター 3階音楽室
問合せ :宮原図書館
TEL:662-5401
FAX:653-8563

春のお楽しみ会 おはなしと絵本の読み聞かせ、
ミニ工作などをします。

令和5年3月23日（木）
15:00 ～ 16:00

未定
20人

会場 :宮原コミュニティ
センター 3階音楽室
問合せ :宮原図書館
TEL:662-5401
FAX:653-8563

みやはら演劇フェス 小学生を対象に開催した演劇ワー
クショップの発表会です。

8月 28日（日）
10:30 開演 どなたでも

宮原コミュニティセン
ター
TEL:653-8558
FAX:653-8541
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

親の学習事業
テーマパーク曲で踊ろ
う&親のおしゃべりタ
イム

親子一緒でストレッチした後、親
はファシリテーターの進行で話合
いをし、子供達はテーマパーク曲
に合わせ踊ります。

8 月 24 日（水）
9:30 ～ 11:30

小学生と
保護者

宮原公民館
TEL:667-0621
FAX:667-0621

夏休み子どもわくわく
教室　バルーン教室

ふくらまさずに風船を使って本物
そっくりの「おやつボックス」を
作ります。

8 月 3 日（水）
10:00 ～ 11:30 小学生

宮原公民館
TEL:667-0621
FAX:667-0621

陶芸教室 オリジナルの湯呑や小鉢を手びね
りで作ります。

9 月 1 日～ 15 日
毎週木曜日
9:30 ～ 11:30

18 歳以上
宮原公民館
TEL:667-0621
FAX:667-0621

親の学習事業
ほっと一息ミニコンサ
ート

マリンバコンサート・声楽コンサ
ートの鑑賞会です。マリンバコン
サートの後は情報交換等の話し合
いもあります。

9 月 22 日・10 月 27 日
各木曜日
10:00 ～ 12:00

小・中学生の
保護者

宮原公民館
TEL:667-0621
FAX:667-0621

介護予防普及啓発事業　
いきいき楽習 5
歴史文学・講談・落語・
地域史

歴史文学・地域史（鎌倉街道など）
と落語・講談を組み合わせた講座
です。

12 月 20 日（火）
令和 5 年 1 月 19 日～
2 月 2 日　各木曜日
10:00 ～ 11:30

65 歳以上
宮原公民館
TEL:667-0621
FAX:667-0621

わかたけスマイル
コンサート

植竹中学校ギター部・吹奏楽部等
による演奏会を行います。 12 月 どなたでも

植竹公民館
TEL:666-1127
FAX:666-1127

趣味講座
初めてのスクラップブ
ッキング

子どもや家族の写真を使って、
素敵なアルバムを作ります。

10 月 4 日（火）
10:00 ～ 12:00 成人

植竹公民館
TEL:666-1127
FAX:666-1127

介護予防普及啓発事業
/ シニアヨガ教室

やさしいヨガで、呼吸法やポーズ
を学びます。

11 月 7 日・14 日
各月曜日
10:00 ～ 12:00

65 歳以上
植竹公民館
TEL:666-1127
FAX:666-1127

「植竹クリスマスコン
サート」

ピアノ、バイオリン等によるソロ
とアンサンブル演奏を行います。

12 月 12 日（月）
14:30 ～ 16:00 成人

植竹公民館
TEL:666-1127
FAX:666-1127

人権講座 / 詩人、
金子みすゞの思い

詩人、金子みすゞの人生と生き方
から、人権の尊さを学びます。

令和 5 年 2 月 28 日（火）
10:00 ～ 12:00 どなたでも

植竹公民館
TEL:666-1127
FAX:666-1127

大宮西部図書館 
あかちゃんおはなし会 絵本の読み聞かせ、わらべうたなど 毎週水曜日　

11:00 ～ 11:30（原則）
0 ～ 2 歳児と
保護者

大宮西部図書館
TEL:664-4946
FAX:667-7715

大宮西部図書館映画会
「かあちゃん」
（2000年 60分 原作:山本周五郎、
監督 : 石原興）

6 月 10 日（金）
14:00 ～ 15:00

（開場 13:30）
事前申込制

一般
大宮西部図書館
TEL:664-4946
FAX:667-7715

大宮西部図書館
子ども映画会

「クマのプーさん プーさんとはち
みつ」（30 分）、

「はれときどきぶた」（38 分） 

7 月 29 日（金）
14:00 ～ 15:15

（開場 13:30）
事前申込制

幼児・小学生
大宮西部図書館
TEL:664-4946
FAX:667-7715

無声映画観賞会 未定 未定・事前申込制 一般
大宮西部図書館
TEL:664-4946
FAX:667-7715

事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

鉄道講座 未定 未定・事前申込制 一般
大宮西部図書館
TEL:664-4946
FAX:667-7715

子ども映写会 児童を対象とした映画を上映します。
毎月第 2土曜日
（12月は第 1土曜日）
14:00 ～ 16:00

どなたでも
30人

会場 :プラザノース内
ユーモアスクエア映写室
問合せ :北図書館
TEL:669-6111
FAX:669-6115

ノースシネマサロン 成人の方を対象とした映画を上映
します。

毎月第 2土曜日
（12月は第 3・4土曜日）
14:00 ～ 16:00

どなたでも
30人

会場 :プラザノース内
ユーモアスクエア映写室
問合せ :北図書館
TEL:669-6111
FAX:669-6115

あかちゃんおはなし会 絵本の読み聞かせ、わらべうた、
手遊びをします。

7月 13日～ 15日、9月 28日～
30日、令和5年1月25日～27日、
3月 22日～ 24日の各水・木・金
曜日 11月 22日（火）、24日（木）、
25（金）11:00 ～ 11:30

0 ～ 2歳児と
保護者 5組

会場 :プラザノース内
ユーモアスクエア映写室
問合せ :北図書館
TEL:669-6111
FAX:669-6115

おはなし会 絵本の読み聞かせや紙芝居、
わらべうた、手遊びなどをします。

6月1日～令和5年3月29日
の毎週水曜日（休館日・祝日
と重なる場合及び12月28日
を除く）16:00 ～ 16:30
（ただし、8月 17日、12月
21日は 15:00 ～ 16:00）

3 歳児以上と
保護者 20人

会場 :プラザノース内
ユーモアスクエア映写室
問合せ :北図書館
TEL:669-6111
FAX:669-6115

さいたま KIDS 郷育
MOVIE 事業

映画監督の指導のもと中学生・高
校生が短編映画を制作します。

7月 26日（火）・29日
（金）、8月 2日（火）

市立中・高等・
中等教育・特別
支援学校の生徒
12人、
応募多数の場合は抽選

会場 :プラザノース内
ユーモアスクエア映写室
問合せ :北図書館
TEL:669-6111
FAX:669-6115

おはなし会 おはなし、絵本の読み聞かせなど
をします。

6月、7月、9月、10月、
令和 5年 1月、2月の
第 4水曜日
15:30 ～ 16:00

3 歳児以上と
保護者 10人

会場 :宮原コミュニティ
センター3階第 6集会室
問合せ :宮原図書館
TEL:662-5401
FAX:653-8563

映写会 成人の方を対象とした映画を上映
します。

6月 9日（木）、
12月 22日（木）
14:00 ～ 17:00

どなたでも
100 人

会場 :宮原コミュニティ
センター1階多目的ホール
問合せ :宮原図書館
TEL:662-5401
FAX:653-8563

子ども映写会 児童を対象とした映画を上映します。
7月 28日（木）、
3月 24日（金）
14:00 ～ 16:00

どなたでも
100 人

会場 :宮原コミュニティ
センター1階多目的ホール
問合せ :宮原図書館
TEL:662-5401
FAX:653-8563

夏のお楽しみ会 おはなしと絵本の読み聞かせ、
ミニ工作などをします。

8月 24月（水）
15:00 ～ 16:00 小学生 20人

会場 :宮原コミュニティ
センター 3階音楽室
問合せ :宮原図書館
TEL:662-5401
FAX:653-8563

夏のおはなし会 おはなし、絵本の読み聞かせなど
をします。

8月 24日（水）
11:00 ～ 11:30

3 歳児以上と
保護者 20人

会場 :宮原コミュニティ
センター 3階音楽室
問合せ :宮原図書館
TEL:662-5401
FAX:653-8563

冬のお楽しみ会 おはなしと絵本の読み聞かせ、
ミニ工作などをします。

12月 26日（月）
15:00 ～ 16:00

未定
20人

会場 :宮原コミュニティ
センター 3階音楽室
問合せ :宮原図書館
TEL:662-5401
FAX:653-8563

春のお楽しみ会 おはなしと絵本の読み聞かせ、
ミニ工作などをします。

令和5年3月23日（木）
15:00 ～ 16:00

未定
20人

会場 :宮原コミュニティ
センター 3階音楽室
問合せ :宮原図書館
TEL:662-5401
FAX:653-8563

みやはら演劇フェス 小学生を対象に開催した演劇ワー
クショップの発表会です。

8月 28日（日）
10:30 開演 どなたでも

宮原コミュニティセン
ター
TEL:653-8558
FAX:653-8541
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

夏休み子ども学び
キャンパス絵画講座

小学生を対象に夏休みの宿題の手
助けとなる絵画講座を開催します。

8 月 2 日（火）
13:30 ～ 15:30

市内在住・
在学の小学生
20 人

宮原コミュニティセン
ター
TEL:653-8558
FAX:653-8541

夫婦で、親子で、
そば打ち体験

夫婦や親子を対象にそば打ち体験
講座を開催します。

11 月 12 日（土）
9:00 ～ 12:30

市内在住・在
勤の18 歳以上
の夫婦・親子

宮原コミュニティセン
ター
TEL:653-8558
FAX:653-8541

宮原コミセンまつり 
2022

当館利用者や、地域団体の日頃の
活動の成果を発表します。

11 月 26 日（土）・
27 日（日） どなたでも

宮原コミュニティセン
ター
TEL:653-8558
FAX:653-8541

冬休み子ども学び
キャンパス書初め講座

小学生を対象に冬休みの宿題に
役立つ書初め講座を開催します。 12 月 25 日（日） 市内在住・在

学の小学生

宮原コミュニティセン
ター
TEL:653-8558
FAX:653-8541

部員募集 ! 家庭科クラ
ブ～入園入学グッズ編

未就園・学児を持つ保護者を対象
に入園入学準備の手助けとなる手
芸講座を開催します。

令和 5 年 3 月
令和5 年度に入
園入学予定の子
をもつ市内の保
護者

宮原コミュニティセン
ター
TEL:653-8558
FAX:653-8541

血流改善 !
健康体操講座

柔軟性と筋力を高める健康維持を
目的とした体操講座です。

9 月 14日～10 月12 日
毎週水曜日　全５回
14:00 ～ 16:00

市内在住・
在勤の方 20人

日進公園コミュニティ
センター
TEL:664-4078
FAX:664-4078

キッズコンサート 小さなお子さんから楽しめるコン
サートです。

9 月 11 日（日）
10:30 開演

市内在住の方
12組

日進公園コミュニティ
センター
TEL:664-4078
FAX:664-4078

アフタヌーンコンサート 地域の皆さんが気軽に楽しめる
コンサートです。 10 月 どなたでも

日進公園コミュニティ
センター
TEL:664-4078
FAX:664-4078

日進公園コミセンレク
フェスタ

定期利用団体の活動成果発表
（実演部門）を実施します。 11 月 どなたでも

日進公園コミュニティ
センター
TEL:664-4078
FAX:664-4078

焼き菓子講座 家庭で楽しめる焼き菓子の基本を
学びます。 令和 5 年 1 月 市内在住・

在勤の方

日進公園コミュニティ
センター
TEL:664-4078
FAX:664-4078

日進公園コミセンまつり 定期利用団体の活動成果発表
（展示部門）を実施します。 令和 5 年 3 月 どなたでも

日進公園コミュニティ
センター
TEL:664-4078
FAX:664-4078

名画鑑賞会
「トイ・ストーリー 4」

おもちゃの仲間たちの新たな旅立
ちと冒険を描く感動アドベンチャ
ーを、お楽しみいただきます。

8 月 21 日（日）
14:00 ～ 15:40（予定） どなたでも

プラザノース
TEL:669-0300
FAX:653-9288

ノース・ティータイム・
コンサート vol.26　
浜野与志男
ピアノ・リサイタル

午後のひと時に短時間、ワンコイ
ンでお楽しみいただけるクラシッ
クコンサートを開催予定です。

9 月 9 日（金）
13:30 ～ 14:15

小学生以上の
方

プラザノース
TEL:669-0300
FAX:653-9288
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

夏休み子ども学び
キャンパス絵画講座

小学生を対象に夏休みの宿題の手
助けとなる絵画講座を開催します。

8 月 2 日（火）
13:30 ～ 15:30

市内在住・
在学の小学生
20 人

宮原コミュニティセン
ター
TEL:653-8558
FAX:653-8541

夫婦で、親子で、
そば打ち体験

夫婦や親子を対象にそば打ち体験
講座を開催します。

11 月 12 日（土）
9:00 ～ 12:30

市内在住・在
勤の18 歳以上
の夫婦・親子

宮原コミュニティセン
ター
TEL:653-8558
FAX:653-8541

宮原コミセンまつり 
2022

当館利用者や、地域団体の日頃の
活動の成果を発表します。

11 月 26 日（土）・
27 日（日） どなたでも

宮原コミュニティセン
ター
TEL:653-8558
FAX:653-8541

冬休み子ども学び
キャンパス書初め講座

小学生を対象に冬休みの宿題に
役立つ書初め講座を開催します。 12 月 25 日（日） 市内在住・在

学の小学生

宮原コミュニティセン
ター
TEL:653-8558
FAX:653-8541

部員募集 ! 家庭科クラ
ブ～入園入学グッズ編

未就園・学児を持つ保護者を対象
に入園入学準備の手助けとなる手
芸講座を開催します。

令和 5 年 3 月
令和5 年度に入
園入学予定の子
をもつ市内の保
護者

宮原コミュニティセン
ター
TEL:653-8558
FAX:653-8541

血流改善 !
健康体操講座

柔軟性と筋力を高める健康維持を
目的とした体操講座です。

9 月 14日～10 月12 日
毎週水曜日　全５回
14:00 ～ 16:00

市内在住・
在勤の方 20人

日進公園コミュニティ
センター
TEL:664-4078
FAX:664-4078

キッズコンサート 小さなお子さんから楽しめるコン
サートです。

9 月 11 日（日）
10:30 開演

市内在住の方
12組

日進公園コミュニティ
センター
TEL:664-4078
FAX:664-4078

アフタヌーンコンサート 地域の皆さんが気軽に楽しめる
コンサートです。 10 月 どなたでも

日進公園コミュニティ
センター
TEL:664-4078
FAX:664-4078

日進公園コミセンレク
フェスタ

定期利用団体の活動成果発表
（実演部門）を実施します。 11 月 どなたでも

日進公園コミュニティ
センター
TEL:664-4078
FAX:664-4078

焼き菓子講座 家庭で楽しめる焼き菓子の基本を
学びます。 令和 5 年 1 月 市内在住・

在勤の方

日進公園コミュニティ
センター
TEL:664-4078
FAX:664-4078

日進公園コミセンまつり 定期利用団体の活動成果発表
（展示部門）を実施します。 令和 5 年 3 月 どなたでも

日進公園コミュニティ
センター
TEL:664-4078
FAX:664-4078

名画鑑賞会
「トイ・ストーリー 4」

おもちゃの仲間たちの新たな旅立
ちと冒険を描く感動アドベンチャ
ーを、お楽しみいただきます。

8 月 21 日（日）
14:00 ～ 15:40（予定） どなたでも

プラザノース
TEL:669-0300
FAX:653-9288

ノース・ティータイム・
コンサート vol.26　
浜野与志男
ピアノ・リサイタル

午後のひと時に短時間、ワンコイ
ンでお楽しみいただけるクラシッ
クコンサートを開催予定です。

9 月 9 日（金）
13:30 ～ 14:15

小学生以上の
方

プラザノース
TEL:669-0300
FAX:653-9288

事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

さいたま市立博物館
「夏休み子ども博物館」

小・中学生対象の自由研究に役立
つ展示や体験講座を行います。

7月 16日（土）～ 8月
28日（日）

中学生以下の
子どもと保護
者

さいたま市立博物館
TEL:644-2322
FAX:644-2313

さいたま市立博物館
第 46回特別展（仮題）
「天保の改革と地域の
村々」

天保の改革の施策について、地域
に残された資料から、その実態の
一部を紹介します。

10月8日（土）～11月
20日（日） どなたでも

さいたま市立博物館
TEL:644-2322
FAX:644-2313

子どもわくわく体験講座
「バッタつり」

大宮第 2公園周辺で秋の自然観察
を行います。

10月 16日（日）
9:30 ～ 11:30

中学生以下の
子どもと保護
者

さいたま市立博物館
TEL:644-2322
FAX:644-2313

子どもわくわく体験講座
「藍染め教室」

藍染めの型染めでハンカチを染め
ます。

10月 29日（土）
10:00 ～ 12:00

中学生以下の
子どもと保護
者

さいたま市立博物館
TEL:644-2322
FAX:644-2313

さいたま市立博物館
「さいたま市のうつり
変わりと人びとのくら
し展」

小学校 3年生を対象としたさいた
ま市のうつり変わりや使っていた
道具のうつり変わりについての展
示を行います。

12月 6日（火）～令和
5年 2月 23日（木）

小学生以下の
子どもと保護
者

さいたま市立博物館
TEL:644-2322
FAX:644-2313

さいたま市のうつり変
わりと人びとのくらし
展関連講座「ぐにゃぐ
にゃたこづくり」

親子でぐにゃぐにゃ凧を作り、近
隣の小学校に移動して凧を揚げま
す。

12月 17日（土）
10:00 ～ 12:00

小学生以下の
子どもと保護
者

さいたま市立博物館
TEL:644-2322
FAX:644-2313

さいたま市のうつり変
わりと人びとのくらし
展関連講座
「紙芝居」

自転車の紙芝居の実演を行います。 令和 5年 1月 2月の
土曜日・日曜日 どなたでも

さいたま市立博物館
TEL:644-2322
FAX:644-2313

さいたま市のうつり変
わりと人びとのくらし
展関連講座
「昔のくらし体験」

七輪を使っての炭起こし体験や炭
火アイロンなど、昔の道具の体験
活動を行います。

令和 5年 1月 8日（日）
10:00 ～ 12:00

小学 3年生と
保護者

さいたま市立博物館
TEL:644-2322
FAX:644-2313

さいたま市のうつり変
わりと人びとのくらし
展関連講座「明かりの
道具のうつり変わり」

明かりの道具のうつり変わりにつ
いて、実演を交えながらの説明を
行います。

令和 5年 1月 2月の
日曜日 どなたでも

さいたま市立博物館
TEL:644-2322
FAX:644-2313

さいたま市のうつり変
わりと人びとのくらし
展関連講座
「折り紙教室」

日本おり紙学会認定講師の先生に
よる季節のおり紙を製作する教室
を行います。

令和5年1月28日（土）
10:00 ～ 12:00

小学生以下の
子どもと保護
者

さいたま市立博物館
TEL:644-2322
FAX:644-2313

さいたま市のうつり変
わりと人びとのくらし
展関連講座
「動くおもちゃづくり」

ゴムの動力を利用した動くおもち
ゃを制作し、実際に動かして遊び
ます。

令和 5年 2月 4日（土）
10:00 ～ 12:00

小学生以下の
子どもと保護
者

さいたま市立博物館
TEL:644-2322
FAX:644-2313

さいたま市立博物館
収蔵品展（仮題）

近年、博物館に寄贈されたものを
中心に、収蔵資料を紹介します。

令和 5年 3月4日（土）
～5年5月7日（日） どなたでも

さいたま市立博物館
TEL:644-2322
FAX:644-2313

さいたま市親の学習
ファシリテーター養成
講座

公民館等で行われている「親の学習
事業」の進行役である「さいたま市
親の学習ファシリテーター」として
活動するためのスキルを学びます。

9月 6日～ 10月 25日
毎週火曜日
10:00 ～ 12:00（予定）

どなたでも
生涯学習総合センター
TEL:643-5651
FAX:648-1860

大　宮　区
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

親の学習事業　
転入ママ・子育てママ
あつまれ !

転入者や子育て仲間・情報を求め
ている方々とおしゃべりをして仲
間作りをしながら、さいたま市の
子育て情報を提供します。

11 月
6 か月～
4 歳未満の子
どもと保護者

生涯学習総合センター
TEL:643-5651
FAX:648-1860

介護予防事業 / さくら
ぎぷらっとサロン

シニア世代が健康な生活をおくる
ための知識を身につけるととも
に、コミュニティづくりの場を設
けます。

7 月 8 日・10 月 7 日・
1 月 13 日の各金曜日
13:00 ～ 15:30

市内在住・
在勤・在学の
65 歳以上の方
介護をされている方

桜木公民館
TEL:643-5652
FAX:641-6308

夏休み子ども公民館 /
親子で学ぶ SDGs 教室

小学生の親子を対象とする身近な
ことから SDGs について学ぶ教室
です。

8 月 17 日（水）
10:00 ～ 12:00

市内在住・在
学の小学生と
保護者

桜木公民館
TEL:643-5652
FAX:641-6308

人権講座 / 盲目のピア
ニストによるトーク &
コンサート

人権の尊さを学ぶことを目的とし
た、視覚障害者によるピアノコン
サートです。

9 月 どなたでも
桜木公民館
TEL:643-5652
FAX:641-6308

介護予防事業 / 仕事や
家庭に役立つ

「整理収納」講座

より良い生活が送れるようにする
ため、整理収納の基礎や片付けの
ルールを学ぶ講座です。

10 月 13 日・20 日の
各木曜日
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在勤・在学の
65 歳以上の方

桜木公民館
TEL:643-5652
FAX:641-6308

親の学習事業 /
アンガーマネジメント
とおしゃべりタイム

こどもがクリスマスリースを作っ
ている間に親はアンガーマネジメ
ントの講座とおしゃべりタイムで
自分を見つめます。

11 月
市内在住・在
学の小・中学
生と保護者

桜木公民館
TEL:643-5652
FAX:641-6308

ナチュラル
ビューティー講座

「心と体を健康で美しく」を追求
した講座です。セルフハンドマッ
サージとパーソナルカラーを学び
ます。

7 月 13 日・7 月 20 日
各水曜日
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在勤・在学の
成人の方

大宮南公民館
TEL:641-4980
FAX:641-3958

夏休み子ども公民館 /
ボルダリング教室

小学生を対象にボルダリングを学
びます。

7 月 26 日（火）
9:00 ～ 10:30

市内在住の
小学 4 年生～
6 年生

大宮南公民館
TEL:641-4980
FAX:641-3958

親の学習事業 /
南極ものがたり

親同士の交流・学び合いを目的に、
南極教室と親の学習プログラムを
実施します。

10 月 1 日（土）
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在学の小学生
と保護者

大宮南公民館
TEL:641-4980
FAX:641-3958

花文字講座
風水の縁起の良い絵柄で名前や言
葉を描き、福を呼び込む中国二千
年の伝統芸術を学びます。

11 月 15 日～ 11 月 29
日毎週火曜日
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在勤・在学の
成人の方

大宮南公民館
TEL:641-4980
FAX:641-3958

介護予防事業 / 古典文
学講座「埼玉地獄案内」

日本における地獄の思想の変遷
を、仏教の教えや文学、絵画等か
ら解き明かしていく古典文学講座
です。

令和 5 年 2 月（予定）
13:30 ～ 15:00

市内在住・
在勤の 65 歳
以上の方

大宮南公民館
TEL:641-4980
FAX:641-3958

親の学習事業 /
ベビーダンス & おし
ゃべり交流会

親同士の学び合いと交流を目的に
ベビーダンスを学ぶ講座です。

7 月 5 日（火）
10:00 ～ 11:30
7 月 12 日（火）
10:00 ～ 12:00

3 か月～ 1 歳
6 か月児と
保護者

大宮中部公民館
TEL:641-8955
FAX:641-3929

人権講座 /
映像作品から学ぶ人権

映画や舞台作品の鑑賞を通じて、
人権の尊さについて考える講座で
す。

9 月 2 日～ 16 日
毎週金曜日
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在学・在勤の
成人の方

大宮中部公民館
TEL:641-8955
FAX:641-3929

介護予防事業 /
第 2 期楽々健康体操

高齢者の健康づくりを目的とし
た、ストレッチを学ぶ講座です。 10 月

市内在住・
在勤の 65 歳
以上の方

大宮中部公民館
TEL:641-8955
FAX:641-3929
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

親の学習事業　
転入ママ・子育てママ
あつまれ !

転入者や子育て仲間・情報を求め
ている方々とおしゃべりをして仲
間作りをしながら、さいたま市の
子育て情報を提供します。

11 月
6 か月～
4 歳未満の子
どもと保護者

生涯学習総合センター
TEL:643-5651
FAX:648-1860

介護予防事業 / さくら
ぎぷらっとサロン

シニア世代が健康な生活をおくる
ための知識を身につけるととも
に、コミュニティづくりの場を設
けます。

7 月 8 日・10 月 7 日・
1 月 13 日の各金曜日
13:00 ～ 15:30

市内在住・
在勤・在学の
65 歳以上の方
介護をされている方

桜木公民館
TEL:643-5652
FAX:641-6308

夏休み子ども公民館 /
親子で学ぶ SDGs 教室

小学生の親子を対象とする身近な
ことから SDGs について学ぶ教室
です。

8 月 17 日（水）
10:00 ～ 12:00

市内在住・在
学の小学生と
保護者

桜木公民館
TEL:643-5652
FAX:641-6308

人権講座 / 盲目のピア
ニストによるトーク &
コンサート

人権の尊さを学ぶことを目的とし
た、視覚障害者によるピアノコン
サートです。

9 月 どなたでも
桜木公民館
TEL:643-5652
FAX:641-6308

介護予防事業 / 仕事や
家庭に役立つ

「整理収納」講座

より良い生活が送れるようにする
ため、整理収納の基礎や片付けの
ルールを学ぶ講座です。

10 月 13 日・20 日の
各木曜日
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在勤・在学の
65 歳以上の方

桜木公民館
TEL:643-5652
FAX:641-6308

親の学習事業 /
アンガーマネジメント
とおしゃべりタイム

こどもがクリスマスリースを作っ
ている間に親はアンガーマネジメ
ントの講座とおしゃべりタイムで
自分を見つめます。

11 月
市内在住・在
学の小・中学
生と保護者

桜木公民館
TEL:643-5652
FAX:641-6308

ナチュラル
ビューティー講座

「心と体を健康で美しく」を追求
した講座です。セルフハンドマッ
サージとパーソナルカラーを学び
ます。

7 月 13 日・7 月 20 日
各水曜日
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在勤・在学の
成人の方

大宮南公民館
TEL:641-4980
FAX:641-3958

夏休み子ども公民館 /
ボルダリング教室

小学生を対象にボルダリングを学
びます。

7 月 26 日（火）
9:00 ～ 10:30

市内在住の
小学 4 年生～
6 年生

大宮南公民館
TEL:641-4980
FAX:641-3958

親の学習事業 /
南極ものがたり

親同士の交流・学び合いを目的に、
南極教室と親の学習プログラムを
実施します。

10 月 1 日（土）
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在学の小学生
と保護者

大宮南公民館
TEL:641-4980
FAX:641-3958

花文字講座
風水の縁起の良い絵柄で名前や言
葉を描き、福を呼び込む中国二千
年の伝統芸術を学びます。

11 月 15 日～ 11 月 29
日毎週火曜日
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在勤・在学の
成人の方

大宮南公民館
TEL:641-4980
FAX:641-3958

介護予防事業 / 古典文
学講座「埼玉地獄案内」

日本における地獄の思想の変遷
を、仏教の教えや文学、絵画等か
ら解き明かしていく古典文学講座
です。

令和 5 年 2 月（予定）
13:30 ～ 15:00

市内在住・
在勤の 65 歳
以上の方

大宮南公民館
TEL:641-4980
FAX:641-3958

親の学習事業 /
ベビーダンス & おし
ゃべり交流会

親同士の学び合いと交流を目的に
ベビーダンスを学ぶ講座です。

7 月 5 日（火）
10:00 ～ 11:30
7 月 12 日（火）
10:00 ～ 12:00

3 か月～ 1 歳
6 か月児と
保護者

大宮中部公民館
TEL:641-8955
FAX:641-3929

人権講座 /
映像作品から学ぶ人権

映画や舞台作品の鑑賞を通じて、
人権の尊さについて考える講座で
す。

9 月 2 日～ 16 日
毎週金曜日
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在学・在勤の
成人の方

大宮中部公民館
TEL:641-8955
FAX:641-3929

介護予防事業 /
第 2 期楽々健康体操

高齢者の健康づくりを目的とし
た、ストレッチを学ぶ講座です。 10 月

市内在住・
在勤の 65 歳
以上の方

大宮中部公民館
TEL:641-8955
FAX:641-3929

事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

介護予防事業 /
第 4期楽々学級

高齢者の教養向上を目的とした、
タブレット操作や活用について学
ぶ講座です。

11月～ 12月
市内在住・
在勤の 65歳
以上の方

大宮中部公民館
TEL:641-8955
FAX:641-3929

ガーデニング教室
自然を愛する心の醸成を目的とし
た、季節の植物による寄せ植え講
座です。

12月
市内在住・
在学・在勤の
成人の方

大宮中部公民館
TEL:641-8955
FAX:641-3929

夏休み子ども公民館 /
パンづくり教室

小学生を対象に、かわいい動物パ
ンを作ります。

① 7月 26日（火）午前
② 8月 3日（水）午前

市内在住・
在学の小学生

大宮北公民館
TEL:641-3747
FAX:641-3985

夏休み子ども公民館 /
水彩画教室

小学生を対象に、水彩画を描く楽
しさを学びます。

① 8月 4日（木）午前
② 8月 17日（水）午前

市内在住・
在学の小学生
① 1･2 年生
② 3～ 6年生

大宮北公民館
TEL:641-3747
FAX:641-3985

料理教室
SDGs 関連事業

植物性タンパク質を使った絶品料
理をつくります。 8月 5日（金）午前

市内在住 ･
在勤 ･在学の
20歳以上の方

大宮北公民館
TEL:641-3747
FAX:641-3985

夏休み子ども公民館 /
貯金箱づくり教室

小学生を対象に、貯金箱作りを通
じて、工作の楽しさを学びます。 8月 9日（火）午前 市内在住・

在学の小学生
大宮北公民館
TEL:641-3747
FAX:641-3985

クリスマスコンサート
障害者支援事業として車いすスペ
ースを会場に確保し、クラシック
音楽に親しむクリスマスコンサー
トです。

12月 24日（土）
市内在住 ･
在勤 ･在学の
成人の方

大宮北公民館
TEL:641-3747
FAX:641-3985

落語からみる人権 人権週間に落語について学び、人
との関わりについて学びます。

12月 6日（火）
14:00 ～ 16:00

市内在住・
在勤・在学の
成人の方

三橋公民館
TEL:642-6893
FAX:641-3897

親子そば打ち教室 親子で伝統的なそばづくりを体験
します。 12月 17日（土）午前 市内在住の小

学生と保護者
三橋公民館
TEL:642-6893
FAX:641-3897

冬休み子ども公民館
「書きぞめ教室」

小学生を対象に書きぞめを題材に、
太筆の使い方を学びます。

12月 23日（金）
14:00 ～ 16:00

市内在住の
小学生

三橋公民館
TEL:642-6893
FAX:641-3897

新春講談 障害者支援事業として車椅子等優
先席を設け、講談を鑑賞します。

令和5年1月26日（木）
午後

市内在住・
在勤・在学の
成人の方

三橋公民館
TEL:642-6893
FAX:641-3897

陶芸教室 陶芸を楽しむことを通じて、もの
づくりの大切さを学びます。

9月24日、10月29日
毎回土曜日
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在勤・在学の
成人の方

大成公民館
TEL:663-4927
FAX:651-4082

日本の世界遺産 日本の世界遺産を知り、その内容
について学びます。

10月 19日、26日、
11月 2日　毎週水曜日
10:00 ～ 12:00

市内在住・在
勤・在学の
成人の方

大成公民館
TEL:663-4927
FAX:651-4082

人権講座（落語） 日本の伝統芸能である落語に親し
み、人権について学びます。

11月 9日（水）
13:30 ～ 15:00

市内在住・在
勤・在学の
成人の方

大成公民館
TEL:663-4927
FAX:651-4082
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

冬休み子ども公民館 /
書初め教室

小学生対象に筆の使い方から学
び、書初めを通して書を楽しみま
す。

12 月 27 日（火）
10:00 ～ 11:30

市内在住の小
学 3 年生～ 6
年生

大成公民館
TEL:663-4927
FAX:651-4082

野菜ソムリエから学ぶ
講座

旬の野菜について栄養や調理方法
など、その魅力について多面的に
学びます。

令和 5 年 1 月 19 日（木）
10:30 ～ 12:00

市内在住・
在勤・在学の
成人の方

大成公民館
TEL:663-4927
FAX:651-4082

親の学習事業 /
親子お菓子づくり教室

子育て支援を目的として、親子で
一緒にお菓子づくりを学び、親の
学習プログラムを実施します。

11 月 13 日（日）
10:00 ～ 12:00

小学生と
保護者

大宮東公民館
TEL:643-4391
FAX:641-3927

もっと大宮を知ろう 大宮の魅力ある施設を見学します。 10 月 18 日（火）
市内在住・
在勤・在学の
成人の方

大宮東公民館
TEL:643-4391
FAX:641-3927

オータムコンサート 琴とバイオリンの演奏会です。 11 月 26 日（土） どなたでも
大宮東公民館
TEL:643-4391
FAX:641-3927

歴史・人権講座
主にさいたま市や埼玉県を中心
に、人権など様々な角度から歴史
について解説します。

令和 5 年 2 月 1 日・8 日・
15 日・22 日　各水曜日
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在勤・在学の
成人の方

大宮東公民館
TEL:643-4391
FAX:641-3927

そば打ち教室 そば打ちを通じて、料理の楽しさ
や食育を学びます。 令和 5 年 1 月 27 日（金）

市内在住・
在勤・在学の
成人の方

大宮東公民館
TEL:643-4391
FAX:641-3927

一生使える歩き方・
ウォーキングを学ぼう

これからウォーキングをはじめた
い方への効果的なフォームや正し
い歩き方について学びます。

6 月 26 日（日）
14:30 ～ 16:00 18 歳以上

大宮図書館
TEL:643-3702
FAX:645-0262

認知症予防ゲーム ゲームを楽しみながら、脳機能を
活性化し認知症を予防します。 9 月 21 日（水） 65 歳以上

大宮図書館
TEL:643-3702
FAX:645-0262

イツモ防災講座 日頃から家庭でできる備えを
わかりやすく学びます。 9 月 どなたでも

大宮図書館
TEL:643-3702
FAX:645-0262

大人の折り紙講座
～和紙で干支を折りま
しょう～『卯年』

干支の卯を和紙で折り、飾り物
として作品を仕上げます。

11 月 26 日（土）
14:00 ～ 16:00 18 歳以上

大宮図書館
TEL:643-3702
FAX:645-0262

陶芸講座 削りもする陶芸講座です。
Ⅰ 6月7日･14日･28日（火）　
Ⅱ 9月21日･28日･10月12日（水）
Ⅲ 10月19日･26日･11月16日（水）
各10:00～12:00

市内在住・
在勤の方

大宮工房館
TEL:645-3838
FAX:645-3881

水彩画講座 水彩画の基本を学びます。
6 月 10 日 ･24 日 ･7 月
8 日 ･22 日　各金曜日
13:00 ～ 15:00

市内在住・
在勤の方

大宮工房館　　　　　　
TEL:645-3838　　　　　　
FAX:645-3881

キッズチャレンジ ‼
押し花貯金箱作り

小学生対象に大宮二十景を描きま
す。

8 月 1 日（月）
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在学の小学生

大宮工房館　　　　　　
TEL:645-3838　　　　　　
FAX:645-3881
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

電動ろくろ講座 中級向けの電動ろくろで作品つく
りを楽しみます。

Ⅰ 8月3日･10日･24日各水曜日
10:00 ～ 12:00
Ⅱ 10月22日･29日・11 月 19 日
各土曜日 10:00 ～ 12:00

市内在住・
在勤の方

大宮工房館　　　　　　
TEL:645-3838　　　　　　
FAX:645-3881

キッズチャレンジ ‼
水彩画・大宮二十景を
描く

小学生対象に大宮二十景を描きま
す。

8 月 6 日（土）・7 日（日）
13:00 ～ 15:00

大宮区の小学
生

大宮工房館　　　　　　
TEL:645-3838　　　　　　
FAX:645-3881

バードカービング講座 木工で鳥の置物作りを楽しみます。
10 月 2 日・9 日・16 日・
23 日・30 日　
各日曜日　
9:30 ～ 11:30

市内在住・
在勤の方

大宮工房館　　　　　　
TEL:645-3838　　　　　　
FAX:645-3881

こけ玉 & 陶器作り講座 陶芸で器を作り、こけ玉を作り飾
ります。

10 月 1 日・15 日・
11 月 5 日　各土曜日
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在勤の方

大宮工房館　　　　　　
TEL:645-3838　　　　　　
FAX:645-3881

キッズチャレンジ ‼　　　　　　　　　　　　　　　　
水彩画講座

小学生対象で、絵画の基本を学び
ます。

10 月 2 日・16 日・23 日・
30 日　各日曜日
13:00 ～ 15:00

市内在住・
在学の小学生

大宮工房館　　　　　　
TEL:645-3838　　　　　　
FAX:645-3881

ステンドグラス講座 ステンドグラスの基本を学びま
す。

11 月 9 日（水）
13:00 ～ 15:00

市内在住・
在勤の方

大宮工房館　　　　　　
TEL:645-3838　　　　　　
FAX:645-3881

陶芸で干支を作る講座
「卯」 陶芸で来年の干支を作ります。 12 月 11 日（日）

10:00 ～ 12:00
市内在住・
在勤の方

大宮工房館　　　　　　
TEL:645-3838　　　　　　
FAX:645-3881

キッズチャレンジ ‼
書初め ABC

冬休みの課題の書初めを仕上げま
す。

12 月 26 日（月） 
A 9:10 ～ 11:10
B 12:00 ～ 14:00
C 14:30 ～ 16:30

市内在住・在
学の小学校 3
年生～中学生

大宮工房館　　　　　　
TEL:645-3838　　　　　　
FAX:645-3881

ガラスフュージング講座 ガラス工芸を楽しみます。
令和 5 年 1 月 22 日
･29 日　各日曜日
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在勤の方

大宮工房館　　　　　　
TEL:645-3838　　　　　　
FAX:645-3881

キッズチャレンジ
お仕事探検①

さいたま市大宮区役所、大宮図書
館のお仕事を探検します

8 月 3 日（水）
9:30 ～ 12:00

市内在住・
在学の小学校
4 ～ 6 年生

高鼻ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
TEL:644-3360
FAX:644-3361

キッズチャレンジ
お仕事探検②

ラウンドワン大宮店、東光寺の
お仕事を探検します。

8 月 22 日（月）
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在学の小学校
4 ～ 6 年生

高鼻ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
TEL:644-3360
FAX:644-3361

狂言入門講座 一流狂言師による初心者を対象と
した狂言入門講座を開催します。 令和 5 年 2 月 どなたでも

氷川の杜文化館
TEL:648-1177
FAX:648-1311
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

くらしっく講座　
慶應大学薬草園で学ぶ
草木

慶應大学薬草園で草木について
学びます。

7 月 9 日（土）
10:00 ～ 12:00 どなたでも

見沼くらしっく館
TEL:688-3330
FAX:688-3335

夏休み小学生講座 竹や身近な材料を加工して、手作
りのおもちゃや小物を作ります。

7 月 30 日（土）・31 日
（日）
8 月 6 日（土）・7 日（日）
10:00 ～ 11:00

小学生と
保護者

見沼くらしっく館
TEL:688-3330
FAX:688-3335

パソコン相談サロン
パソコンやスマートフォンの使用
に関する相談を受付します。

（受付 11 時まで）

8 月 18 日、12 月 15 日
各木曜日　
9:30 ～ 11:30

どなたでも
大砂土東公民館
TEL:684-9226
FAX:687-9901

LINE&Zoom 体験講座 LINE と Zoom の使い方を体験し
ます。

9 月 7 日（水）・14 日（水）
14:00 ～ 16:00 どなたでも

大砂土東公民館
TEL:684-9226
FAX:687-9901

赤ちゃんとママのふれ
あいストレッチ
～親の学習事業～

赤ちゃんとふれあい、みんなと
交流して楽しい時間をすごしまし
ょう。

10月6日（木）・20日（木）
10:00 ～ 11:30

首の座る頃
（3 か月程度）
～ 1 歳未満のお
子さんと保護者

大砂土東公民館
TEL:684-9226
FAX:687-9901

陶芸教室 手作りすることの楽しさを陶芸を
通して学びます。

10 月 22 日（土）
10:00 ～ 12:00 どなたでも

大砂土東公民館
TEL:684-9226
FAX:687-9901

映像から学ぶ人権講座 映像から人権について考えます。 令和 5 年 2 月 2 日（木）
10:00 ～ 12:00 どなたでも

大砂土東公民館
TEL:684-9226
FAX:687-9901

子育てサロン
「ちゃっと」

子育て中の親子が気軽に参加でき
るサロンです。情報交換や子ども
を遊ばせたりします。

毎月第 1 金曜日
10:00 ～ 11:00

乳幼児と
保護者

片柳公民館
TEL:684-3492
FAX:687-5585

パソコン相談サロン
パソコンやスマートフォンの使用
に関する相談を受付します。

（受付 11 時まで）

7 月 21 日、11 月 17 日、
令和 5 年 3 月 16 日
各木曜日　
9:30 ～ 11:30

どなたでも
片柳公民館
TEL:684-3492
FAX:687-5585

やさしい手芸教室 簡単に作れる手芸を学びます。 11 月 どなたでも
片柳公民館
TEL:684-3492
FAX:687-5585

お正月のおもてなし
料理教室

お正月を簡単に華やかにできるお
もてなし料理を学びます。 12 月 どなたでも

片柳公民館
TEL:684-3492
FAX:687-5585

マリンバ　　　　　　　　
サマーコンサート

マリンバ演奏者 3 名による、
楽しいコンサートです。

7 月 1 日（金）          
13:30 ～ 15:30 どなたでも

七里公民館
TEL:686-4721
FAX:687-5575

講談で学ぶ　人権講座 講談を聞き、人権について考えま
す。

9 月 2 日（金）          
13:30 ～ 15:30 どなたでも

七里公民館
TEL:686-4721
FAX:687-5575

見　沼　区
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

パソコン相談サロン
パソコンやスマートフォンの使用
に関する相談を受付します。

（受付 11 時まで）

9月15日、令和5年 1 月
19 日
各木曜日　
9:30 ～ 11:30

どなたでも
七里公民館
TEL:686-4721
FAX:687-5575

歴史講座
「明治の扉を開いた男たち」
佐久間象山・吉田松陰・勝海舟の
生き方を通して、歴史を学ぶ楽し
さを味わいます。

10 月 7 日、10 月 14 日、
10 月 21 日　各金曜日　
14:00 ～ 15:30

どなたでも
七里公民館
TEL:686-4721
FAX:687-5575

しめ縄正月飾り教室 正月飾りのしめ縄作り体験教室で
す。

12 月 16 日（金）　　
10:00 ～ 12:00 どなたでも

七里公民館
TEL:686-4721
FAX:687-5575

はるおか おやこサロン 地域で子育て中の親と子どもの交
流の場を提供します。

毎月 1 ～ 2 回　月曜日　
10:00 ～ 11:30

未就学児と
保護者

春岡公民館
TEL:685-6911
FAX:687-9909

パソコン相談サロン
パソコンやスマートフォンの使用
に関する相談を受付します。

（受付 11 時まで）

6 月 16 日、10 月 20 日、
令和 5 年 2 月 16 日　
各木曜日
9:30 ～ 11:30

どなたでも
春岡公民館
TEL:685-6911
FAX:687-9909

初めてのスマホ教室 スマートフォンの使い方を基礎か
ら学びます。

9 月 14 日（水）・21 日
（水）
10:00 ～ 12:00

成人
春岡公民館
TEL:685-6911
FAX:687-9909

木目込み干支人形 木目込み人形で干支の人形を作り
ます。 11 月中旬 成人

春岡公民館
TEL:685-6911
FAX:687-9909

古典文学講座 日本の古典文学を学びます。
11 月 22 日（火）・29 日

（火）
10:00 ～ 12:00

成人
春岡公民館
TEL:685-6911
FAX:687-9909

春野図書館
夏休み子ども工作教室 万華鏡を工作します。 7 月 26 日（火）

14:00 ～ 15:30 小学生
春野図書館
TEL:687-8301
FAX:687-8306

春野図書館夏休み
おりがみ教室 夏に関連したおりがみを折ります。 7 月 29 日（金）

14:00 ～ 16:00 小学生
春野図書館
TEL:687-8301
FAX:687-8306

春野図書館
「昔話を聞こう」 昔話や手話ダンスをします。 7 月 30 日（土）

10:30 ～ 11:30
5 才くらい～
大人まで

春野図書館
TEL:687-8301
FAX:687-8306

見沼歴史講座 見沼の絵馬に関する講座を開催し
ます。

8 月 26 日（金）
13:30 ～ 15:00 一般

春野図書館
TEL:687-8301
FAX:687-8306

出張公民館「春野図書
館で椅子ヨガ体験」

椅子を使ったヨガ講座を開催しま
す。 令和 5 年 1 月下旬 一般

春野図書館
TEL:687-8301
FAX:687-8306

大宮東図書館夏休み
わくわくおはなし会

絵本の読み聞かせ、手遊び等をし
ます。

7 月 28 日（木）
15:30 ～ 16:10 幼児・小学生

大宮東図書館
TEL:688-1434
FAX:687-9744
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

大宮東図書館夏休み
子ども工作教室 万華鏡を工作します。 8 月 10 日（水）

14:00 ～ 15:30 小学生
大宮東図書館
TEL:688-1434
FAX:687-9744

大宮東図書館クリスマ
スおりがみ教室

クリスマスの季節に合わせたおり
がみを折ります。 12 月下旬 5 才以上の

幼児・小学生
大宮東図書館
TEL:688-1434
FAX:687-9744

大宮東図書館冬休み
わくわくおはなし会

絵本の読み聞かせ、手遊び等をし
ます。

12 月 22 日（木）
15:30 ～ 16:10 幼児・小学生

大宮東図書館
TEL:688-1434
FAX:687-9744

七里図書館夏休み
わくわくおはなし会

絵本の読み聞かせ、手遊び等をし
ます。

7 月 27 日（水）
15:30 ～ 16:10 幼児・小学生

七里図書館
TEL:682-3248
FAX:687-3932

七里図書館夏休み
子ども工作教室 万華鏡を工作します。 8 月 3 日（水）

14:00 ～ 15:30 小学生
七里図書館
TEL:682-3248
FAX:687-3932

七里図書館夏休み
子ども人形劇

児童向けの人形劇「やんすけとや
んすけとやんすけと」他 2 本を開
催します。

8 月 17 日（水）
10:30 ～ 11:30 幼児・小学生

七里図書館
TEL:682-3248
FAX:687-3932

七里図書館冬休み
わくわくおはなし会

絵本の読み聞かせ、手遊び等をし
ます。

12 月 28 日（水）
15:30 ～ 16:10 幼児・小学生

七里図書館
TEL:682-3248
FAX:687-3932

片柳図書館夏休み
わくわくおはなし会

絵本の読み聞かせ、手遊び等をし
ます。

7 月 22 日（金）
11:00 ～ 11:40 幼児・小学生

片柳図書館
TEL:682-1222
FAX:682-1444

片柳図書館夏休み
子ども工作教室 万華鏡を工作します。 8 月 8 日（月）

14:00 ～ 15:30 小学生
片柳図書館
TEL:682-1222
FAX:682-1444

片柳図書館冬休み
わくわくおはなし会

絵本の読み聞かせ、手遊び等をし
ます。

12 月 21 日（水）
15:30 ～ 16:10 幼児・小学生

片柳図書館
TEL:682-1222
FAX:682-1444

女性のためのヘルシー
料理講座

女性を対象に大人の女性に嬉しい
ヘルシー料理を作ります。

7 月 24 日（日）
14:00 ～ 16:30

市内在住 ･
在勤 ･ 在学の
18 歳以上の
女性

東大宮コミュニティ
センター
TEL:667-5604
FAX:654-5594

キッズチャレンジ !!
親子料理講座 親子を対象に料理を作ります。 8 月 7 日（日）

14:00 ～ 16:30

市内在住 ･ 在勤
または在学の
小学校 4 年生
～中学生の親子

東大宮コミュニティ
センター
TEL:667-5604
FAX:654-5594

キッズチャレンジ !!
親子スイーツ講座 親子を対象にスイーツを作ります。 9 月 11 日（日）

14:00 ～ 16:30

市内在住 ･ 在勤
または在学の
小学校 4 年生
～中学生の親子

東大宮コミュニティ
センター
TEL:667-5604
FAX:654-5594

キッズチャレンジ !!
子ども陶芸講座

夏休み子ども陶芸講座を開催しま
す。

7 月 24 日（日）･ 8 月
7 日（日）
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在学の小学生

七里コミュニティセン
ター
TEL:687-3688
FAX:687-3705
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

キッズチャレンジ !!
親子料理講座

地元の野菜を使いカレーとナンを
つくる講座開催します。

7 月 31 日（日）
10:00 ～ 13:00

市内在住・
在学の小学生
と保護者

七里コミュニティセン
ター
TEL:687-3688
FAX:687-3705

キッズチャレンジ !!
子ども絵画講座 夏休み子ども絵画講座開催します。 8 月 6 日（土）

13:00 ～ 15:00
市内在住・
在学の小学生

七里コミュニティセン
ター
TEL:687-3688
FAX:687-3705

ファミリーコンサート 赤ちゃんから大人まで、楽しめる
コンサートを開催します。 10 月 30 日（日） どなたでも

七里コミュニティセン
ター
TEL:687-3688
FAX:687-3705

自己改善！
自宅でできる簡単トレ
ーニング

自宅で続けられる体操講座開催し
ます。

11 月 5 日（土）・
12 日（土）

市内在住・在
学・在勤の方

七里コミュニティセン
ター
TEL:687-3688
FAX:687-3705

七里コミセンまつり 七里コミセン利用団体による作品
展示、舞台発表を開催します。

11 月 19 日（土）･
20 日（日） どなたでも

七里コミュニティセン
ター
TEL:687-3688
FAX:687-3705

キッズチャレンジ !!
子ども親子絵手紙風年
賀状づくり講座

冬休み親子で、絵手紙風年賀状づ
くり講座を開催します。

12 月 17 日（土）
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在学の小学生
と保護者

七里コミュニティセン
ター
TEL:687-3688
FAX:687-3705

趣味の講座
 ～ストレッチ～

日頃の疲れを癒すストレッチ講座
を開催します。

（1 回から参加可能です）

6 月 3 日 ･17 日 ･
7 月 1 日 ･15 日　
各金曜日
19:00 ～ 20:30

市内在住・在
学・在勤の高
校生以上の方

片柳コミュニティセン
ター
TEL:686-8666
FAX:686-2999

親子講座
 ～がま口ポーチ～

親子でがま口のポーチをつくる講
座を開催します。

6 月 25 日（土）　
9:00 ～ 12:00

市内在住 ･
在学の小学校
4 年生～中学
生と保護者

片柳コミュニティセン
ター
TEL:686-8666
FAX:686-2999

趣味の講座 
～初夏リース～

初夏リースをつくる講座を開催し
ます。

7 月 7 日（木）
9:00 ～ 12:00

市内在住・
在勤の方

片柳コミュニティセン
ター
TEL:686-8666
FAX:686-2999

趣味の講座 ～フュー
ネラルフラワー～

フューネラルフラワー（お供え花）
をつくる講座を開催します。

9 月 15 日（木）
9:00 ～ 12:00

市内在住・
在勤の方

片柳コミュニティセン
ター
TEL:686-8666
FAX:686-2999

親子講座 
～インターネット～

親子で一緒にインターネットにつ
いて学ぶ講座を開催します。

9 月 18 日（日）
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在学の小学生
と保護者

片柳コミュニティセン
ター
TEL:686-8666
FAX:686-2999

親子講座
 ～田舎まんじゅう～

親子であんこ入り田舎まんじゅう
をつくる講座を開催します。

11 月 3 日（木）
9:30 ～ 12:00

市内在住・在
学の小学生と
保護者（予定）

片柳コミュニティセン
ター
TEL:686-8666
FAX:686-2999

趣味の講座 
～木目込み人形～

干支にちなんだ人形をつくる講座
を開催します。

11月19 日（土）･ 26 日
（土）
13:30 ～ 16:30

市内在住・
在勤の方

片柳コミュニティセン
ター
TEL:686-8666
FAX:686-2999

親子講座 
～手軽にストレッチ～

おうちでできる簡単ストレッチ講
座を開催します。

11 月 13 日（日）
10:00 ～ 12:00

市内在住・在
学の小・中学
生と保護者

片柳コミュニティセン
ター
TEL:686-8666
FAX:686-2999
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

キッズチャレンジ !! 
～正月飾り～

正月飾りをつくる講座を開催しま
す。

12 月 18 日（日）
9:00 ～ 12:00

市内在住 ･
在学の小学生

片柳コミュニティセン
ター
TEL:686-8666
FAX:686-2999

学生ボランティア事業
「キッズチアダンス講
座」

高校生ボランティアによるキッズ
チアダンス講座を開催します。 令和 5 年 1 月 市内在住 ･

在学の小学生

片柳コミュニティセン
ター
TEL:686-8666
FAX:686-2999

夏休み子ども博物館講座
「古代のアクセサリー
まが玉づくり」

クイズを通して、まが玉について
知り、滑石を削ってまが玉づくり
をします。

8 月 3 日（水）・4 日（木）・
5 日（金）・9 日（火）
9:30 ～ 11:30

市内小学校
3 ～ 6 年生

与野郷土資料館
TEL:714-5471
FAX:714-5472

夏休み子ども博物館講座
「土器の拓本でしおり
づくり」

実物を見て、縄文土器について知
り、土器の拓本を採り、ラミネー
トをしてしおりづくりをします。

8 月 10 日（水）・11 日
（木）
9:30 ～ 11:00

市内小学校
3 ～ 6 年生

与野郷土資料館
TEL:714-5471
FAX:714-5472

冬休み子ども博物館講座
「ぐにゃぐにゃたこづ
くり」

クイズを通して、凧揚げの歴史に
ついて知り、親子で凧づくりをし
ます。また、近隣の校庭で凧揚げ
をします。

12 月 24 日（土）・25 日
（日）
9:30 ～ 11:30

市内小学校
1 ～ 3 年生と
保護者

与野郷土資料館
TEL:714-5471
FAX:714-5472

子育てサロン
「りんりん」

親子で気軽に参加できる子育てサ
ロンです。絵本の読み聞かせなど
も行います。

毎月第 1 木曜日
10:00 ～ 11:00

（8・11・1 月は除く）
0 ～ 3 歳児と
保護者

鈴谷公民館
TEL:859-7322
FAX:859-7323

夏休み子ども公民館
「楽しく学ぼう !SDGs
（エスディージーズ）」

前半は、SDGs の目標について
学び、後半は、ゲームを通して
SDGs で自分にできることを考え
ます。

8 月 8 日（月）
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在学の小学生

鈴谷公民館
TEL:859-7322
FAX:859-7323

～持って帰っておうち
de 楽しもう～

「焼きたて手作りパン
教室」

簡単に作れてお家で楽しめるパン
の作り方を学びます。

9 月 10 日（土）
10:00 ～ 13:00

中学生～ 39 歳
までの方

鈴谷公民館
TEL:859-7322
FAX:859-7323

介護予防事業
身体が喜ぶストレッチ
体操

ストレッチで体の柔軟性を高め、
ケガの予防と健康維持につなげま
す。

9 月15日・22日・29 日　
各木曜日
14:00 ～ 15:30

65 歳以上
鈴谷公民館
TEL:859-7322
FAX:859-7323

介護予防事業
貯筋体操

椅子に座って誰にでも簡単にでき
る体操を行います。

11月7 日・14日・21 日
各月曜日
14:00 ～ 15:30

65 歳以上
鈴谷公民館
TEL:859-7322
FAX:859-7323

夏休み子ども教室「大
切な水と生活」（SDGs）

安全な水道水の供給のしくみを知
ることで、持続可能な地域にする
ためにどのようなことが必要が考
えます。

8 月 10 日（水）
10:00 ～ 12:00

小学 4 年～ 6
年生

大戸公民館
TEL:832-5495
FAX:824-3308

子育てサロン
「ポップコーン 1」

リズム体操・ふれあい遊び・工作・
絵本の読み聞かせを通して親子の
楽しい時間をつくります。

9 月 7 日（水）
10:30 ～ 11:30

1 ～ 3 歳児と
保護者

大戸公民館
TEL:832-5495
FAX:824-3308

中　央　区
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

青少年・若者支援事業
「バランスボール教室」

バランスボールを使うことで血行
を良くし肩こりや腰痛の解消につ
ながります。

9月 8日（木）
10:00 ～ 12:00

中学生～ 39歳
までの方

大戸公民館
TEL:832-5495
FAX:824-3308

親の学習事業「最先端
!脳科学×運動～
ライフキネティックを
体験しよう」

親子で運動と脳トレを組み合わせ
たエクササイズを体験し、保護者
には子育てについて話し合う機会
を提供します。

12月 18日（日）
10:00 ～ 12:00

小学 2年～ 6
年生と保護者

大戸公民館
TEL:832-5495
FAX:824-3308

障害者支援講座
「初めての手話講座」

あいさつなどの手話の基本を学び
ます。

令和5年 2月 1日（水）・
8日（水）
10:00 ～ 12:00

どなたでも
大戸公民館
TEL:832-5495
FAX:824-3308

夏休み子どもカレッジ
「水中の微生物」

科学に関する興味・関心を高めま
す。

7月 26日（火）
10:00 ～ 11:30

市内在住の
小学生

与野本町公民館
TEL:853-6007
FAX:853-6007

夏休み子どもカレッジ
「ゲームで体感!SDGs」

ゲームを通して SDGs について理
解を深めます。

7月 30日（土）
10:00 ～ 12:00

市内在住の小
学生（低学年
は保護者同伴）

与野本町公民館
TEL:853-6007
FAX:853-6007

本町っ子ひろば Part2
親子体操、工作、絵本の読み聞か
せ等を通して親子のコミュニケー
ションを深めます。

9月 30日（金）
10:30 ～ 11:30

1 歳半～ 3歳
児と保護者

与野本町公民館
TEL:853-6007
FAX:853-6007

青少年・若者支援事業
「フレッシュグリーン
のスワッグ作り」

クリスマスに向けたスワッグ作り
の基本を学びます。

12月 6日（火）
10:00 ～ 12:00

18 ～ 39歳
までの方

与野本町公民館
TEL:853-6007
FAX:853-6007

障害者支援事業「特別
支援学級作品展示」

小学生に学習の発表の場を提供す
ると共に地域の方々との交流を深
めます。

令和 5年 1月中旬～
下旬 どなたでも

与野本町公民館
TEL:853-6007
FAX:853-6007

親子仲よし”お話会”
音楽とともに読み聞かせやパネル
シアター等、親子で本とふれあう
楽しさを体験します。

7月 13日（水）
10:00 ～ 11:30

0 歳～未就学
児と保護者

上落合公民館
TEL:852-3132
FAX:852-3147

わくわく英語リトミッ
ク

「はらぺこあおむし」や「ハロウ
ィン」をテーマにした英語リトミ
ックを楽しみます。

10月 21日（金）・28日
（金）
10:00 ～ 11:30

2 歳～未就園
児と保護者

上落合公民館
TEL:852-3132
FAX:852-3147

親子で楽しむオータム
コンサート（ぽかぽか
ひろばスペシャル）

ぽかぽかひろばサロンスタッフと
の共催で行う、親子参加のコンサ
ートで音楽の楽しさを感じてもら
います。

11月 21日（月）
10:00 ～ 11:30

乳幼児と
保護者

上落合公民館
TEL:852-3132
FAX:852-3147

介護予防事業
埼玉の城館とその歴史

埼玉の城館と城下町について学
び、地域への親しみを深めます。

令和5年1月20日（金）・
27日（金）
10:00 ～ 12:00

65 歳以上
上落合公民館
TEL:852-3132
FAX:852-3147

青少年・若者支援事業
アロマテラピー講座～
アロマグッズを作ろう
～

心身の癒しに役立つアロマの効用
を学び、自分好みの香りと目的に
合ったアロマグッズづくりを体験
します。

令和 5年 3月 4日（土）
10:00 ～ 11:30

中学生～ 39歳
までの方

上落合公民館
TEL:852-3132
FAX:852-3147

人権講座
映画「タイタニック」が
紡ぎ出す究極の愛の物語
と災害時のトリアージ
（命の選別）の悲惨さ

映画「タイタニック」を解説し、
災害時のトリアージ（命の選別）
の悲惨さを知ってもらい、人権に
ついて考えてもらう。

6月 23日（木）
14:00 ～ 16:00 18 歳以上

下落合公民館
TEL:854-3411
FAX:854-3411
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

夏休み子ども公民館
「牛乳パック deはが
き作り教室」
～ SDGs を学ぼう～

牛乳パックを利用したはがき作り
を通してリサイクル・SDGs につ
いて分かりやすく学びます。

8月 2日（火）
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在学の小学生

下落合公民館
TEL:854-3411
FAX:854-3411

親の学習事業「段ボー
ル de燻製づくりとお
しゃべりプログラム」

屋外で段ボールを使って出来る燻
製づくりを体験します。燻製中は
親子別々に活動をします。

11月 6日（日）
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在勤・在学の
小学生親子

下落合公民館
TEL:854-3411
FAX:854-3411

介護予防事業
「映像を楽しもう」

映画「忠臣蔵」の映像を深く掘り
下げて、撮影の魅力を知ってもら
う。

12月1日（木）・8日（木）
14:00 ～ 16:00 65 歳以上

下落合公民館
TEL:854-3411
FAX:854-3411

和食でおもてなし「恵
方巻と鰯のつみれ汁」

日本の伝統文化「節分」の食（調
理）を学びます。恵方巻や鰯の手
開きが自分で出来るように実習し
ます。

令和5年1月28日（土）
10:00 ～ 12:00

中学生～ 39歳
までの方

下落合公民館
TEL:854-3411
FAX:854-3411

おはなし会 絵本の読み聞かせや紙芝居、
すばなしなどを行います。

毎週水曜日
16:00 ～ 16:30
（休館日・祝日を除く）

3歳～小学生
と保護者

与野図書館
TEL:853-7816
FAX:857-1946

夏のおはなし会 絵本の読み聞かせなどを行います。 8月 5日（金）
10:00 ～ 10:30

3 歳～小学生
と保護者

与野図書館
TEL:853-7816
FAX:857-1946

クリスマス子ども会
クリスマスにちなんだ絵本の読み
聞かせやパネルシアターなどを行
います。

12月下旬（予定） 3歳～小学生
と保護者

与野図書館
TEL:853-7816
FAX:857-1946

親子で楽しむおはなし
の世界

すばなしや絵本の読み聞かせなど
を行います。

7月 2日（土）
令和5年1月21日（土）
11:00 ～ 11:30

5 歳～小学生
と保護者

与野図書館
TEL:853-7816
FAX:857-1946

あかちゃんおはなし会 わらべうたや絵本の読み聞かせな
どを行います。

奇数月の第 2水曜日
10:30 ～ 11:00
（休館日・祝日を除く）

6か月～ 2歳
11か月の子ど
もと保護者

与野南図書館
TEL:855-3735
FAX:855-6173

おはなし会 絵本の読み聞かせなどを行います。
毎月第 2水曜日
15:00 ～ 15:30
（休館日・祝日を除く）

3歳～小学生
と保護者

与野南図書館
TEL:855-3735
FAX:855-6173

やさしいヨガ
呼吸を深め、ゆったりと体を動か
します。ご自分の調子に合わせて
ポーズの強さを変え無理なく行え
ます。

毎週月曜日
13:00 ～ 14:00 18 歳以上

与野体育館
TEL:853-4998
FAX:853-4998

チアダンス
ポンポンを持って、元気にダンス
します。柔軟性の向上、協調性も
身に付くクラスです。

毎週月曜日
17:15 ～ 18:15 小学生

与野体育館
TEL:853-4998
FAX:853-4998

健康体操
気軽に体に無理なく楽しく身体を
動かし、快適な生活の筋力維持を
促します。

毎週火曜日
11:20 ～ 12:20 18 歳以上

与野体育館
TEL:853-4998
FAX:853-4998

太極拳（8式）
8種類の動作をゆっくりと覚えてい
きます。全身の関節と筋肉を和らげ
精神の集中、バランス感覚を養い血
行が良くなり新陳代謝を促します。

毎週火曜日
12:00 ～ 13:00 18 歳以上

与野体育館
TEL:853-4998
FAX:853-4998
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

ZUMBA
ZUMBAは、ラテンをはじめとし
た世界の様々なリズムでダンスを
踊るフィットネスです。

毎週火曜日
19:00 ～ 20:00 18 歳以上

与野体育館
TEL:853-4998
FAX:853-4998

ストレッチピラティス
コアを鍛え、美しく健康な身体つ
くりを目指します。ピラティスに
プラスしてストレッチを取り入れ
たクラスです。

毎週木曜日
9:30 ～ 10:30 18 歳以上

与野体育館
TEL:853-4998
FAX:853-4998

キッズプレバレエ 全ての運動の基本と言われるクラ
シックバレエの練習を行います。

毎週木曜日
16:00 ～ 16:50

4 歳以上の
未就学児

与野体育館
TEL:853-4998
FAX:853-4998

空手教室①
（初級～上級）

基礎から空手を学び、基礎体力と
忍耐力の向上が期待できます。

毎週金曜日
17:30 ～ 19:00 子供～大人

与野体育館
TEL:853-4998
FAX:853-4998

サクラソウ
Weeks2023

国指定特別天然記念物「田島ケ原
サクラソウ自生地」のサクラソウ
開花時期に合わせ、ボランティア
ガイド等を行います。

令和 5年 3月下旬～
4月中旬 どなたでも

会場 :田島ケ原
　　　サクラソウ自生地
問合せ :文化財保護課
TEL:829-1723
FAX:829-1989

大道芸を楽しむ
プラザウエストロビーにて、子ど
もから高齢者までみんなで楽しめ
る大道芸ショーを行います。

8月 3日（水）
12:30 ～ 13:00 どなたでも

会場 :プラザウエスト　
　　　ロビー
問合せ :田島公民館
TEL:863-0400
FAX:863-0400

人権講座　
ふれあいコンサート

ソプラノ歌手と盲目のピアニスト
によるコンサートを楽しみながら
参加者同士の交流を図ります。

12月 6日（火）
13:30 ～ 15:30

市内在住・在
学・在勤の方

会場 :土合公民館
問合せ :田島公民館
TEL:863-0400
FAX:863-0400

浪漫一座演芸会 講談・大道芸・ギター弾語りを楽
しみます。

11月 24日（木）
13:30 ～ 15:00

市内在住・在
学・在勤の方

土合公民館
TEL:862-5135
FAX:862-5135

能で楽しむお正月
金春流能楽師による解説と実演・
簡単な体験で皆様を能楽の世界へ
誘います。

令和5年1月13日（金）
14:00 ～ 16:00

市内在住・在
学・在勤の方

土合公民館
TEL:862-5135
FAX:862-5135

家庭教育サポート学級
現役の校長先生と保護者、地域の
方々と子育てについて一緒に考え
ます。

令和5年1月28日（土）
9:30 ～ 11:30

小学生のお子
さんを持つ
保護者

土合公民館
TEL:862-5135
FAX:862-5135

親の学習事業
「産後ママのリフレッ
シュ体操とお話タイム」

お子さんと一緒に、産後や育児で
疲れた身体をリフレッシュしなが
ら、ママ同士でおしゃべりしてみ
ませんか。

9月 5日（月）
10:00 ～ 12:00

市内在住の 2
ヶ月～ 1歳児
と保護者

大久保公民館
TEL:854-8441
FAX:854-8441

つまみ細工教室 つまみ細工の基本技術を学び、
アクセサリーを作ります。

9月 9日・16日
各金曜日
13:30 ～ 15:30

市内在住の
成人の方

大久保公民館
TEL:854-8441
FAX:854-8441

桜　　　区
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スマートフォン入門 初心者を対象としたスマートフォ
ンの入門教室です。

10月 13日～ 27日
毎週木曜日
10:00 ～ 12:00

市内在住の
成人の方

大久保公民館
TEL:854-8441
FAX:854-8441

親の学習事業
「絵本の読み聞かせ」

絵本の読み聞かせのやり方を学ぶ
とともに、子育てについて考えま
す。

10月 23日（日）、
11月 1日（火）
10:00 ～ 12:00

市内在住の
3歳～ 6歳児
と保護者

大久保公民館
TEL:854-8441
FAX:854-8441

シニア健康体操教室
「体ほぐしヨガ」

ヨガの手法を用いた体ほぐしで柔
軟性を高めます。

11月 2日～ 16日
毎週水曜日
10:00 ～ 11:30

市内在住の
65歳以上の方

大久保公民館
TEL:854-8441
FAX:854-8441

ハッピー子育てサロン 親子で体育館で遊びます。読み聞
かせもあります。

5月～令和 5年 3月
第 2水曜日（原則）
10:00 ～ 11:30

乳幼児と
保護者（15組）

栄和公民館
TEL:857-1127
FAX:857-1127

防災講座
「はじめよう !我が家
の防災対策」

家庭でできる防災対策と心構えを
市の職員が出前講座します。 12月 成人

栄和公民館
TEL:857-1127
FAX:857-1127

クリスマスコンサート
地域で活動している、ママさんグ
ループ「たまぴよ」のコンサート
です。

12月 どなたでも
栄和公民館
TEL:857-1127
FAX:857-1127

埼玉の建築探訪
スケッチした埼玉県内の特色ある
建築物を、話を交えながら紹介し
ます。

令和 5年 2月 成人
栄和公民館
TEL:857-1127
FAX:857-1127

人権講座
ふれあいコンサート

コンサートを楽しみながら、人権
問題と地域の高齢者の交流を図り
ます。

令和 5年 3月 どなたでも
栄和公民館
TEL:857-1127
FAX:857-1127

親の学習事業
親子体操とおしゃべり
プログラム

リズム体操・バルーン・楽器演奏・
皿回し等々を親子で楽しみます。
他家族と子育てについて情報交換
します。

6月 25日（土）
10:00 ～ 12:00

1 歳～未就学
児と保護者

大久保東公民館
TEL:851-6586
FAX:851-6597

親の学習事業
親と子のクッキング教室
とおしゃべりプログラム

親子でピザ作りをして楽しみます。
他家族と子育てについて情報交換
します。

7月 16日（土）
10:00 ～ 12:30

小学生と
保護者

大久保東公民館
TEL:851-6586
FAX:851-6597

桜区総務課＆桜区全公民
館共催「この夏、親子で
つくる防災図」

親子で防災力ＵＰ！
防災の備えだけでなく、夏休み自
由研究にもなります。

８月３日（水）
10：00～ 12：00
13：00～ 15：00

小学生と保護
者（祖父母も
可）

大久保東公民館
TEL:851-6586
FAX:851-6597

ボドゲにハマる夏
（ボードゲームをやろ
う）

初心者向けの簡単なものから、上
級者向けのゲームまで様々な種類
を楽しめます。

8月 21日（日）
13:30 ～ 16:30

概ね中学生～
39歳までの方

大久保東公民館
TEL:851-6586
FAX:851-6597

介護予防事業
蓮沼喜文先生から楽し
く学ぶ
「ビバ !コーラス」

初心者歓迎講座　「楽しく歌う」
ことをモットーに、頂点を極めて
きた蓮沼喜文氏からコーラスを習
います。

10月 12日・19日・
26日　各水曜日
13:30 ～ 15:30

65 歳以上
大久保東公民館
TEL:851-6586
FAX:851-6597

「親の心得」～小学 1
年生になるお子さんの
保護者に向けて～

新 1年生になるお子さんの保護者
の方に向けた子育て応援講座です。 令和 5年 1月

新 1年生になる
お子さんの保護
者、およびこの
講座に興味のあ
る方

大久保東公民館
TEL:851-6586
FAX:851-6597
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サクラソウの育て方講座
田島ケ原のサクラソウの歴史や環
境保全を学び、桜区の花「サクラ
ソウ」の鉢植えの育て方を学びま
す。

令和 5 年 2 月 18 日（土）
10:00 ～ 11:30

市内在住・在勤・
在学の小学生以
上の方

（小学生参加の場
合は保護者同伴）

大久保東公民館
TEL:851-6586
FAX:851-6597

0・1・2 歳児の
おはなし会

絵本の読み聞かせ、わらべうた、
手あそびなど
※同月は両日とも同じプログラム
です。

毎月第 1・第 3 水曜日
（原則・8 月を除く）
10:30 ～ 11:00

0 ～ 2 歳児と
保護者　4 組

桜図書館
TEL:858-9090
FAX 858-9091

おはなし会
絵本の読み聞かせ、人形劇、パネ
ルシアター、ペープサート、折り
紙などを行います。

毎週水曜日
（原則・8 月を除く）
16:00 ～ 16:30

幼児～小学生
と保護者　4 組

桜図書館
TEL:858-9090
FAX:858-9091

「さくらんぼ」の
おはなし会

すばなし、絵本の読み聞かせなど
を行います。

毎月第 1・第 3 土曜日
（原則・8 月を除く）
14:30 ～ 15:00

幼児～小学生
と保護者　4 組

桜図書館
TEL:858-9090
FAX: 858-9091

大人のための朗読ライブ 文学作品の朗読を行います。 毎月第 3 日曜日
13:30 ～ 14:30

どなたでも
9 人

桜図書館
TEL:858-9090
FAX:858-9091

「えくぼ」のおはなし会
絵本の読み聞かせ、紙芝居、
すばなし、パネルシアターなどを
行います。

毎週木曜日（原則）
15:30 ～ 16:00

幼児～小学生
と保護者　3 組

会場 : 大久保東分館
問合せ : 桜図書館
TEL:858-9090
FAX:858-9091

女子サッカー教室
初心者大歓迎 ! エンジョイ志向の
女性限定のサッカー教室です。
まずは気軽にお問い合わせくださ
い。

毎週火曜日
17:30 ～ 19:00（年間
スケジュールに準ずる）

小学生以上の
女性

浦和西体育館
TEL:855-4541
FAX:840-1465

定例ワークショップ 月ごとに簡単なものづくりが楽し
めます。

毎週土曜日
13:05 ～ 14:00 どなたでも

青少年宇宙科学館
TEL:881-1515
FAX:882-9702

サイエンスショー
月ごとにテーマを決め、テーマに
沿った科学館ならではの実験ショ
ーを行います。

毎週土曜日
14:15 ～ 14:35 どなたでも

青少年宇宙科学館
TEL:881-1515
FAX:882-9702

星宙散歩 解説員による 50 分間のプラネタ
リウム生解説を行います。

毎週土曜日
15:50 ～ 16:40 どなたでも

青少年宇宙科学館
TEL:881-1515
FAX:882-9702

若田宇宙飛行士解説
ツアー

実際のフライト品やレプリカの展
示物を見ながら、若田宇宙飛行士
の歴史や功績を解説します。

毎週日曜日・祝日
13:30 ～ 13:45 どなたでも

青少年宇宙科学館
TEL:881-1515
FAX:882-9702

太陽観察会 太陽の表面を観察し、パネルを使
って太陽の解説を行います。

毎週日曜日・祝日
13:05 ～ 13:20 どなたでも

青少年宇宙科学館
TEL:881-1515
FAX:882-9702

浦　和　区
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本の
ワークショップ

本作りを通して鑑賞からだけでは
得られない知識や魅力を体験する
ワークショップです。

9月 17日（土）・18日
（日） 小学生～大人

うらわ美術館
TEL:827-3215
FAX:834-4327

多世代交流
ワークショップ

子どもから大人まであらゆる世代
の参加者がつながり、交流できる
ワークショップです。

令和 5年 1月 8日（日） 小学生～大人
会場 :未定
問合せ :うらわ美術館
TEL:827-3215
FAX:834-4327

公民館介護予防事業 /
季節の折り紙

季節の折り紙を学び、楽しみ、
高齢者の交流を図ります。

9月 26日 ･10 月 3日
各月曜日
10:00 ～ 12:00

65 歳以上
岸町公民館
TEL:824-0168
FAX:825-3230

体幹ピラティス ピラティスにより体幹を鍛え、
健康増進を図ります。

10月14日･21日･28日
各金曜日
10:00 ～ 11:30

18 ～ 64歳ま
での方

岸町公民館
TEL:824-0168
FAX:825-3230

公民館介護予防事業 /
筋膜ケアを始めよう

楽しく身体を動かして筋膜ケアを
します。

11月2日 ･16 日 ･30 日
各水曜日
14:00 ～ 15:30

65 歳以上
岸町公民館
TEL:824-0168
FAX:825-3230

クリスマスリース教室 クリスマスリースを作り交流を図
ります。

11月 26日（土）
10:00 ～ 11:30

16 ～ 39歳ま
での方

岸町公民館
TEL:824-0168
FAX:825-3230

プリザーブドフラワー
教室

プリザーブドフラワーを使い、
アレンジの仕方を学びます。 令和 5年 1月 20歳以上

岸町公民館
TEL:824-0168
FAX:825-3230

子育てサロン
親子ひろば

2歳くらいまでの乳幼児と保護者
が気軽に参加できる子育てサロン
です。

毎月第 2・第 4火曜日
13:00 ～ 14:30
（8月は除く）

2歳くらいま
での乳幼児と
保護者

領家公民館
TEL:831-2265
FAX:831-2265

リラックスヨガ ヨガで心身の緊張をほぐし、健康
増進を図ります。

9月 2日・9日
各金曜日
10:00 ～ 11:30

どなたでも
領家公民館
TEL:831-2265
FAX:831-2265

公民館介護予防事業 /
領家シニア学級（後期）

高齢者の交流・生きがい・学び合
いの講座。落語・音楽・健康につ
いて学びます。

11 月～令和 5年 3 月
10:00 ～ 12:00 65 歳以上

領家公民館
TEL:831-2265
FAX:831-2265

クリスマスコンサート クリスマスに因んだ音楽を楽しみ、
憩いのひとときを提供します。

12月 17日（土）
13:30 ～ 15:00 どなたでも

領家公民館
TEL:831-2265
FAX:831-2265

公民館介護予防事業 /
歴史講座 江戸開城を中心に学びます。

1月13日・20日・27日・
2月 3日　
各金曜日　
10:00 ～ 12:00

65 歳以上
領家公民館
TEL:831-2265
FAX:831-2265

公民館介護予防事業 /
歴史講座 歴史上の三英傑について学びます。

9月 6日・13日・20日
各火曜日
10:00 ～ 11:30 65 歳以上

浦和南公民館
TEL:822-1088
FAX:822-1088

公民館介護予防事業 /
浦和南はつらつ塾
（後期）

高齢者の交流・生きがい・学び合
いの講座。音楽・体操・健康につ
いて学びます。

9月～令和 5年 1月
10:00 ～ 12:00 65 歳以上

浦和南公民館
TEL:822-1088
FAX:822-1088
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

片づけ講座 リビングの片付け方について学び
ます。

11 月 29 日（火）
10:00 ～ 11:30 18 歳以上

浦和南公民館
TEL:822-1088
FAX:822-1088

指編み講座 指編みを体験します。 12 月 1 日（木）
10:00 ～ 12:00 18 歳以上

浦和南公民館
TEL:822-1088
FAX:822-1088

ふれあいコンサート オカリナのコンサートを聴いてリ
フレッシュを図ります。

12 月 12 日（月）
14:00 ～ 15:30 どなたでも

浦和南公民館
TEL:822-1088
FAX:822-1088

血流改善エクササイズ 血流改善に効果的なエクササイズ
を体験します。

9 月 6 日・13 日・20 日
各火曜日
10:00 ～ 11:30

どなたでも
上木崎公民館
TEL:831-5342
FAX:831-5342

公民館介護予防事業 /
楽しいぬり絵と歌の世
界

子どもの頃に夢中になったぬり絵
と歌を楽しみます。

11 月 15 日・22 日・
29 日各火曜日
10:00 ～ 12:00

65 歳以上
上木崎公民館
TEL:831-5342
FAX:831-5342

親の学習事業 / 子ども
と楽しむ絵本の世界と
おしゃべりプログラム

前半は絵本の読み聞かせや紙芝
居・手遊びを行い、後半はおしゃ
べりプログラムで保護者同士の交
流を図ります。

11 月 16 日（水）
10:00 ～ 12:00

0 ～ 3 歳児と
保護者

上木崎公民館
TEL:831-5342
FAX:831-5342

クリスマスのアイシン
グクッキー

若者を対象に、クリスマス向けの
アイシングクッキー作りを行いま
す。

12 月 4 日（日）
10:00 ～ 12:00

中学生～概ね
39 歳までの方

上木崎公民館
TEL:831-5342
FAX:831-5342

公民館介護予防事業 /
かみきざき Christmas 
Concert!

ピアノの連弾と映像によるコンサ
ートを行います。

12 月 9 日（金）
13:30 ～ 15:30 65 歳以上

上木崎公民館
TEL:831-5342
FAX:831-5342

ガーデニング教室
どなたでも参加できる講座です。
初夏の花を用いてガーデニングを
学びます。

6 月 24 日（金）
13:30 ～ 15:00 20 歳以上

大東公民館
TEL:886-0656
FAX:886-0656

公民館介護予防事業 /
腰掛貯筋体操教室

65 歳以上を対象とした講座です。
イスに腰掛けて行う体操で健康づ
くりをします。

9 月 6 日 ･13 日 ･20 日
･27 日　各火曜日
10:00 ～ 11:30

65 歳以上
大東公民館
TEL:886-0656
FAX:886-0656

コーヒー教室
どなたでも参加できる講座です。
コーヒー豆の特徴やおいしい淹れ
方を学びます。

11 月 8 日（火）
13:00 ～ 15:00 どなたでも

大東公民館
TEL:886-0656
FAX:886-0656

公民館介護予防事業 /
やまびこ学級（後期）

高齢者の生きがいづくり、仲間づ
くり、健康づくりを目的とした講
座です。

11 月～令和 5 年 3 月 65 歳以上
大東公民館
TEL:886-0656
FAX:886-0656

古典文学講座
どなたでも参加できる講座です。
古典文学の世界を楽しみながら学
びます。

12 月 2 日・9 日　
各金曜日
10:00 ～ 11:30

どなたでも
大東公民館
TEL:886-0656
FAX:886-0656

オカリナ講座 オカリナ初心者向けの講座です。
9 月 2 日 ･16 日
10 月 7日　 各金曜日
13:30 ～ 15:00

どなたでも
仲本公民館
TEL:882-4695
FAX:882-4695
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

公民館介護予防事業 /
仲本塾（中期）

65歳以上を対象とした講座です。
基礎からのパソコン操作について
学びます。

9月 8日 ･15 日 ･22 日　
各木曜日
10:00 ～ 11:30

65 歳以上
仲本公民館
TEL:882-4695
FAX:882-4695

ピラティス教室 ピラティスで体幹を鍛え、美しい
姿勢を目指す運動を行います。

11月 9日 ･30 日　
各水曜日
10:00 ～ 11:30

どなたでも
仲本公民館
TEL:882-4695
FAX:882-4695

古典文学講座 日本文化や生活・自然をテーマに
文学を学びます。

令和 5年 1月13日 ･20
日 ･27日　各金曜日
10:00 ～ 11:30

どなたでも
仲本公民館
TEL:882-4695
FAX:882-4695

公民館介護予防事業 /
健康体操教室

65歳以上を対象とした講座です。
ストレッチを中心とした体操を行
います。

令和 5年 2月 6日・
20日・27日・3月 6日・
13日　各月曜日
10:00 ～ 11:30

65 歳以上
仲本公民館
TEL:882-4695
FAX:882-4695

公民館介護予防事業 /
仏像鑑賞を学ぶ

仏像の鑑賞方法を基礎から学び、
教養を深めます。 9月 65歳以上

針ヶ谷公民館
TEL:833-4165
FAX:833-4165

歴史文学講座
森鴎外

森鴎外について知識を得て、その
人物像を学びます。 12月 どなたでも

針ヶ谷公民館
TEL:833-4165
FAX:833-4165

クリスマスコンサート 音楽を楽しみながら聴いてリフレ
ッシュを図ります。 12月 どなたでも

針ヶ谷公民館
TEL:833-4165
FAX:833-4165

公民館介護予防事業 /
健康体操講座

体操を通して体力の向上と心身の
リフレッシュを図ります。 令和 5年 1月～ 2月 65歳以上

針ヶ谷公民館
TEL:833-4165
FAX:833-4165

教養講座　
西洋美術を学ぶ

西洋美術を学び、芸術に関する知
見を深めます。 令和 5年 2月 どなたでも

針ヶ谷公民館
TEL:833-4165
FAX:833-4165

公民館介護予防事業 /
座ってできる貯筋体操
（秋）

椅子に座って誰でも出来る体操を
行い、筋肉を鍛え健康増進を図り
ます。

10月 4日 ･11 日 ･18 日　
各火曜日
14:00 ～ 15:30

65 歳以上
本太公民館
TEL:887-4933
FAX:887-4933

スマホ教室 スマートフォンの基本的な使い方
について学びます。

10月 20日（木）
10:00 ～ 12:00 どなたでも

本太公民館
TEL:887-4933
FAX:887-4933

公民館介護予防事業 /
コスモス学院・本太
（後期）

教養・歴史・音楽・健康などにつ
いて学びます。 10月～令和 5年 3月 65歳以上

本太公民館
TEL:887-4933
FAX:887-4933

羊毛フェルトで作る干
支の置物

羊毛フェルトを使って干支の置物
を作ります。 10月 18歳以上

本太公民館
TEL:887-4933
FAX:887-4933

歴史講座 歴史を学び、より教養を高める講
座を行います。

12月 5日 ･12 日　
各月曜日
10:00 ～ 12:00

18 歳以上
本太公民館
TEL:887-4933
FAX:887-4933
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

中高生 空手体験教室 中高生を対象とした空手の体験教
室です。

7 月 29 日（金）
10:00 ～ 12:00

中学生・高校
生など

（概ね 12 歳～
18 歳の方）

仲町公民館
TEL:822-8425
FAX:822-8425

歴史文学講座
ウォーキングをしながら、地域の
歴史や芸術・文学に触れる講座で
す。

9 月 13 日～ 27 日
毎週火曜日
9:00 ～ 12:00

どなたでも
仲町公民館
TEL:822-8425
FAX:822-8425

公民館介護予防事業 /
ヨガで健康づくり 健康維持のためヨガを学びます。

10 月 12 日～ 26 日
毎週水曜日
10:00 ～ 11:30

65 歳以上
仲町公民館
TEL:822-8425
FAX:822-8425

親の学習事業 /
親子で手形アート &
ベビーサイン

「さいたま市親の学習プログラム」
を利用した参加型学習です。

10 月 18 日 ･25 日
各火曜日
10:00 ～ 12:00

乳幼児と保護
者

仲町公民館
TEL:822-8425
FAX:822-8425

リサイクル布ぞうり講座 リサイクル布ぞうりを作ります。
12 月 13 日 ･20 日
各火曜日
13:00 ～ 15:30

どなたでも
仲町公民館
TEL:822-8425
FAX:822-8425

ときわサマースクール
「ボッチャ体験教室」

パラリンピックの正式種目「ボッ
チャ」のルール等を学びながら、
この競技を体験してみます。

8 月 6 日（土）
14:00 ～ 16:00 小学生

常盤公民館
TEL:832-1841
FAX:832-1841

若者向け講座
「コーヒーの淹れ方を
プロから学ぼう」

自宅でおいしいコーヒーの淹れ方
等について学びます。

11 月 22 日（火）
10:30 ～ 12:00

概ね 16 歳～
39 歳までの方

常盤公民館
TEL:832-1841
FAX:832-1841

クリスマス　ジャズ
コンサート

器楽等によるジャズのクリスマス　
コンサートを行います。

12 月 8 日（木）
14:00 ～ 16:00 どなたでも

常盤公民館
TEL:832-1841
FAX:832-1841

歴史講座
埼玉の城館について、全体的な概
要、そして、主な城 1 つ 1 つの歴
史及び伝説等について学びます。

令和 5 年 1 月 18 日
･25 日
各水曜日
10:00 ～ 12:00

18 歳以上
常盤公民館
TEL:832-1841
FAX:832-1841

スマホ教室 スマートフォンの基本的な使い方
について学びます。

令和 5 年 2 月 15 日
･22 日
各水曜日
14:00 ～ 16:00

どなたでも
常盤公民館
TEL:832-1841
FAX:832-1841

公民館介護予防事業 /
リンパ体操

リンパの仕組みを理解して、リン
パの流れをよくする体操をしま
す。

9 月 15日・22日・29日　
各木曜日
10:00 ～ 12:00

65 歳以上
北浦和公民館
TEL:832-3139
FAX:832-3139

君も減災マスターに
なろう !

防災・減災のスキルを学びます。
また、実際に非常食を作って食べ、
食について考えます。

10 月 小学生と
保護者

北浦和公民館
TEL:832-3139
FAX:832-3139

ミニ盆栽講座 ミニ盆栽作りを楽しみ、盆栽の鑑
賞や楽しみ方を学びます。 11 月 どなたでも

北浦和公民館
TEL:832-3139
FAX:832-3139

公民館介護予防事業 /
高齢者のためのスマホ
教室

スマホの基本的操作と簡単な応用
操作体験します。

令和 5 年 1 月 19 日・
26 日　各木曜日
10:00 ～ 12:00

65 歳以上
北浦和公民館
TEL:832-3139
FAX:832-3139
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

スペシャルコンサート 音楽を楽しみます。 令和 5 年 3 月 どなたでも
北浦和公民館
TEL:832-3139
FAX:832-3139

公民館介護予防事業 /
健康吹き矢教室

吹き矢で健康づくり、仲間づくり
をします。 9 月 65 歳以上

南箇公民館
TEL:882-1721
FAX:882-1721

味噌づくり教室 手作り味噌の作り方を学びます。
4 キロの分量です。 12 月 18 歳以上

南箇公民館
TEL:882-1721
FAX:882-1721

手打ち蕎麦作り教室
自然素材を使っておいしいお蕎麦
作りに挑戦し、食の大切さを学び
ます。

12 月 18 歳以上
南箇公民館
TEL:882-1721
FAX:882-1721

公民館介護予防事業 /
政治経済講座

日々刻々と変わる国内情勢や世界
情勢について楽しく解りやすく解
説します。

令和 5 年 2 月 65 歳以上
南箇公民館
TEL:882-1721
FAX:882-1721

珈琲講座 美味しいコーヒーの淹れ方を
学びます。 令和 5 年 2 月 18 歳以上

南箇公民館
TEL:882-1721
FAX:882-1721

あかちゃんおはなし会 絵本の読み聞かせ、わらべうたなど
毎週水曜日

（奇数週 15:00 ～、
 偶数週 10:00 ～）
※詳細は図書館まで

2 歳以下の乳
幼児と保護者

中央図書館
TEL:871-2100
FAX:884-5500

3 時のおはなし会
「おはなしチュウチュウ」、
「浦和子どもの本連絡会」による
おはなし、絵本の読み聞かせなど

第 2・第 4 水曜日
15:00 ～ 15:30
※詳細は図書館まで

3 歳以上の幼
児（保護者可）

中央図書館
TEL:871-2100
FAX:884-5500

チュウチュウのおはな
し会

「おはなしチュウチュウ」による
おはなし、絵本の読み聞かせなど

第 1・第 3 土曜日
14:00 ～ 14:30
※詳細は図書館まで

3 歳～小学生
（保護者可）

中央図書館
TEL:871-2100
FAX:884-5500

きょうふのれんぞく…
こわ～いおはなし会 怖いおはなしだけの特別プログラム

8 月 2 日（火）
① 13:30 ～② 15:00 ～
※ 2 回とも同じ内容

市内在住・在
学の 5 歳以上
の幼児・小学
生

中央図書館
TEL:871-2100
FAX:884-5500

冬のおたのしみ会 絵本の読み聞かせなど
12 月 23 日（金）
①14:00 ～② 15:00 ～
※ 2 回とも同じ内容

市内在住・在
学の幼児・小
学生（保護者
不可）

中央図書館
TEL:871-2100
FAX:884-5500

おはなし会 絵本の読み聞かせなどをします。
6 月・7 月毎週木曜日

（原則）
9月～第2・4木曜日（原則）
15:30 ～ 16:00

3 歳～小学生
（保護者可）

北浦和図書館
TEL:832-2321
FAX:832-2324

あかちゃんおはなし会 絵本の読み聞かせやわらべうたな
どをします。

第 2・4 木曜日（原則）
10:00 ～ 10:30

0 ～ 2 歳児と
保護者

北浦和図書館
TEL:832-2321
FAX:832-2324

市民映画会 往年の名作を上映します。 毎月第 3 金曜日
14:00 ～ 16:00 どなたでも

北浦和図書館
TEL:832-2321
FAX:832-2324
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

講演会 本にまつわる講演会を開催しま
す。 10 月下旬 どなたでも

北浦和図書館
TEL:832-2321
FAX:832-2324

夏休み子ども生け花講座 小学生を対象に夏休みの宿題に
役立つ講座を開催します。 7 月 市内在住・

在学の小学生

浦和コミュニティセン
ター
TEL:887-6565
FAX:887-7090

夏休み子ども
プログラミング講座

小学生を対象に夏休みの宿題に
役立つ講座を開催します。 8 月 市内在住・

在学の小学生

浦和コミュニティセン
ター
TEL:887-6565
FAX:887-7090

色鉛筆画講座 大人向けに色鉛筆画講座を開催
します。 9 月 市内在住・

在勤の方

浦和コミュニティセン
ター
TEL:887-6565
FAX:887-7090

室内楽コンサート
家族で気軽に楽しんでいただける
室内楽のコンサートを開催しま
す。

12 月 どなたでも
浦和コミュニティセン
ター
TEL:887-6565
FAX:887-7090

子供向け音楽劇
家族で気軽に楽しんでいただける
子ども向けの音楽劇を開催しま
す。

12 月 子ども
浦和コミュニティセン
ター
TEL:887-6565
FAX:887-7090

浦和コミセンまつり
利用サークルが日ごろの活動成果
を発表し、サークル同士の交流を
深めるために開催します。

令和 5 年 3 月 どなたでも
浦和コミュニティセン
ター
TEL:887-6565
FAX:887-7090

バレエとストレッチ
これからバレエをしたい方やハー
ドに動くのが難しい方にお勧めで
す。

毎週月曜日
9:30 ～ 10:30

（原則）

市内在住・
在勤・在学の
女性

浦和駒場体育館
TEL:885-6010
MAIL:info@
urawakomatai.jp

シェイプボクシング
ボクサーが行うシャドーボクシン
グに音楽を取り入れた、脂肪を燃
やす有酸素運動です。

毎週火曜日
13:30 ～ 14:30

（原則）
市内在住・
在勤の方

浦和駒場体育館
TEL:885-6010
MAIL:info@
urawakomatai.jp

はじめての茶道体験 園児を対象とした茶道体験を開催
します。 12 月 園児と保護者

会場 : 恭慶館
問合せ : 氷川の杜文化館
TEL:648-1177
FAX:648-1311

のびのび文庫 絵本の貸し出し、読み聞かせ、
おはなし、工作などを行います。

毎週土曜日（7月30日、8 月 13
日・20 日、10 月 22 日・29 日、
11月12日、12月24日・31日、
令和 5 年 2 月 11 日は除く。）
13:30 ～ 15:00

乳幼児・小学
生と保護者

谷田公民館
TEL:882-9272
FAX:882-9272

子育てサロン
「のこのこ」

親子が仲間づくりや情報交換をす
る場としてサロンを開催します。

毎月第 2・4 月曜日
（祝日は除く）

乳幼児と
保護者

谷田公民館
TEL:882-9272
FAX:882-9272

南　　　区
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

おはなしのへや 絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊
び、簡単な工作などを行います。

毎月第 4水曜日（原則）
10:00 ～ 11:00
（7・8月は開催無し）

乳幼児と
保護者

六辻公民館
TEL:861-1930
FAX:861-1930

高齢者サロン
「六辻いきいきサロン」

参加者同士での体操やクイズ、懇
談をとおして交流をはかります。

5月～令和 5年 3月
第 4木曜日
10:00 ～ 11:30

南区在住の 65
歳以上の一人
暮らしの方

六辻公民館
TEL:861-1930
FAX:861-1930

子育てサロン
「六辻スマイルひろば」

親子で体操や手遊び、ダンスなど
を行います。

毎月第 2金曜日
10:30 ～ 11:30
（8月を除く）

乳幼児と
保護者

六辻公民館
TEL:861-1930
FAX:861-1930

親子わいわい広場
赤ちゃんがいるお母さんたちが、子ど
も同士を遊ばせながら情報交換するな
ど、ゆったり楽しく過ごしています。
お気軽にどうぞお越しください。

6月10日、24日、7月8日、
8月5日、9月9日、11月 11日、
25日、12月9日、令和5年1月13日、
27日、2月10日、24日、3月10日
（各金曜日14:00～ 16:30）

概ね1歳6か月
児以下と保護者

西浦和公民館
TEL:862-9522
FAX:862-9522

みんなでラジオ体操
健康増進のためのラジオ体操を通
じて、地域や人とのつながりを深
めます。

月～金曜日
（祝日・休館日は除く）
8:40 ～ 8:50

どなたでも
別所公民館
TEL:864-6781
FAX:864-6781

すぎのこ文庫
図書の貸し出し、工作などを行い
ます。大人の方もぜひお越しくだ
さい。

毎月第 2・4水曜日
（祝日・休館日は除く）
10:00 ～ 14:00

どなたでも
別所公民館
TEL:864-6781
FAX:864-6781

夏休み子ども公民館 様々な体験学習を通し、学びの楽
しさを育みます。 7月～ 8月 市内在住・在

学の小学生
東浦和公民館
TEL:874-0550
FAX:874-0550

介護予防事業
さわやか学級（中期）

65歳以上を対象とした講座です。
地域歴史講座や健康講座など幅広
い分野について学びます。

10月～ 12月 南区・緑区在住
の 65歳以上

東浦和公民館
TEL:874-0550
FAX:874-0550

素敵なお茶時間
～お茶と健康～

薬に頼らない身体作りを目指し、
体に良いお茶の淹れ方、飲み方を
学びます。

令和5年2月10日（金）
10:00 ～ 11:30 18 歳以上

東浦和公民館
TEL:874-0550
FAX:874-0550

さくらんぼ リトミックや工作を親子で楽しみ、
ふれあいを深める。

5月～令和 5年 3月（8
月と 11月は除く）
原則第 4木曜日　
10:00 ～ 11:30

1歳～3歳児と
保護者

善前公民館
TEL:887-0580
FAX:887-0580

さくらんぼベビー
乳児とその保護者が集い、日頃の
子育ての楽しさやストレスをおし
ゃべりし成長を見守ります。

6月～ 3月　
原則第 4木曜日　
10:00 ～ 11:30

0 歳児と
保護者

善前公民館
TEL:887-0580
FAX:887-0580

ボッチャ教室 「ボッチャ」を体験し、その魅力
と楽しさを味わいます。 7月 9日（土） 20歳以上

善前公民館
TEL:887-0580
FAX:887-0580

夏休み子ども公民館 夏休みを利用して、学年を超えて
楽しくいろいろなことを学びます。 7月～ 8月 南区内在住・

在学の小学生
善前公民館
TEL:887-0580
FAX:887-0580

介護予防事業
善前オリーブ学園
第 2・3期

65歳以上を対象とした講座です。
第 2期　9月～ 11月頃
第 3期　12月～令和 5
年 3月頃

南区在住の
65歳以上

善前公民館
TEL:887-0580
FAX:887-0580
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

ピッピの会 絵本の貸し出し、読み聞かせ、
おはなし会、工作などを行います。

木曜日（開催しない日
もあります。要問合せ。）
15:00 ～ 17:00

乳幼児・小学
生と保護者

南浦和公民館
TEL:882-6035
FAX:886-5856

武蔵浦和図書館
梅雨のおたのしみ会

絵本の読み聞かせ、てあそびなど
を行います。

6 月 15 日（水）
① 15:00 ～ 15:30
② 15:40 ～ 16:10

① 3 歳以上の幼児保護　
　者も参加できます
②ひとりでおはなしを　
　聞ける幼児・小学生

武蔵浦和図書館
TEL:844-7210
FAX:844-7207

武蔵浦和図書館
ひまわりおはなし会①

すばなし、絵本の読み聞かせ、
てあそびなどを行います。

6 月 22 日、9 月 28 日、
10 月 26 日、11月30 日
各水曜日
15:00 ～ 15:30

3 歳以上の幼児
保護者も参加
できます

武蔵浦和図書館
TEL:844-7210
FAX:844-7207

武蔵浦和図書館
おはなし会

絵本の読み聞かせ、てあそびなど
を行います。

9 月 14 日、11 月 16 日、
令和 5 年 2 月 15 日
各水曜日
15:00 ～ 15:30

3 歳以上の幼児
保護者も参加
できます

武蔵浦和図書館
TEL:844-7210
FAX:844-7207

武蔵浦和図書館
ひまわりおはなし会①

すばなし、絵本の読み聞かせ、
てあそびなどを行います。

令和 5 年 1 月 18 日、
2 月 22 日、3 月 22 日
各水曜日
15:00 ～ 15:30

3 歳以上の幼児
保護者も参加
できます

武蔵浦和図書館
TEL:844-7210
FAX:844-7207

南浦和図書館
ひまわりおはなし会

すばなし、絵本の読み聞かせなど
を行います。

6 月 9 日、7 月 14 日、
9 月 8 日　各木曜日
15:00 ～ 15:30

3 歳以上の幼児
保護者も参加
できます

会場 : 南浦和図書館講座室
問合せ : 武蔵浦和図書館
TEL:844-7210
FAX:844-7207

南浦和図書館
おやこおはなし会

すばなし、絵本の読み聞かせなど
を行います。

6 月 11 日、7 月 9 日、
9 月 10 日、10 月 8 日
各土曜日
11:00 ～ 11:30

未定
会場 : 南浦和図書館講座室
問合せ : 武蔵浦和図書館
TEL:844-7210
FAX:844-7207

南浦和図書館
おはなし会

絵本の読み聞かせ、てあそびなど
を行います。

9 月 15 日、11 月 17 日、
令和 5 年 1 月 19 日、
2 月 16 日　各木曜日　
15:00 ～ 15:30

3 歳以上の幼児
保護者も参加
できます

会場 : 南浦和図書館講座室
問合せ : 武蔵浦和図書館　
TEL:844-7210
FAX:844-7207

南浦和図書館
ひまわりおはなし会

すばなし、絵本の読み聞かせなど
を行います。

10月13日、11月10日、
12 月 8 日　各木曜日
15:00 ～ 15:30

3 歳以上の幼児
保護者も参加
できます

会場 : 南浦和図書館講座室
問合せ : 武蔵浦和図書館
TEL:844-7210
FAX:844-7207

サウスピア LIVE
情熱的挑発
by El Cielo 2020

アルゼンチンの偉大な作曲家アス
トル・ピアソラの曲を中心に、
ピアノ・ヴァイオリン・チェロ・
コントラバスによる四重奏。

7 月 2 日（土）18:30 ～ どなたでも
（有料）

武蔵浦和コミュニティ
センター
TEL:844-7215
FAX:844-7216

第四十六回
サウスピア駅前寄席

（真打）橘家 圓太郎
（前座）春風亭 枝次

7 月 9 日（土）
14:00 ～ 16:00

県内在住・在
勤・在学の方

（有料）

武蔵浦和コミュニティ
センター
TEL:844-7215
FAX:844-7216

親子で一緒に ! 埼玉学
生 5 インチ鉄道模型体
験乗車 in 武蔵浦和

県立春日部工業高校機械科電車班
の学生たちが製作したミニ新幹線

「はやぶさ」「こまち」がサウスピ
アで走行します！

8 月 20 日（土）・21 日
（日）10:00 ～ 15:00
（1 回 30 分）

市内在住・在
勤・在学の方

武蔵浦和コミュニティ
センター
TEL:844-7215
FAX:844-7216

第四十七回
サウスピア駅前寄席 （真打）瀧川 鯉昇 他 9 月 10 日（土）

14:00 ～ 16:00
県内在住・在
勤・在学の方

（有料）

武蔵浦和コミュニティ
センター
TEL:844-7215
FAX:844-7216

アコースティックコン
サート
堀江 淳 X 坂元 昭二

出演 : 堀江 　淳（歌・ギター）
　　　坂元 昭二（歌・ギター）

9 月 18 日（日）
14:00 ～

どなたでも
（有料）

武蔵浦和コミュニティ
センター
TEL:844-7215
FAX:844-7216
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

親子科学教室
おもしろ彩エンス
ロボット製作

モーター 2 個と乾電池 2 個、
500ml のペットボトルで、前後左
右、右回転、左回転の 6 方向移動
可能なロボットを作ります。

10 月 2 日（日）
9:30 ～ 11:30（予定）

市内在住の小
学生と保護者

（有料）

武蔵浦和コミュニティ
センター
TEL:844-7215
FAX:844-7216

武蔵浦和シネマ・スペ
シャル 映画上映（作品未定） 10 月 15 日（土）

14:00 ～ 16:00（予定）
市内在住・在
勤・在学の方

武蔵浦和コミュニティ
センター
TEL:844-7215
FAX:844-7216

アンチエイジング体操
2022

いつまでも若々しく健康で元気に
美しく ! をめざし、簡単で効果的
な運動を学び実践します。

11 月 9 日・12 月 7 日・
令和 5 年 1 月 11 日・2
月 8 日・3 月 8 日
各水曜日（午前）

市内在住・在
勤・在学の方

（有料）

武蔵浦和コミュニティ
センター
TEL:844-7215
FAX:844-7216

開館 10 周年記念
第 10 回武蔵浦和コミ
センまつり

コミセン利用団体による舞台発表
や作品展示、地域との結びつきに
より多世代が楽しめるイベント等
を開催します。

11 月 19 日（土）・20（日）
10:00 ～ 15:30（予定）

どなたでも
（一部有料）

武蔵浦和コミュニティ
センター
TEL:844-7215
FAX:844-7216

サウスピア駅前寄席ス
ペシャル ! 年忘れ落語
会

むかし家 今松・桂 藤兵衛 二人会 12 月 10 日（土）
14:00 ～ 16:30

県内在住・在
勤・在学の方

（有料）

武蔵浦和コミュニティ
センター
TEL:844-7215
FAX:844-7216

武蔵浦和クイズフェス
タ 2022「みんなで挑
戦 ! 早押しクイズ in
武蔵浦和」

「親子」や「友人・兄弟」など、
参加対象を分けて市民参加型の初
級者向け早押しクイズ大会を開催
します！

12 月 18 日（日）
10:00 ～ 17:30（予定）

市内在住・在
勤・在学の方

武蔵浦和コミュニティ
センター
TEL:844-7215
FAX:844-7216

開館 10 周年記念事業
武蔵浦和コミュニティセンター開
館 10 周年を記念した事業を開催
します。

令和 5 年 1 月 15 日（日）
14:00 ～

県内在住・在
勤・在学の方

（有料）

武蔵浦和コミュニティ
センター
TEL:844-7215
FAX:844-7216

第四十八回
サウスピア駅前寄席 （真打）古今亭 志ん輔 他 令和 5 年 1 月 21 日（土）

14:00 ～ 16:00
県内在住・在
勤・在学の方

（有料）

武蔵浦和コミュニティ
センター
TEL:844-7215
FAX:844-7216

第 4 回
ロックフェスティバル
in 武蔵浦和

地元で活動するアマチアロックバ
ンドの競演。スタンダードロック
や歌謡ロックのカバーを中心に。
曲目未定。

令和 5 年 2 月 4 日（土）
時間未定 どなたでも

武蔵浦和コミュニティ
センター
TEL:844-7215
FAX:844-7216

第四十九回
サウスピア駅前寄席 （真打）立川 志遊 他 令和 5 年 3 月 11 日（土）

14:00 ～ 16:00
県内在住・在
勤・在学の方

（有料）

武蔵浦和コミュニティ
センター
TEL:844-7215
FAX:844-7216

第 2 回電車大好き !
武蔵浦和鉄道まつり

埼玉大学鐵道研究会の協力で、地
域のファミリー層に室内で電車を
楽しむイベントを実施します。

令和 5 年 3 月 18（土）・
19（日）10:00 ～
16:30（予定）

（1 回 60 分）

市内在住・在
勤・在学の方

武蔵浦和コミュニティ
センター
TEL:844-7215
FAX:844-7216
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

国指定史跡見沼通船堀
閘門開閉実演

閘門の開閉実演を行い、通船堀の
仕組みを学びます。 8月下旬 どなたでも

会場 :見沼通船堀
問合せ:文化財保護課
TEL:829-1725
FAX:829-1989

テーマ展「さいたまの
人々と鉄道」

令和 4年（2022）は、鉄道開通
150年目にあたります。鉄道に関
連した様々な講座や展示などのイ
ベントを開催します。

5月 1日（日）～ 12月
11日（日） どなたでも

浦和博物館
TEL:874-3960
FAX:874-3960

民家園「しぜん塾」
自然に親しみながら工作や遊びを
したり、古民家でお話を聞いたり
します。

偶数月第 1土曜日
13:30 ～ 15:30

中学生以下の
子どもと保護
者

浦和くらしの博物館
民家園
TEL:878-5025
FAX:878-5028

民家園「昔のあそび塾」 おはじきやビー玉など、懐かしい
遊びをします。

毎月第 1日曜日
（令和 5年 1月は第 2
日曜日）
13:00 ～ 15:00

どなたでも
浦和くらしの博物館
民家園
TEL:878-5025
FAX:878-5028

シニア向けスマート
フォン入門教室
（Android 版）

シニア向けのスマートフォン教室
です。スマートフォン（Android）
はお一人に一台ずつお貸しします。

8月 18日・25日
各木曜日
10:00 ～ 12:00

65 歳以上
大古里公民館
TEL:810-4155
FAX:810-4156

ヨガエクササイズで
リフレッシュ !

太陽礼拝ヨガで、心と身体のバラ
ンスを整えます。

9月 9日・16日
各金曜日
10:00 ～ 11:30

16 歳以上
大古里公民館
TEL:810-4155
FAX:810-4156

バルーンの素材で
作って飾ろう
「ハッピーハロウィン」

バルーンの素材でハロウィンの飾
り物を作ります。

10月 1日（土）
10:00 ～ 11:30

中学生～概ね
39歳までの方

大古里公民館
TEL:810-4155
FAX:810-4156

やさしく楽しい
折り紙教室 易しい季節の折り紙を作ります。

12月5日・12日・19日
各月曜日
10:00 ～ 11:30

どなたでも
大古里公民館
TEL:810-4155
FAX:810-4156

人権について考え、
落語を楽しむ

人権について一緒に考えます。
その後は落語を楽しみます。

令和5年1月26日（木）
13:30 ～ 15:30 どなたでも

大古里公民館
TEL:810-4155
FAX:810-4156

親の学習事業①
「夏の星空と星座早見
表作り&子育ておしゃ
べりタイムと親子で
ボッチャにチャレンジ」

「プラネタリウム・フラット」の投影により、親
子で一緒に夏の星空について話を聞き、今後の授
業や生活に活かせるきっかけづくりをします。ま
た、2日目は、親子でボッチャにチャレンジします。

6 月 26日・7月 3日
各日曜日
10:00 ～ 12:00

三室公民館対
象地域の小学
生と保護者

三室公民館
TEL:873-2594
FAX:873-2594

切り絵教室 切り絵を学びます。
9月 2日・9日・16日
各金曜日
10:00 ～ 12:00

成人
三室公民館
TEL:873-2594
FAX:873-2594

スマホ教室
「地域 ICT リーダ」を講師とし、ス
マホに不慣れな市民（初心者）を対
象にスマホを使って知りたい情報を
得られる能力の向上を目指します。

9月 6日・13日・20日
各火曜日
10:00 ～ 12:00

成人
三室公民館
TEL:873-2594
FAX:873-2594

みむろ学級（後期） 地域、健康、詐欺対策、落語、芸術、
音楽等を学びます。

9月 8日・29日・10月 13日・
10月27日・11月10日・24日・
12月 15日　各木曜日

65 歳以上
三室公民館
TEL:873-2594
FAX:873-2594

緑　　　区
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木目込み人形 来年の干支人形作りをします。
11月 15日・22日
各火曜日
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在勤・在学の
成人

三室公民館
TEL:873-2594
FAX:873-2594

尚寿学級（後期） 音楽を始めとして、軽い運動や体
について学びます。

9月 8 日・15 日・22 日・
10 月 6 日・13 日・11 月
10 日・24 日・12月 8日　
各木曜日
9:45～11:30

65 歳以上
尾間木公民館
TEL:873-4993
FAX:873-4998

尾間木素人落語寄席 埼玉素人落語協会の皆様による落語
を楽しみます。

12月 14日（水）
9:45 ～ 12:00 65 歳以上

尾間木公民館
TEL:873-4993
FAX:873-4998

美園おもちゃ診療所 壊れたおもちゃを美園おもちゃド
クターが治療します。

6月 3日、9月 16日、
12月 2日、令和 5年
3月 3日　各金曜日
10:00 ～ 11:30

どなたでも
美園公民館
TEL:878-0515
FAX:878-0515

レッツ美ボディ !
ピラティス

体幹を鍛えるピラティスを体験し
ます。

7月7日・14日・21日
各木曜日
10:00 ～ 11:30

64 歳までの成
人

美園公民館
TEL:878-0515
FAX:878-0515

夏休み子ども公民館 夏休みの子ども向けに、様々な体
験や工作などを行います。 7月～ 8月

美園公民館地
域在住の小学
生

美園公民館
TEL:878-0515
FAX:878-0515

クリスマスコンサート 浦和学院高等学校吹奏楽部による
演奏会を楽しみます。

12月 21日（水）
10:30 ～ 12:00 どなたでも

会場 :美園コミュニティ
センター
問合せ :美園公民館
TEL:878-0515
FAX:878-0515

みその新春寄席 若手落語家による落語を楽しみま
す。 令和 5年 1月 どなたでも

美園公民館
TEL:878-0515
FAX:878-0515

0・1・2歳のおはなし会
わらべうたや手あそび、絵本の読
み聞かせなどを行います。開催日
1週間前から電話にて受付いたし
ます。

毎第 3火曜日（8月は除く）
① 10:15 ～ 10:45
② 11:00 ～ 11:30
② 13:30 ～ 14:00

0 ～ 2歳児と
保護者

東浦和図書館
TEL:875-9977
FAX:875-9687

おはなし会（幼児対象） 絵本の読み聞かせ、紙芝居などを
行います。

毎第 2木曜日
（8月・祝日は除く）
16:00 ～ 16:30

幼児と保護者
東浦和図書館
TEL:875-9977
FAX:875-9687

どんぐりおはなし会
すばなしや手あそび、絵本の読み
聞かせなどを行います。
語り手 :おはなしグループどんぐ
り

毎第 2第 4土曜日
11:00 ～ 11:30

幼児と保護者、
小学生

東浦和図書館
TEL:875-9977
FAX:875-9687

一日図書館員になろう !
（3・4年生）

図書館の裏側見学や、お仕事体験
を行います。

7月 26日（火）・27日
（水）
10:00 ～ 11:30
14:00 ～ 15:30

小学 3・4年生
東浦和図書館
TEL:875-9977
FAX:875-9687

一日図書館員になろう !
（5・6年生）

図書館の裏側見学や、お仕事体験
を行います。

7月 28日（木）
10:00 ～ 11:30
14:00 ～ 15:30

小学 5・6年生
東浦和図書館
TEL:875-9977
FAX:875-9687

こわ～いおはなし会 すばなしや、絵本の読み聞かせな
どを行います。

8月 17日（水）
① 11:15 ～ 11:45
② 13:30 ～ 14:00
③ 14:15 ～ 14:45

小学生
（保護者不可）

東浦和図書館
TEL:875-9977
FAX:875-9687
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おはなし会
絵本の読み聞かせ、手あそびなど
を行います。開催日 1週間前から
電話にて受付いたします。
語り手 :保育ボランティアひまわり

毎第 3木曜日
11:00 ～ 11:30

2・3歳児と
保護者

会場 :美園コミュニティ
センター第 1･2 集会室
問合せ :美園図書館
TEL:764-9610
FAX:764-9622

0・1・2歳のおはなし会
わらべうたや手あそび、絵本の読
み聞かせなどを行います。開催日
1週間前から電話にて受付いたし
ます。

毎第 4火曜日
（7月は除く）
11:00 ～ 11:30

0 ～ 2歳児と
保護者

会場 :美園コミュニティ
センター第 1･2 集会室
問合せ :美園図書館
TEL:764-9610
FAX:764-9622

一日図書館員になろう !
（3・4年生）

図書館の裏側見学や、お仕事体験
を行います。

8月 15日（月）
10:00 ～ 11:30 小学 3・4年生

会場 :美園図書館
問合せ :東浦和図書館
TEL:875-9977
FAX:875-9687

こわ～いおはなし会 すばなしや、絵本の読み聞かせな
どを行います。

8月 16日（火）
① 11:15 ～ 11:45
② 13:30 ～ 14:00
③ 14:15 ～ 14:45

小学生
（保護者不可）

会場 :美園コミュニティ
センター第 1･2 集会室
問合せ :東浦和図書館
TEL:875-9977
FAX:875-9687

星空観望会
埼玉スタジアム2○○2と協働で、
星空観察の講座を開催します。
※雨天時は美園コミュニティセン　
　ター集会室で座学となります。

8月 4日（木）
19:00 ～ 20:30

市内在住・在
勤・在学の方
（小学生以下は
保護者同伴）

会場:埼玉スタジアム2○○2
問合せ :美園コミュニテ
ィセンター
TEL:764-8810
FAX:764-9310

地域の農園で
いもほり収穫体験

地域の農家と協働で農業の楽しさ
を知ってもらう体験講座を開催し
ます。

10月 22日（土）
9:30 ～ 12:00
（雨天時翌日延期）

市内在住・在
学の小学生と
家族（1家族
4人まで）

会場 :美園農園
問合せ :美園コミュニ
ティセンター
TEL:764-8810
FAX:764-9310

スティールパン体験会
スティールパンを 4回講座でレッ
スンし、最終日に演奏会に参加し
ます。

11月13日～12月 4日
毎週日曜日　全 4回
10:30 ～ 12:00

市内在住・在
勤・在学の小
学生以上の方

美園コミュニティセン
ター
TEL:764-8810
FAX:764-9310

わくわくサッカー体験
浦和東高等学校サッカ
ー交流会

浦和東高等学校サッカー部の学生
と小学生親子のサッカーを通した
交流会・体験会を開催します。

令和 5年 1月
市内在住・
在学の小学生
と保護者

美園コミュニティセン
ター
TEL:764-8810
FAX:764-9310

子ども陶芸教室 夏休み期間に小学生対象の陶芸教
室を開催します。

7月23日（土）・24日（日）
9:45 ～ /11:00 ～

市内在住・
在学の小学生

プラザイースト
TEL:875-9933
FAX:875-9960

子どもタイルアート教室 夏休み期間に子ども対象のタイル
アート教室を開催します。

7月30日（土）・31日（日）
10:00 ～ /13:30 ～

市内在住・
在学・在園の
3歳～小学生

プラザイースト
TEL:875-9933
FAX:875-9960

東京大衆歌謡楽団コン
サート

古き良き時代である昭和を見つめ
なおす音楽コンサートを開催しま
す。

9月 24日（土）
14:00 ～ 小学生以上

プラザイースト
TEL:875-9933
FAX:875-9960

初めてのゆったりフラ
ダンス教室

年齢を問わず楽しめる初心者向け
のフラダンス教室を開催します。

10月 6日～ 20日
毎週木曜日
10:00 ～ 11:00

市内在住・在
勤・在学の方

プラザイースト
TEL:875-9933
FAX:875-9960

ロビーコンサート
Vol.26

ロビーにあるグランドピアノを活
用したロビーコンサートを開催し
ます。

10月 15日（土）
12:00 ～ どなたでも

プラザイースト
TEL:875-9933
FAX:875-9960

親子ウクレレ教室 親子でウクレレが 1曲弾けるよう
になる教室を開催します。

10月 23日（日）
11:00 ～ 12:00
13:30 ～ 14:30

市内在住・在
学の小学生と
保護者

プラザイースト
TEL:875-9933
FAX:875-9960
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プラザイースト開館
25 周年アニバーサリ
ーコンサート

プラザイースト開館 25 周年を記
念し島田歌穂によるコンサートを
開催します。

10 月 23 日（日）
15:00 ～ 小学生以上

プラザイースト
TEL:875-9933
FAX:875-9960

家族でエンジョイ !
ザッキー & メグムン
の BooBoo サックス

未就学児から小学校低学年の子ど
もを対象に音楽の楽しみを伝える
コンサートを開催します。

11 月 5 日（土）
14:00 ～ どなたでも

プラザイースト
TEL:875-9933
FAX:875-9960

水彩画講座 初心者を対象とした水彩画講座を
開催します。

11月15 日～12月20日
毎週火曜日
13:30 ～ 16:00

市内在住・在
勤・在学の方

プラザイースト
TEL:875-9933
FAX:875-9960

鉛筆デッサン講座 初心者を対象としたデッサン講座
を開催します。

11月16 日～12月21日
毎週水曜日
13:30 ～ 16:00

市内在住・在
勤・在学の方

プラザイースト
TEL:875-9933
FAX:875-9960

プラザイースト開館
25 周年アニバーサリ
ーフェスティバル

プラザイースト開館 25 周年を記
念したフェスティバルを開催しま
す。

11 月 27 日（日） どなたでも
プラザイースト
TEL:875-9933
FAX:875-9960

クリスマス親子料理教室 クリスマスのケーキとそれにちな
んだ料理を作ります。 12 月 18 日（日）

市内在住・在
学の小学校 4
～ 6 年生と保
護者

プラザイースト
TEL:875-9933
FAX:875-9960

日本画講座 初心者を対象とした日本画講座を
開催します。

令和 5 年 1 月 10 日～
3 月 14 日
毎週火曜日
14:00 ～ 16:00

市内在住・在
勤・在学の方

プラザイースト
TEL:875-9933
FAX:875-9960

日本画模写講座 初心者を対象とした日本画模写講
座を開催します。

令和 5 年 1 月 13 日～
3 月 17 日
毎週金曜日
13:30 ～ 16:00

市内在住・在
勤・在学の方

プラザイースト
TEL:875-9933
FAX:875-9960

劇団 Liebe 公演 市民劇団 Liebe による公演を開催
します。

令和 5 年 2月11日（土）・
12 日（日） 未定

プラザイースト
TEL:875-9933
FAX:875-9960

プレミアクラシック
Vol.15 村治佳織ギタ
ーリサイタル

プレミアクラシックと題し世界的
ギタリスト村治佳織のギターリサ
イタルを開催します。

令和 5 年 2 月 18 日（土） 小学生以上
プラザイースト
TEL:875-9933
FAX:875-9960

ベーゼンドルファーク
ラブ　in Winter

世界三大ピアノのベーゼンドルフ
ァーを体験できる事業を開催しま
す。

令和 5 年２月 26 日（日）
9：00 ～ 21：00

小学生以上の
ピアノ学習者、
演奏家

プラザイースト
TEL:875-9933
FAX:875-9960

さいたま子どもスーパ
ーカッション第 11 回
定期演奏会

プロの音楽家と公募により集まっ
た小・中学生による打楽器バンド
の公演を開催します。

令和 5 年 3 月 19 日（日） どなたでも
プラザイースト
TEL:875-9933
FAX:875-9960
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国指定史跡真福寺貝塚
発掘調査現地見学会

発掘調査を公開し、調査の様子や
新たな発見を間近でご覧いただき
ます。

9月下旬 どなたでも
会場 :真福寺貝塚
問合せ:文化財保護課
TEL:829-1724
FAX:829-1989

子育てサロン
「まんまる」

工作や手遊び、絵本の読み聞かせ
など親子で楽しめるサロンです。

毎月第 3木曜日
10:30 ～ 11:45
（10 月は除く）

0歳児と保護者
岩槻本丸公民館
TEL:758-3100
FAX:758-5101

親の学習事業「親子
で楽しむおしゃべり&
ベビーダンス教室」

ベビーダンスを通して楽しくスキ
ンシップをはかり、さらに、親同
士の交流をします。

9月 3日（土）
10:00 ～ 12:00

首が座った頃か
ら抱っこひもの
必要な子どもと
保護者

岩槻本丸公民館
TEL:758-3100
FAX:758-5101

夏休み子ども公民館
「科学教室①②」

ペットボトルを使って風力発電の
装置を作り、SDGs と再生可能エ
ネルギーについて学びます。

8月 2日（火）
① 10:00 ～ 12:00
② 13:30 ～ 15:30

①市内在住の小
学 1～ 3年生
②市内在住の小
学 4～ 6年生

岩槻本丸公民館
TEL:758-3100
FAX:758-5101

防災講演「コロナ禍で
の災害対策」

感染症対策を踏まえた防災に係る
備えなどについて、講演を行いま
す。

9月 2日（金）
10:00 ～ 12:00 どなたでも

岩槻本丸公民館
TEL:758-3100
FAX:758-5101

親の学習事業
「親子陶芸教室」

陶芸を親子で体験し、ものづくり
の面白さを経験します。さらに、
親同士の交流をはかります。

11月 5日（土）
10:00 ～ 12:00

市内在住の小
学 1～ 3年生
と保護者

岩槻本丸公民館
TEL:758-3100
FAX:758-5101

いちごサロンおはなし会 絵本の読み聞かせや手遊び等をし
ます。

毎月第 4木曜日
（4月・10月・2月は除く）

2歳以上の子
どもと保護者

岩槻本町公民館
TEL:757-6043
FAX:758-8040

親の学習事業
「親子ベビーダンス
教室」

ベビーダンスの体験を楽しむとと
もに親子同士の交流や情報交換を
します。

7月 1日・8日
各金曜日
10:00 ～ 12:00

3か月～ 1歳児
と保護者

岩槻本町公民館
TEL:757-6043
FAX:758-8040

影絵の世界 影絵を楽しみながら家族のコミュ
ニケーションを深めます。

7月 9日（土）
11:00 ～ 12:00

3 歳～小学校
低学年の児童
と保護者

岩槻本町公民館
TEL:757-6043
FAX:758-8040

若者向け講座
「そば打ち体験講座」

若者世代を対象に伝統的に伝わる
手打ちそばの作り方を学びます。

8月 11日（木・祝）
9:30 ～ 12:00

市内在住・在
勤・在学で
16歳～ 39歳
の方

岩槻本町公民館
TEL:757-6043
FAX:758-8040

親の学習事業
「親子スポーツチャン
バラ教室」

親子でスポーツチャンバラを楽し
むとともに親子同士の交流や情報
交換をします。

令和5年1月14日（土）・
15日（日）
10:00 ～ 12:00

小学生と保護
者

岩槻本町公民館
TEL:757-6043
FAX:758-8040

東京パラリンピック種
目「ボッチャ」を楽し
もう !

東京パラリンピック種目「ボッチ
ャ」を体験します。

6月 18日（土）
10:00 ～ 12:00

市内在住・在
勤・在学の方

岩槻南部公民館
TEL:798-7620
FAX:797-0458

シニア向けスマホ教室 シニア向けのスマホ教室を開催し
ます。

8月24日・31日　各水
曜日
10:00 ～ 12:00

市内在住・在
勤で 65歳以上
のスマホ利用
初心者の方

岩槻南部公民館
TEL:798-7620
FAX:797-0458

岩　槻　区
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クリスマスリース教室 クリスマスリースの作り方を学び
ます。

11月 30日（水）
10:00 ～ 11:30

市内在住・
在勤の方

岩槻南部公民館
TEL:798-7620
FAX:797-0458

若者向け事業
「クリスマスハーブ
スワッグ教室」

スワッグつくりを学ぶことで公民
館に親しみを感じてもらい同世代
の方との交流を図ります。

12月 3日（土）
10:00 ～ 11:30

市内在住・在
勤・在学で 16
歳～ 39歳の方

岩槻南部公民館
TEL:798-7620
FAX:797-0458

生きがい健康づくり教
室　「リズム体操教室」

リズムを取りながら体操を行い、
心肺機能を高めます。

令和 5年 1月 10日・
17日　各火曜日
10:00 ～ 11:30

市内在住・在
勤の 65歳以上
の方

岩槻南部公民館
TEL:798-7620
FAX:797-0458

親の学習事業Ⅰ
「親子で座禅体験&
みんなでお出かけマッ
プを作ろう！」

親子で座禅を体験し、家族同士の
交流を図ります。

7月 30日（土）
9:30 ～ 12:00

市内在住の小
学生と保護者

岩槻北部公民館
TEL:795-1881
FAX:794-6073

防災講座 災害に対する備えを学びます。 8月 30日（火）
10:00 ～ 11:30

市内在住・在
勤の成人の方

岩槻北部公民館
TEL:795-1881
FAX:794-6073

親子サロンにっこにこ
スペシャルⅠ
親子運動会

親子で楽しく、運動会をします。 10月 17日（月）
10:00 ～ 11:30

市内在住の
未就園児と
保護者

岩槻北部公民館
TEL:795-1881
FAX:794-6073

お正月飾り プリザーブドフラワーを使って
お正月飾りを作ります。

12月 2日（金）
13:30 ～ 15:00

市内在住・在
勤の成人の方

岩槻北部公民館
TEL:795-1881
FAX:794-6073

シニア向け
スマートフォン教室

スマホ初心者若しくはこれから購
入を検討している方向けにスマー
トフォンの初歩を学びます。

3月 1日（水）
10:00 ～ 12:00

市内在住・在
勤の 65歳以上
の初心者の方

岩槻北部公民館
TEL:795-1881
FAX:794-6073

エクセル初級講座 1 エクセルの基本や便利な機能を学
びます。

7月13日（水）～15日（金）
全 3回
13:00 ～ 16:00

市内在住・在
勤・在学の成
人の方

岩槻城址公民館
TEL:756-7855
FAX:758-8039

城址サマーコンサート ハワイアンの演奏を楽しみます。 8月 7日（日）
13:30 ～ 15:30

市内在住・
在勤の方

岩槻城址公民館
TEL:756-7855
FAX:758-8039

タブレット体験教室 タブレットを実際に使って基本的
な操作を体験します。

10月 28日（金）
13:30 ～ 15:30

市内在住・在
勤・在学の成
人の方

岩槻城址公民館
TEL:756-7855
FAX:758-8039

親の学習事業
「みんなでおしゃべり
&つまみ細工でコサー
ジュ作り」

子育て世代や子育てに興味のある
方を対象にコサージュ作りを体験
します。

12月1日（木）・8日（木）
10:00 ～ 12:00

子育て世代の
方、子育てに
興味のある方

岩槻城址公民館
TEL:756-7855
FAX:758-8039

パソコン相談サロン 初心者を対象としたパソコンの相
談会です。

原則毎月第 3火曜日
13:00 ～ 16:00
（10 月は公民館まつり
開催時に実施）

市内在住・在
勤・在学の成
人で初心者の
方

岩槻城址公民館
TEL:756-7855
FAX:758-8039

おはなし会 絵本の読み聞かせを行います。 毎月第 3水曜日
16:00 ～ 16:30

2 歳～小学生
と保護者

会場 :ふれあいプラザ
いわつき
問合せ :岩槻図書館
TEL:757-2523
FAX:758-5100
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事業名 内容 日時 対象 会場・問合せ先

ちいさなおはなし会 絵本の読み聞かせを行います。 毎月第 3 木曜日
16:00 ～ 16:30

2 歳～小学生
と保護者

会場 : 岩槻駅東口コミュ
ニティセンター
問合せ : 岩槻図書館
TEL:757-2523
FAX:758-5100

フューネラルフラワーアレンジ
メント講座～夏の暑さに強い仏
花（フューネラルフラワー）を
アレンジメントしませんか ? ～

仏花のフラワーアレンジメント講
座を開催します。

7 月 9 日（土）
10:00 ～ 12:00

市内在住・在
勤・在学の方

コミュニティセンター
いわつき
TEL:758-1980　　　　　　
FAX:758-1985

夏の子どもわくわくス
クール !
子ども将棋講座

小学生を対象に将棋講座を開催し
ます。

7 月 27 日（水）～
29 日（金） 
10:00 ～ 12:00

市内在住・
在学の小学生

岩槻駅東口コミュニテ
ィセンター
TEL:758-6500
FAX:758-6521

ジャズ体験ワークショ
ップ !

プロの音楽家と一緒に演奏するワ
ークショップを開催します。 11 月～ 12 月 未定

岩槻駅東口コミュニテ
ィセンター
TEL:758-6500
FAX:758-6521

普通救命講習Ⅰ
心肺蘇生や AED の使い方、けが
の手当など、応急手当の習得を目
指す講座を開催します。

12 月 3 日（土）
10:00 ～ 12:00

市内在住・在
勤・在学の中
学生以上の方

岩槻駅東口コミュニテ
ィセンター
TEL:758-6500
FAX:758-6521

クリスマスコンサート 生演奏によるコンサートを開催し
ます。

12 月 10 日（土）
14:00 ～ 15:30 小学生以上

岩槻駅東口コミュニテ
ィセンター
TEL:758-6500
FAX:758-6521

スプリングコンサート 生演奏によるコンサートを開催し
ます。

令和 5 年 3 月 12 日（日）
14:00 ～ 15:30 小学生以上

岩槻駅東口コミュニテ
ィセンター
TEL:758-6500
FAX:758-6521

岩槻駅東口コミセン
まつり

サークル活動団体による作品展示、
舞台発表、体験コーナーを設けた

「コミセンまつり」を開催します。
未定 どなたでも

岩槻駅東口コミュニ
ティセンター
TEL:758-6500
FAX:758-6521

美園グループ協働事業
「岩槻高等学校書道部 
書道パフォーマンス !」

岩槻高等学校の書道部の活動を支
援する事業を美園グループ 4 館で
開催します。

未定 どなたでも
岩槻駅東口コミュニ
ティセンター
TEL:758-6500
FAX:758-6521

いわつき茶会
岩槻城址公園で行われる人形供養
祭と同日開催で、いわつき茶道会
を招聘して市民参加型の茶会を開
催します。

11 月 3 日（木 ･ 祝）
市内在住・在
勤・在学の小
学生以上の方　

市民会館いわつき
TEL:756-5151
FAX:756-5152

木目込み人形講座
岩槻の伝統工芸である木目込み人
形を制作するワークショップを開
催します。

12 月 2 日・9 日
各金曜日

市内在住・在
勤・在学の 18
歳以上の方

市民会館いわつき
TEL:756-5151
FAX:756-5152

いわつき散歩道
岩槻の有名な史跡等地域の文化資
源を巡りながら、岩槻人形博物館
を目指します。

未定 市内在住・在
勤・在学の方

市民会館いわつき
TEL:756-5151
FAX:756-5152
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（令和 4 年 5 月１日現在）

施設名 郵便番号 所　在　地 電話番号 FAX

生涯学習総合センター 330-0854 大宮区桜木町1-10-18 シーノ大宮センタープラザ7階 643-5651 648-1860

指扇公民館 331-0078 西区西大宮2-13-1 622-4424 623-3014

馬宮公民館 331-0061 西区西遊馬236-2 623-1904 623-3106

植水公民館 331-0057 西区中野林173-2 623-0989 623-3076

内野公民館 331-0052 西区三橋6-1457-1 623-5735 623-5755

大砂土公民館 331-0802 北区本郷町284 666-3593 666-3593

日進公民館 331-0823 北区日進町2-1195-2 663-6611 663-6611

宮原公民館 331-0812 北区宮原町4-66-4 667-0621 667-0621

植竹公民館 331-0805 北区盆栽町430 666-1127 666-1127

桜木公民館 330-0854 大宮区桜木町1-10-18 シーノ大宮センタープラザ5階 643-5652 641-6308

大宮南公民館 330-0843 大宮区吉敷町4-223-2 641-4980 641-3958

大宮中部公民館 330-0845 大宮区仲町3-30-2 641-8955 641-3929

大宮北公民館 330-0802 大宮区宮町3-113-3 641-3747 641-3985

三橋公民館 330-0856 大宮区三橋2-20 642-6893 641-3897

大成公民館 330-0852 大宮区大成町2-335-1 663-4927 651-4082

大宮東公民館 330-0804 大宮区堀の内町3-140 643-4391 641-3927

大砂土東公民館 337-0053 見沼区大和田町2-1445 684-9226 687-9901

片柳公民館 337-0032 見沼区東新井117-2 684-3492 687-5585

七里公民館 337-0012 見沼区東宮下265-1 686-4721 687-5575

春岡公民館 337-0003 見沼区深作1-5-1 685-6911 687-9909

鈴谷公民館 338-0013 中央区鈴谷7-5-11 859-7322 859-7323

大戸公民館 338-0012 中央区大戸3-14-21 832-5495 824-3308

与野本町公民館 338-0004 中央区本町西1-14-12 853-6007 853-6007

上落合公民館 338-0001 中央区上落合6-9-3 852-3132 852-3147

下落合公民館 338-0002 中央区下落合5-4-17 854-3411 854-3411

田島公民館 338-0837 桜区田島3-27-6 863-0400 863-0400

土合公民館 338-0832 桜区西堀4-2-35 862-5135 862-5135

大久保公民館 338-0815 桜区五関839-2 854-8441 854-8441

栄和公民館 338-0835 桜区道場2-11-27 857-1127 857-1127

大久保東公民館 338-0826 桜区大久保領家131-6 851-6586 851-6597

岸町公民館 330-0064 浦和区岸町5-1-3 824-0168 825-3230

領家公民館 330-0072 浦和区領家4-21-21 831-2265 831-2265

浦和南公民館 330-0065 浦和区神明1-28-13 822-1088 822-1088

上木崎公民館 330-0071 浦和区上木崎3-2-14 831-5342 831-5342

【公 民 館】
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施設名 郵便番号 所　在　地 電話番号 FAX

大東公民館 330-0043 浦和区大東2-13-16 886-0656 886-0656

仲本公民館 330-0052 浦和区本太2-12-40 882-4695 882-4695

針ヶ谷公民館 330-0075 浦和区針ヶ谷3-4-14 833-4165 833-4165

本太公民館 330-0052 浦和区本太4-3-23 887-4933 887-4933

仲町公民館 330-0061 浦和区常盤4-1-12 822-8425 822-8425

常盤公民館 330-0061 浦和区常盤9-30-1 832-1841 832-1841

北浦和公民館 330-0074 浦和区北浦和2-19-25 832-3139 832-3139

南箇公民館 330-0072 浦和区領家3-15-10 882-1721 882-1721

文蔵公民館 336-0025 南区文蔵4-19-3 845-5151 845-5152

南浦和公民館 336-0016 南区大谷場2-6-25 882-6035 886-5856

谷田公民館 336-0042 南区大谷口1089-1 882-9272 882-9272

六辻公民館 336-0024 南区根岸3-10-7 861-1930 861-1930

西浦和公民館 336-0033 南区曲本2-7-11 862-9522 862-9522

別所公民館 336-0021 南区別所5-21-13 864-6781 864-6781

東浦和公民館 336-0042 南区大谷口5339 874-0550 874-0550

善前公民館 336-0015 南区太田窪2504-5 887-0580 887-0580

大古里公民館 336-0911 緑区三室2614-2 810-4155 810-4156

三室公民館 336-0911 緑区三室1946-5 873-2594 873-2594

尾間木公民館 336-0923 緑区大間木472 873-4993 873-4998

原山公民館 336-0931 緑区原山2-33-1 882-8321 882-8321

美園公民館 336-0963 緑区大門1973-1 878-0515 878-0515

岩槻本丸公民館 339-0058 岩槻区本丸3-17-1 758-3100 758-5101

岩槻本町公民館 339-0057 岩槻区本町4-2-25 757-6043 758-8040

岩槻南部公民館 339-0034 岩槻区笹久保1348-1 798-7620 797-0458

岩槻北部公民館 339-0009 岩槻区慈恩寺904-1 795-1881 794-6073

岩槻城址公民館 339-0052 岩槻区太田3-4-1 756-7855 758-8039

施設名 郵便番号 所　在　地 電話番号 FAX

中央図書館 330-0055 浦和区東高砂町11-1 （コムナーレ8階） 871-2100 884-5500

馬宮図書館 331-0061 西区西遊馬533-1（馬宮コミュニティセンター1階） 625-8831 625-8833

大宮西部図書館 三橋分館 331-0052 西区三橋6-642-4（西部文化センター2階） 625-4319 625-4319

大宮西部図書館 331-0825 北区櫛引町2-499-1 664-4946 667-7715

北図書館 331-0812 北区宮原町1-852-1（プラザノース１階） 669-6111 669-6115

宮原図書館 331-0811 北区吉野町2-195-1（宮原コミュニティセンター2階） 662-5401 653-8563

大宮図書館 330-0843 大宮区吉敷町1-124-1 643-3701 648-8460

桜木図書館 330-0854 大宮区桜木町1-10-18 （シーノ大宮センタープラザ4階） 649-5871 649-5875

【図 書 館】
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施設名 郵便番号 所　在　地 電話番号 FAX

春野図書館 337-0002 見沼区春野2-12-1 687-8301 687-8306

大宮東図書館 337-0052 見沼区堀崎町48-1 688-1434 687-9744

七里図書館 337-0014 見沼区大谷1210（七里コミュニティセンター1階） 682-3248 687-3932

片柳図書館 337-0026 見沼区染谷3-147-1（片柳コミュニティセンター2階） 682-1222 682-1444

与野図書館 338-0002 中央区下落合5-11-11 853-7816 857-1946

与野南図書館 338-0012 中央区大戸6-28-16 855-3735 855-6173

与野図書館 西分館 338-0005 中央区桜丘2-6-28（西与野コミュニティホール2階） 854-8636 854-8694

桜図書館 338-0835 桜区道場4-3-1（プラザウエスト1・2階） 858-9090 858-9091

桜図書館 大久保東分館 338-0826 桜区大久保領家131-6（大久保東公民館1階） 853-7100 853-7100

北浦和図書館 330-0074 浦和区北浦和1-4-2 832-2321 832-2324

武蔵浦和図書館 336-0021 南区別所7-20-1（サウスピア2・3階） 844-7210 844-7207

南浦和図書館 336-0024 南区根岸1-7-1 862-8568 862-8589

東浦和図書館 336-0932 緑区中尾1440-8（プラザイースト1階） 875-9977 875-9687

美園図書館 336-0967 緑区美園4-19-1（浦和美園駅東口
駅前複合公共施設2階） 764-9610 764-9622

岩槻図書館 339-0057 岩槻区本町4-2-25 757-2523 758-5100

岩槻駅東口図書館 339-0057 岩槻区本町3-1-1　（ワッツ西館3階） 758-3200 757-8711

岩槻東部図書館 339-0005 岩槻区東岩槻6-6（ふれあいプラザいわつき1階） 756-6665 756-8222

施設名 郵便番号 所　在　地 電話番号 FAX

市立博物館 330-0803 大宮区高鼻町2-1-2 644-2322 644-2313

土器の館 330-0803 大宮区高鼻町2-305-4 文化財保護課
(829-1723)へ

文化財保護課
(829-1989)へ

宇宙劇場 330-0853 大宮区錦町682-2 JACK大宮3階 647-0011 647-0066

五反田会館 337-0041 見沼区南中丸1370-5 684-2574 684-2574

旧坂東家住宅見沼くらしっく館 337-0024 見沼区片柳1266-2 688-3330 688-3335

与野郷土資料館 338-0003 中央区本町東3-5-23 714-5471 714-5472

鴻沼資料館 338-0832 桜区西堀4-1-4 民家園
(878-5025)へ

民家園
(878-5028)へ

うらわ美術館 330-0062 浦和区仲町2-5-1 浦和センチュリーシティ3階 827-3215 834-4327

青少年宇宙科学館 330-0051 浦和区駒場2-3-45 881-1515 882-9702

浦和博物館 336-0911 緑区三室2458 874-3960 874-3960

浦和くらしの博物館民家園 336-0925 緑区下山口新田1179-1 878-5025 878-5028

旧高野家離座敷 336-0923 緑区大間木3-30-11 民家園
(878-5025)へ

民家園
(878-5028)へ

岩槻郷土資料館 339-0057 岩槻区本町2-2-34 757-0271 757-0271

鹿室南集会所 339-0001 岩槻区鹿室1120-2 794-0536 794-0536

岩槻藩遷喬館 339-0057 岩槻区本町4-8-9 757-5110 757-5110

施設名 郵便番号 所　在　地 電話番号 FAX

【そのほかの生涯学習関連施設】

76

Ⅴ　

施
設
一
覧



施設名 郵便番号 所　在　地 電話番号 FAX

西部文化センター 331-0052 西区三橋6-642-4 625-3851 625-2881

馬宮コミュニティセンター 331-0061 西区西遊馬533-1 625-8821 625-8822

大宮盆栽美術館 331-0804 北区土呂町2-24-3 780-2091 668-2323

宮原コミュニティセンター 331-0811 北区吉野町2-195-1 653-8558 653-8541

日進公園コミュニティセンター 331-0823 北区日進町1-312-2 664-4078 664-4078

漫画会館 331-0805 北区盆栽町150 663-1541 667-4921

盆栽四季の家 331-0805 北区盆栽町267-1 664-1636 ―

プラザノース 331-0812 北区宮原町1-852-1 653-9255 653-9288

大宮ソニック市民ホール 330-8669 大宮区桜木町1-7-5 647-4111 647-4159

さいたま市民会館おおみや
（ＲａｉＢｏＣ　Ｈａｌｌ・レイボックホール) 330-0846 大宮区大門町2-118 641-6131 641-6133

高鼻コミュニティセンター 330-0803 大宮区高鼻町2-292-1 644-3360 644-3361

氷川の杜文化館 330-0803 大宮区高鼻町2-262-1 648-1177 648-1311

大宮工房館 330-0804 大宮区堀の内町1-577-3 645-3838 645-3881

七里コミュニティセンター 337-0014 見沼区大谷1210 687-3688 687-3705

東大宮コミュニティセンター 337-0051 見沼区東大宮4-31-1 667-5604 654-5594

片柳コミュニティセンター 337-0026 見沼区染谷3-147-1 686-8666 686-2999

下落合コミュニティセンター 338-0002 中央区下落合1712　ノースウィンクﾞ3・4階 834-0570 834-0580

与野本町コミュニティセンター 338-0003 中央区本町東3-5-43 853-7232 857-1096

西与野コミュニティホール 338-0005 中央区桜丘2-6-28 854-8584 854-8584

上峰コミュニティホール 338-0014 中央区上峰2-3-5 852-0121 852-0121

プラザウエスト 338-0835 桜区道場4-3-1 858-9080 858-9020

浦和コミュニティセンター 330-0055 浦和区東高砂町11-1　コムナーレ10階 887-6565 887-7090

市民活動サポートセンター 330-0055 浦和区東高砂町11-1　コムナーレ９階 813-6400 887-0161

恭慶館 330-0061 浦和区常盤9-30-5 835-7450 835-7453

文化センター 336-0024 南区根岸1-7-1 866-3171 837-2572

南浦和コミュニティセンター 336-0016 南区大谷場2-6-25 886-5856 886-5856

武蔵浦和コミュニティセンター 336-0021 南区別所7-20-1　サウスピア8階 844-7215 844-7216

美園コミュニティセンター 336-0967 緑区美園4-19-1 764-8810 764-9310

プラザイースト 336-0932 緑区中尾1440-8 875-9933 875-9960

さいたま市民会館いわつき 339-0052 岩槻区太田3-1-1 756-5151 756-5152

コミュニティセンターいわつき 339-0057 岩槻区本町1-10-7 758-1980 758-1985

岩槻駅東口コミュニティセンター 339-0057 岩槻区本町3-1-1（ワッツ西館内） 758-6500 758-6521

岩槻人形博物館 339-0057 岩槻区本町6-1-1 749-0222　 749-0225

ふれあいプラザいわつき 339-0005 岩槻区東岩槻6-6 756-6000 756-6036

施設名 郵便番号 所　在　地 電話番号 FAX

【文化・コミュニティ施設】
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施設名 郵便番号 所　在　地 電話番号 FAX

市民の森・見沼グリーンセンター 331-0803 北区見沼2-94 664-5915 651-0962

産業振興会館 331-0823 北区日進町2-1915-4 652-6811 652-6819 

まるまるひがしにほん （東日本連携センター） 330-0846 大宮区大門町1-6-1 856-9111 856-9108 

消費生活総合センター 330-0853 大宮区錦町682-2 JACK大宮6階 643-2239 643-2247

三つ和会館 330-0856 大宮区三橋3-52 642-4741 642-0888

男女共同参画推進センター
（パートナーシップさいたま） 330-0854 大宮区桜木町1-10-18 

シーノ大宮センタープラザ3階 642-8107 643-5801

みぬま見聞館（大宮南部浄化センター） 337-0044 見沼区上山口新田508-1 646-6030 646-6033

産業文化センター 338-0002 中央区下落合5-4-3 854-0486 854-0486

り・とらいふ（セカンドライフ支援センター） 330-0055 浦和区東高砂町11-1　コムナーレ９階 881-8627 881-8637

子ども家庭総合センター
（あいぱれっと） 330-0071 浦和区上木崎4-4-10 829-7043 832-0127

老人福祉センター武蔵浦和荘
（シニアふれあいセンターサウスピア） 336-0021 南区別所7-20-1　サウスピア7階 844-7230 844-7231 

農業者トレーニングセンター 336-0974 緑区大崎3156-1 878-2026 878-2027

グリーンライフ猿花キャンプ場 337-0042 見沼区南中野975-2 青少年育成課へ
(829-1716)

青少年育成課へ
(829-1960)

にぎわい交流館いわつき 339-0057 岩槻区本町6-1-2 757-2981 793-4074

三橋総合公園（屋内プールあり） 331-0052 西区三橋5-190 623-0505 623-1313

西遊馬公園 331-0061 西区西遊馬3433-1 623-6135 623-6135

宝来運動公園 331-0074 西区宝来2022-1 623-6135 623-6135

宝来グラウンド・ゴルフ場 331-0074 西区宝来125-1 622-0562 622-0562

秋葉の森総合公園 331-0077 西区中釘1241 620-7186 623-1008

土呂公園 331-0804 北区土呂町1-42 三橋総合公園へ
(623-0505)

三橋総合公園へ
(623-1313)

大和田公園（市営大宮球場・屋外プールあり） 330-0805 大宮区寿能町2-519 642-0478 649-5222

天沼テニス公園（天沼緑地） 330-0834 大宮区天沼町1-676-1 648-6699 648-6771

大平公園 331-0052 大宮区三橋1-55 三橋総合公園へ
(623-0505)

三橋総合公園へ
(623-1313)

合併記念見沼公園 330-0834 大宮区天沼町1-941 642-7963 ―

大宮武道館 337-0052 見沼区堀崎町12-36 687-1011 687-9500

大宮体育館 337-0053 見沼区大和田町1-305 685-2121 688-1179

堀崎公園 337-0052 見沼区堀崎町12-1 687-2237 688-6531

東大宮中央公園 337-0051 見沼区東大宮5-42-1 三橋総合公園へ 
(623-0505)

三橋総合公園へ 
(623-1313)観音寺下公園 337-0003 見沼区深作2-7

施設名 郵便番号 所　在　地 電話番号 FAX

【 商工施設・福祉施設など】

【 スポーツ・レクリエーション施設】

（（ 令和4年度は中規模
修繕工事のため休館
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施設名 郵便番号 所　在　地 電話番号 FAX

与野体育館 338-0002 中央区下落合5-8-10 853-4998 853-4998

下落合プール 338-0002 中央区下落合5-11-10 852-2518 858-2621

与野中央公園 338-0011 中央区新中里4-7-2 854-0522 ―

八王子公園 338-0006 中央区八王子4-2 856-1313 856-1471

与野公園 ― 中央区本町西1丁目地内 別所沼公園
（711-2290）へ

別所沼公園
（836-5200）へ

サイデン化学アリーナ（記念総合体育館） 338-0835 桜区道場4-3-1 851-5050 851-5118

浦和西体育館 338-0825 桜区下大久保1676-1 855-4541 840-1465

荒川総合運動公園 338-0813 桜区在家591 857-0451 857-0453

浦和駒場体育館 330-0051 浦和区駒場2-5-6 885-6010 885-6011

駒場運動公園 330-0051 浦和区駒場2-1-1 882-8149 882-8360

浦和北公園 330-0061 浦和区常盤9-30 833-2727 ―

浦和総合運動場（市営浦和球場あり） 330-0073 浦和区元町1-29-10 886-3200 887-0882

沼影公園（プール・アイススケート場あり） 336-0027 南区沼影2-7-35 861-9955 861-9957

別所沼公園 336-0021 南区別所4-12-10 711-2290 836-5200

三浦運動公園 336-0906 緑区三浦6836-1 浦和総合運動場
(886-3200)へ

浦和総合運動場
(887-0882)へ

原山市民プール 336-0931 緑区原山2-33-7
887-0016
※開場期間外は 　

駒場運動公園
（882-8149）へ

駒場運動公園
（882-8360）へ

大崎公園（子供動物園） 336-0974 緑区大崎3156-1 878-2882 878-2854

岩槻文化公園（槻の森スポーツセンター） 339-0041 岩槻区村国229 798-8411 798-9350 

岩槻温水プール 339-0058 岩槻区本丸3-17-2 758-2301 758-2302

岩槻城址公園 339-0052 岩槻区太田3-4 757-9122 878-8310

岩槻諏訪公園 339-0007 岩槻区諏訪4-4 岩槻温泉プールへ
（758-2301）

岩槻温泉プールへ
（758-2302）

川通公園 339-0011 岩槻区長宮825-5 799-0878 799-0577
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あなたの「学びさがし」を応援します！

生涯学習相談『えらベル』

生涯学習相談
あなたの「学びたい」を支援いたします。

生涯学びたい！ボランティアをしてみたい！楽しく子育てしたい！
学びを通じて地域に貢献したい！など、生涯学習に関するさまざまな相談ができ
ます。

サークルの紹介
あなたの「つながり」を応援いたします。

教養や趣味の世界を広げたい！交友関係を広げたい！と思っている方に、生涯学
習総合センターや公民館で活動するサークルを紹介します。

生涯学習情報
あなたの「知りたい情報」を提供いたします。

市内で開催される講座・講演・学級など、生涯学習に関する情報を提供します。

さいたま市生涯学習相談ボランティア「えらベル」は、平成21年度に開催された生涯学習
総合センター主催の「生涯学習相談ボランティア養成講座」をきっかけに結成された団体
です。

学 習 相 談 日
原則 毎月第２・第４水曜日

時　間 10：00 ～ 13：00
会　場 生涯学習総合センター
 （７階：生涯学習情報コーナー）

受　付 当日会場へお越しください。

問合せ 〒330-0854
 さいたま市大宮区桜木町 1-10-18 シーノ
 大宮センタープラザ７階
 さいたま市立生涯学習総合センター

TEL 0 4 8 - 6 4 3 - 5 6 5 1
FAX 0 4 8 - 6 4 8 - 1 8 6 0

大宮駅

西 口

大宮そごう

アルシェ

ダイエー
丸井

ソニック
シティサウス

ウィング

ノース
ウィング

有料
駐車場

三橋中央通線

国
道
17
号

大宮駅西口
徒歩 5分

シーノ大宮
センタープラザ
生涯学習総合センター
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