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埼玉県 上尾市 ①
上尾市食生活改善プログラム
「クスリに替わる食事方法」

上尾市との相互連携協定を締結しており、同市に在住の方を対象として健康で長寿の地域
社会を構築するための食習慣改善のための講座に講師を派遣しています。

10月25日 上尾市東保健センター 上尾市生活支援課 無料
https://www.city.ageo.lg.jp/soshik
i/s171500/

上尾市生活支援課
048-775-5119

埼玉県 上尾市 ①
上尾市上平公民館講座
「食べ物と毒～毒があるのに食べられるのはなぜか～」

上尾市との相互連携協定を締結しており、同市に在住の方を対象とした健康で長寿の地域
社会を構築するための講座に講師を派遣しています。

11月20日 上尾市上平公民館 上尾市生涯学習課 無料
https://www.city.ageo.lg.jp/soshik
i/s722500/

上尾市生涯学習課
048-775-9490

埼玉県 伊奈町 ①
伊奈町学校開放講座
「未病と健康」

公益財団法人いきいき埼玉・伊奈町・本学との相互連携協定を締結しており、伊奈町に在
住の方を対象とした健康で長寿の地域社会を構築するための開放講座で年5回の講座を開
講しています。

10月28日 日本薬科大学311教室 伊奈町生涯学習課 無料
http://www.town.saitama-
ina.lg.jp/soshiki/19-1-0-0-
0_3.html

伊奈町生涯学習課
048-721-2111(代)

埼玉県 伊奈町 ①
いきがい大学伊奈学園
「クスリの副作用と相互作用を考える」

公益財団法人いきいき埼玉・伊奈町・本学との相互連携協定を締結しており、高齢者を対
象とした生きがいを高めて、卒業後は地域で活躍してもらうことを目的に開講している各地
域の「いきがい大学」へ講師を派遣しています。

11月20日 日本薬科大学724教室 公益財団法人いきいき埼玉
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0
001/news/page/2017/0111-
13.html

公益財団法人
いきいき埼玉
048-728-7117

埼玉県 伊奈町 ①
いきがい大学伊奈学園
「漢方実習」

公益財団法人いきいき埼玉・伊奈町・本学との相互連携協定を締結しており、高齢者を対
象とした生きがいを高めて、卒業後は地域で活躍してもらうことを目的に開講している各地
域の「いきがい大学」へ講師を派遣しています。

11月20日 日本薬科大学724教室 公益財団法人いきいき埼玉
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0
001/news/page/2017/0111-
13.html

公益財団法人
いきいき埼玉
048-728-7117

埼玉県 伊奈町 ①
いきがい大学伊奈学園
「健康寿命を延ばす」

公益財団法人いきいき埼玉・伊奈町・本学との相互連携協定を締結しており、高齢者を対
象とした生きがいを高めて、卒業後は地域で活躍してもらうことを目的に開講している各地
域の「いきがい大学」へ講師を派遣しています。

11月22日 県民活動総合センター 公益財団法人いきいき埼玉
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0
001/news/page/2017/0111-
13.html

公益財団法人
いきいき埼玉
048-728-7117

埼玉県 桶川市 ①
桶川市健康講座
「健康には何がいい？－健康食品・サプリメント・医薬品
のはなし－」

桶川市との相互連携協定を締結しており、同市に在住の方を対象とした健康で長寿の地域
社会を構築するための講座に講師を派遣しています。

10月30日 桶川市東公民館 桶川市健康増進課 無料
https://www.city.okegawa.lg.jp/so
shiki/kenkofukushi/kenkozoushin
/index.html

桶川市健康増進課
048-786-1855(代)

埼玉県 春日部市 ①
いきがい大学春日部学園
「薬毒同源～毒と薬と人間」

公益財団法人いきいき埼玉・伊奈町・本学との相互連携協定を締結しており、高齢者を対
象とした生きがいを高めて、卒業後は地域で活躍してもらうことを目的に開講している各地
域の「いきがい大学」へ講師を派遣しています。

10月25日 日本薬科大学724教室 公益財団法人いきいき埼玉
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0
001/news/page/2017/0111-
13.html

公益財団法人
いきいき埼玉
048-728-7117

埼玉県 春日部市 ①
いきがい大学春日部学園
「身のまわりの化学」

公益財団法人いきいき埼玉・伊奈町・本学との相互連携協定を締結しており、高齢者を対
象とした生きがいを高めて、卒業後は地域で活躍してもらうことを目的に開講している各地
域の「いきがい大学」へ講師を派遣しています。

10月25日 日本薬科大学641教室 公益財団法人いきいき埼玉
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0
001/news/page/2017/0111-
13.html

公益財団法人
いきいき埼玉
048-728-7117

埼玉県 川越市 ① 学園創立80周年記念第206回 定期研究発表演奏会
東邦音楽大学・東邦音楽短期大学・東邦第二高等学校・東邦高等学校・東邦中学校の学生
による合唱の演奏会です。

11月24日
東邦音楽大学
川越キャンパス
ｸﾞﾗﾝﾂｻﾞｰﾙ

東邦音楽大学 http://www.toho-music.ac.jp

地域連携演奏センター
田村友志
049-2352157
(内線152)

埼玉県 川越市 ② 学園創立80周年記念第208回定期研究発表演奏会
東邦音楽大学・東邦音楽短期大学・東邦第二高等学校・東邦高等学校・東邦中学校の学生
によるウインドオーケストラの演奏会です。

12月15日
ウェスタ川越
大ホール

東邦音楽大学 http://www.toho-music.ac.jp

地域連携演奏センター
田村友志
049-2352157
(内線152)

埼玉県 鴻巣市 ①
鴻巣市健康教室
「食事と薬のはなし」

鴻巣市との相互連携協定を締結しており、同市に在住の方を対象とした健康で長寿の地域
社会を構築するための講座に講師を派遣しています。

11月8日 鴻巣市保健センター 鴻巣市健康づくり課 無料
http://www.city.kounosu.saitama.j
p/soshiki/kenko/2/index.html

鴻巣市健康づくり課
048-541-1321(代)

埼玉県 越谷市 ① 獨協医科大学公開講座 「健康寿命を延ばすには」 10月27日
埼玉医療センター
４号館大会議室

獨協医科大学
http://www.dokkyomed.ac.jp/soci
ety.html

獨協医科大学
埼玉医療センター庶務課
048-965-9137

埼玉県 さいたま市 ① 生涯学習相談えらベル ボランティアによる相談を実施し、市民への生涯学習情報の提供を行います。 10月24日、11月14日 生涯学習総合センター 生涯学習総合センター 無料

【さいたま市ＨＰ　「生涯学習相談
えらベルのご案内」】
http://www.city.saitama.jp/003/0
03/003/p012766.html

生涯学習総合センター
048-643-5651

事前申込不要

第60回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

埼玉県 さいたま市 ① 生涯学習相談えらベル出張相談会
生涯学習総合センター以外の市内公共施設において、ボランティアによる相談を実施し、市
民への生涯学習情報の提供を行います。

10月31日 東浦和図書館 生涯学習総合センター 無料

【さいたま市ＨＰ　「生涯学習相談
えらベル出張相談会」】
http://www.city.saitama.jp/003/0
03/003/p037085.html

生涯学習総合センター
048-643-5651

事前申込不要

埼玉県 さいたま市 ① 子育てサロン「はあとくらぶ」
子育てサロン「はあとくらぶ」は親子で気軽に立ち寄れる遊びの広場です。簡単工作コー
ナーや手遊び、本の読み聞かせをします。

10月26日 生涯学習総合センター 生涯学習総合センター 無料

【さいたま市ＨＰ　子育てサロン
「はあとくらぶ」のご案内】
http://www.city.saitama.jp/003/0
03/003/p011808.html

生涯学習総合センター
048-643-5651

事前申込不要

埼玉県 さいたま市 ①
さいたま市民大学
地域ボランティアAコース[託児付き]
「さいたま市親の学習ファシリテーター講座」

市内の公民館等で行われている「さいたま市親の学習プログラム」を活用した「親の学習事
業」の進行役として活躍する、「親の学習ファシリテーター」になるためのスキルを学びます。

10月2日,9日,16日,30日,11
月6日,13日,20日,27日

生涯学習総合センター 生涯学習総合センター 無料

【さいたま市ＨＰ　平成30年度さい
たま市民大学を開催します】
http://www.city.saitama.jp/003/0
03/003/p021902.html

生涯学習総合センター
048-643-5651

要事前申込

埼玉県 さいたま市 ①
さいたま市民大学
教養Ｂコース「超高齢社会はこわくない！」

今や日本の総人口に占める高齢者の割合は、４分の１を超え、急速に高齢化が進んでいま
す。時代にふさわしい知識と教養を身につけるとともに、超高齢社会が直面する様々な課
題について、解決の糸口を探ります。

10月10日,17日,24日,31
日、11月7日,14日

生涯学習総合センター 生涯学習総合センター

【さいたま市ＨＰ　平成30年度さい
たま市民大学を開催します】
http://www.city.saitama.jp/003/0
03/003/p021902.html

生涯学習総合センター
048-643-5651

要事前申込

埼玉県 さいたま市 ①
親の学習事業
「子育て情報講座☆転入ママ・子育てママあつまれ！」

引っ越ししてきたばかりの方や子育て仲間・情報を求めている方を対象に、親子遊びやお
しゃべりを通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8日,15日 生涯学習総合センター 生涯学習総合センター 無料

【さいたま市HP「親の学習事業
「子育て情報講座☆転入ママ・子
育てママあつまれ！」」】
http://www.city.saitama.jp/003/0
03/003/p040716.html

生涯学習総合センター
048-643-5651

要事前申込

埼玉県 さいたま市 ①，③ 植水公民館まつり
公民館を利用し学習をしている方々の成果発表と、地域住民の親睦を図るため、作品展示
とステージ発表を行います。

10月27日～28日・
11月3日～4日

植水公民館 植水公民館まつり実行委員会 無料
植水公民館
048（623）0989

埼玉県 さいたま市 ① 馬宮公民館文化祭
馬宮公民館を中心に活動している生涯学習団体が、日頃の学習活動の成果を発表したり、
展示したりします。

10月20日～21日・
27日～28日

馬宮公民館 馬宮公民館文化祭実行委員会 無料
馬宮公民館
048(623)1904

埼玉県 さいたま市 ① 内野公民館フェスティバル（文化祭）
内野公民館を中心に活動している生涯学習団体が、日頃の学習活動の成果を発表したり、
展示したりします。

11月3日 内野公民館
内野公民館フェスティバル
実行委員会

無料
内野公民館
048(623)5735

埼玉県 さいたま市 ① 文化祭
主に公民館で活動しているサークル等の学習の成果や作品の発表の場とします。
また、地域における文化活動の発表の場とします。

10月20・21・27・28日 指扇公民館 実行委員会 無料
指扇公民館
048-622-4424

埼玉県 さいたま市 ① 大砂土公民館文化芸能祭 公民館利用者の日々の成果を発表し、地域交流と文化振興を図ります。 10月28日 大砂土公民館
大砂土公民館文化祭実行委員
会・大砂土公民館

無料
【大砂土公民館ＨＰ】
http://www.city.saitama.jp/kita/0
01/001/005/001/p034078.html

大砂土公民館
048-666-3593

埼玉県 さいたま市 ① 大砂土公民館文化作品展
公民館利用者と地域住民の日々の成果を発表し、地域交流と文化振興
を図ります。

11月10日～11日 大砂土公民館
大砂土公民館文化祭実行委員
会・大砂土公民館

無料
【大砂土公民館ＨＰ】
http://www.city.saitama.jp/kita/0
01/001/005/001/p034078.html

大砂土公民館
048-666-3593

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

埼玉県 さいたま市 ① 日進公民館文化祭【実演の部】
主に日進公民館で活動している団体・サークルの日頃の学習成果の発表を通じて、日進地
域の交流促進と文化振興を図ります。

11月10日～11日 日進公民館
日進公民館文化祭実行委員会、
日進公民館

無料
【日進公民館HP】
http://www.city.saitama.jp/kita/0
01/001/005/002/index.html

日進公民館
048-663-6611

埼玉県 さいたま市 ① 日進公民館文化祭【展示の部】
主に日進公民館で活動している団体・サークルの日頃の学習成果の発表を通じて、日進地
域の交流促進と文化振興を図ります。

11月17日～18日 日進公民館
日進公民館文化祭実行委員会、
日進公民館

無料
【日進公民館HP】
http://www.city.saitama.jp/kita/0
01/001/005/002/index.html

日進公民館
048-663-6611

埼玉県 さいたま市 ① 宮原公民館文化祭【演技の部】
公民館の利用団体（サークル）及び地域で活動する人等の文化活動の発表の場を提供す
るとともに、地域交流の活性化に期する。

10月21日～22日 宮原公民館
宮原公民館文化祭実行委員会・
宮原公民館

無料
【宮原公民館HP】
http://www.city.saitama.jp/kita/0
01/001/005/003/index.html

宮原公民館
048-667-0621

埼玉県 さいたま市 ① 宮原公民館文化祭【展示の部】
公民館の利用団体（サークル）及び地域で活動する人等の文化活動の発表の場を提供す
るとともに、地域交流の活性化に期する。

10月27日～28日 宮原公民館
宮原公民館文化祭実行委員会・
宮原公民館

無料
【宮原公民館HP】
http://www.city.saitama.jp/kita/0
01/001/005/003/index.html

宮原公民館
048-667-0621

埼玉県 さいたま市 ① 植竹地域文化祭【ステージの部】 公民館利用者と地域住民の日々の学習成果を発表し、地域交流と文化振興を図ります。 10月13日～14 日 植竹公民館
植竹地域文化祭実行委員会、
植竹公民館

無料
【植竹公民館HP】
http://www.city.saitama.jp/kita/0
01/001/005/004/index.html

植竹公民館
048-666-1127

埼玉県 さいたま市 ① 植竹地域文化祭【展示の部】 公民館利用者と地域住民の日々の学習成果を発表し、地域交流と文化振興を図ります。 10月20日～21日 植竹公民館
植竹地域文化祭実行委員会、
植竹公民館

無料
【植竹公民館HP】
http://www.city.saitama.jp/kita/0
01/001/005/004/index.html

植竹公民館
048-666-1127

埼玉県 さいたま市 ③ 大宮南地区文化祭
大宮南公民館で活動している団体及び地域住民が、日頃の活動内容を発表します。公民
館ロビーでは、大宮南小学校、大宮保育園、天沼保育園の児童・園児の絵画等を展示しま
す。

11月3日～4日、11日 大宮南公民館 大宮南公民館 無料
大宮南公民館
048‐641‐4980

埼玉県 さいたま市 ③ 大宮中部公民館文化祭
大宮中部公民館で活動している団体が、日頃の活動の成果を発表します。公民館ロビーで
は、地域の小中学校の児童生徒の作品（図工・美術）を展示します。

11月17日～18日 大宮中部公民館 大宮中部公民館 無料
大宮中部公民館
048-641-8955

埼玉県 さいたま市 ③ 三橋公民館まつり
公民館で活動しているサークルが日頃の成果を発表します。また、三橋小学校児童の作品
展示や、三橋児童センターの児童による発表も計画中です。訪れる地域の方々との交流を
深める事業です。

11月2日～4日 三橋公民館 三橋公民館 無料
三橋公民館
048-642-6893

埼玉県 さいたま市 ① 秋のコンサート マリンバ・ピアノアンサンブルによるコンサートを実施します。 11月10日 大砂土東公民館 大砂土東公民館 無料
大砂土東公民館
048-684-9226

埼玉県 さいたま市 ① 第３８回片柳公民館文化祭
片柳公民館で活動している団体が日頃の成果発表を行い、地域の方々との交流を深めま
す。また、片柳小学校金管バンドの演奏会も実施します。

10月20日～21日 片柳公民館 片柳公民館 無料
片柳公民館
048-684-3492

見学自由

埼玉県 さいたま市 ① 親の学習事業「親父わくわく作戦会議」 父親も気軽に参加できる環境づくりについて話しながら、交流を図ります。 11月3日 片柳公民館 片柳公民館 無料
片柳公民館
048-684-3492

要事前申込

埼玉県 さいたま市 ① 人権落語 落語を通して人権について学びます。 11月8日 片柳公民館 片柳公民館 無料
片柳公民館
048-684-3492

要事前申込

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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埼玉県 さいたま市 ③ 春岡公民館まつり 利用団体の作品展示と芸能発表を行います。 11月27日～28日 春岡公民館 春岡公民館 無料
春岡公民館
048-685-6911

埼玉県 さいたま市 ①，③ 与野本町公民館まつり
利用団体の活動成果を発表し、地域住民との交流を深めることを目的に展示の部、発表の
部を開催します。

10月20日・21日 与野本町公民館
与野本町公民館まつり
実行委員会

無料
与野本町公民館
048‐853‐6007

埼玉県 さいたま市 ①，③ 大戸公民館まつり
利用団体の活動成果を発表し、地域住民との交流を深めることを目的に展示、発表、模擬
店部門を開催します。

11月18日 大戸公民館 大戸公民館まつり実行委員会 無料
大戸公民館
048‐832‐5495

埼玉県 さいたま市 ①，③ 田島公民館文化祭
地域住民と公民館利用団体が日ごろの活動成果を発表します。舞台発表・作品展示・体験
のほか、地元有志による餅つきや模擬店も開催されます。

10月27日～28日 田島公民館 田島公民館 無料
【田島公民館ＨＰ】
http://www.city.saitama.jp/sakura
/001/001/005/001/p033937.html

田島公民館
048-863-0400

埼玉県 さいたま市 ①，③ 土合公民館文化祭
公民館と地域団体、個人と公民館利用団体、地域の小中学校等が連携しあい、日ごろの活
動成果を発表します。特別講演会をはじめ、ﾚｸｽﾎﾟの集い・ｽﾃｰｼﾞ発表・作品展示・各種イベ
ントやミニ講習会のほか、地元有志による餅つきや模擬店等も開催されます。

10月27日～28日，
11月3日～4日

土合公民館 土合公民館 無料
【土合公民館ＨＰ】
http://www.city.saitama.jp/sakura
/001/001/005/002/p033997.html

土合公民館
048-862-5135

埼玉県 さいたま市 ①，③ 栄和公民館地区文化の集い
公民館利用団体をはじめ、小中学生等の日頃の活動の成果を発表するとともに、世代を超
えた地域の交流をはかります。作品展示、芸能発表、卓球大会、囲碁大会、歩こう会のほ
か、地元有志による手打ちうどんコーナー等の模擬店も開催されます。

10月28日～30日，11月1
日，3日，4日

栄和公民館 栄和公民館 無料
【栄和公民館HP】
http://www.city.saitama.jp/sakura
/001/001/005/004/index.html

栄和公民館
048-857-1127

埼玉県 さいたま市 ①，③ 領家公民館地区文化祭
領家公民館登録グループの日頃の学習や活動の成果を発表し合い、相互理解と交流を深
めます。

10月20日～ 27日 領家公民館
領家公民館地区文化祭
実施委員会

無料
領家公民館
048-831-2265

埼玉県 さいたま市 ①，③ 上木崎・大原地区文化祭 囲碁・卓球大会、作品展示、子ども広場、芸能発表など日頃の活動の成果を発表します。
9月30日,10月13・14・21日
27日, 28日

上木崎公民館
上木崎公民館文化祭
実行委員会

無料
上木崎公民館
048－831-5342

埼玉県 さいたま市 ①，③ 第４７回大東公民館地区文化祭 大東公民館地域住民の親睦と文化の振興を目的として開催する文化祭です。
10月20日, 21日,
27日, 28日

大東公民館
大東公民館地区文化祭
実行委員会

無料
大東公民館
048-886-0656

埼玉県 さいたま市 ①，③ 仲本公民館地区文化祭
こどもまつり、カラオケのつどい、ダンス・リズム体操発表会、ミニコンサート、作品展示発表
会、囲碁の集い、芸能発表会などを行います。

10月20日～11月3日 仲本公民館
仲本公民館地区文化祭
実行委員会

無料
仲本公民館
048-882-4695

埼玉県 さいたま市 ①，③ 元町・本太地区文化祭
作品展示、ふれあいコーナー、手作りコーナー、すくすく広場、囲碁の集い、卓球大会、ス
テージ発表会を行います。

10月26日～30日
11月3日

本太公民館
元町・本太地区文化祭実行委員
会

無料
本太公民館
048-887-4933

埼玉県 さいたま市 ①
地域歴史講座　写真や資料で探る
「本太と浦和の歴史」

地元地域と浦和の歴史を様々な写真や資料を通して学びます。 11月19日 本太公民館 本太公民館 無料
本太公民館
048-887-4933

埼玉県 さいたま市 ①，③ 常盤公民館地区文化祭「公民館まつり」
公民館で活動しているサークル等が日頃の活動成果を発表します。作品展示を行い、地域
住民の交流と地域の教育文化活動の充実を図ります。

10月19日～21日 常盤公民館
常盤公民館地区文化祭
実施委員会

無料
常盤公民館
048-832-1841

埼玉県 さいたま市 ①，③ 第３４回北浦和地区文化祭
公民館のサークル等が日頃の活動の成果を発表します。（作品展示、囲碁体験、生け花体
験等）

10月19日～21日 北浦和公民館 北浦和地区文化祭実行委員会 無料
北浦和公民館
048-832-3139

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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埼玉県 さいたま市 ①，③ 第２５回南箇コスモス祭
地域住民と公民館利用団体が日ごろの活動成果を発表します。芸能発表会・カラオケ大
会・子どもフェスティバル・フリーマーケットのほか、公民館利用団体による軽食コーナーも
開催されます。

10月20・21日 南箇公民館 南箇コスモス祭実行委員会 無料
南箇公民館
048-882-1721

埼玉県 さいたま市 ①，③ 第8回善前公民館文化祭
公民館で活動しているサークルによる発表や体験会を行います。また、近隣の小中学校等
作品展示、子ども広場、お茶会など地域の方の交流の場として開催します。

10月27～28日 善前公民館
善前公民館・
善前公民館文化祭実行委員会

無料
善前公民館
048-887-0580

埼玉県 さいたま市 ①，③ 大古里公民館地区文化祭
地域の皆様に日頃の生涯学習活動の成果を発表していただく場として、作品展示会や芸能
発表会などを開催します。

11月9日～11日 大古里公民館
大古里公民館地区
文化祭実行委員会

無料
大古里公民館
048-810-4155

埼玉県 さいたま市 ① 三室地区文化祭 公民館サークルによる芸能発表会、作品展示会です。 10/21、10/26～28 三室公民館 三室地区文化祭実行委員会 無料
三室公民館
048-873-2594

埼玉県 さいたま市 ①，③ 尾間木地区文化祭（芸能発表会）
地域の皆様に日頃の生涯学習活動の成果を発表していただく場として、芸能発表を開催い
たします。

10月21日 尾間木公民館 尾間木地区文化祭実行委員会 無料
尾間木公民館
048-873-4993

埼玉県 さいたま市 ①，③ 美園地区文化祭
美園公民館で活動している団体が、日頃の生涯学習活動の成果を地域の方々へ発表する
場として、作品展示会や芸能発表会を開催し、公民館活動が地域のつながりを拡げる機会
となるよう実施します。

11月17日～18日、25日 美園公民館 美園地区文化祭実行委員会 無料
美園公民館
048-878-0515

埼玉県 さいたま市 ①,③ 木目込みで干支づくり 木目込みで来年の干支の戌を作ります。 11月13日・20日 岩槻本町公民館 岩槻本町公民館
岩槻本町公民館
048-757-6043

要事前申込

埼玉県 さいたま市 ① 四季のうたごえ 参加者全員で叙情歌等の合唱を楽しみます。 11月8日 岩槻城址公民館 岩槻城址公民館 無料
岩槻城址公民館
048-756-7855

要事前申込

埼玉県 さいたま市 ①
埼玉大学連続市民講座part9
「現代社会を生きる」

　この講座は、埼玉大学の研究成果の一端を市民のみなさんに紹介しながら、豊かな地域
づくりのお役に立ちたいという目的で始まり、本年度9回目を迎えました。
　今年度は「現代社会を生きる」をテーマに、私たちをとりまくさまざまな「動き」にどう向き合
い、どう生きてゆくかを考えていきます。今日、グローバリゼーション、高度情報化、AI、多様
性の尊重、少子高齢化、都市化/過疎化、自然災害など、現代社会はこれまで以上に複雑
な課題をかかえています。私たちは、それらの課題にどう対応し、乗り越えてゆくことができ
るのか、そして多様な価値を認め、豊かな未来像をどのように描くことができるのか、各学
問領域のエキスパートの議論とともに、一緒に考える内容となっています。

7月21日9月1日、
9月22日、10月27日､
12月1日､12月22日

埼玉大学全学講義棟1号館3階1-
301講義室

埼玉大学、
読売新聞さいたま支局

無料
http://www.saitama-
u.ac.jp/society/extension/saitam
a9/

埼玉大学広報渉外室
048-829-7672

時間：14:00～15:40（第
1回、第2回、第6回は
15:50まで）
（開場13:00）
対象：どなたでも受講で
きます。
定員：350名
（定員を超えた場合は
別室にてモニター受講
となります。）

埼玉県 さいたま市 ①
埼玉大学経済学部市民講座
「アジア経済・社会への誘い」

　開かれた大学を実現するため、県民・市民との交流を図り、地域社会の文化の向上に資
することを目的としています。各回とも、水曜日の19:00～20:30に開催されます。
　埼玉大学経済学部に多く在籍するアジア（とりわけ東アジア・東南アジア）経済・社会を専
門とする教員を講師に揃え、日本政府や援助機関から見たアジア、アジアの一部としての
日本経済・社会等、全８回の講義により現代アジアの姿に迫ります。

10月3日、10月10日、
10月17日、10月24日、
11月7日、11月14日、
11月21日、11月28日

浦和コミュニティセンター　第15集
会室

埼玉大学経済学部、さいたま市教
育委員会

無料
http://www.saitama-
u.ac.jp/society/extension/

埼玉大学広報渉外室
048-829-7672

対象：さいたま市在住
又は在勤の18歳以上
の方（学生を除く）
定員：130名
要事前申込（9/5締切）
（左記にてご確認くださ
い。）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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埼玉県 さいたま市 ①
2018年度埼玉大学経済学部コミュニティ・カレッジ
「世界と日本の生き方・働き方」

　開かれた大学を実現するため、県民・市民との交流を図り、地域社会の文化の向上に資
することを目的としています。各回とも、木曜日の19:00～20:30に開催され、全4回のうち希
望する回を選択して申し込むことができます。
　埼玉大学経済学部で活躍する若手・中堅教員が講師を務め、過去にも目を向けながら、
現代を生きる我々が直面している問題について考えていきたいと思います。

11月1日、11月8日
11月22日、11月29日

【11月1日、8日】
大宮ソニックシティ　602会議室

【11月22日、29日】
川口リリア　大会議室

埼玉大学経済学部 無料
http://www.saitama-
u.ac.jp/society/extension/

埼玉大学広報渉外室
048-829-7672

どなたでも受講できま
す。
定員：各回約90名
要事前申込（9/28締
切）
（左記にてご確認くださ
い。）

埼玉県 さいたま市 ③ むつめ祭
　今年で６９回目を迎える埼玉大学の学園祭です。
　部やサークル、研究室等による模擬店、展示発表や演技、演奏などの公演及び本部企画
などを予定しています。

11月23日～11月25日 埼玉大学 埼玉大学むつめ祭常任委員会 無料

埼玉大学学生支援課学生
生活支援担当係
048-858-3029
むつめ祭常任委員会
048-858-2112

埼玉県 さいたま市 ④
科学者の芽育成プログラム
【ステップ１】土曜ジュニアセミナー　第５回

　児童生徒の中から「科学者の芽」を見いだし、大学理数系の専門的な見地から適切な環
境を提供することで、この芽が根を張り、葉を広げ卓越した大木に育つことを支援します。
　今回は、「神経細胞の活動を光で見てみよう！」というテーマで、神経細胞が活動する瞬
間に光るように仕込んである培養神経細胞、線虫、マウスをモデルとして、神経細胞が活動
する様子を学びます。

11月17日 埼玉大学教育機構棟５階 埼玉大学大学院理工学研究科 無料 http://www.mirai.saitama-u.ac.jp/

埼玉大学大学院
理工学研究科
科学者の芽
育成プログラム支援室
048-858-9302

小学５年生～中学２年
生及びその保護者
50名（保護者の数を含
まず）
要事前申込

埼玉県 さいたま市 ④
科学者の芽育成プログラム
【ステップ２】土曜ジュニアセミナー　第５回

　児童生徒の中から「科学者の芽」を見いだし、大学理数系の専門的な見地から適切な環
境を提供することで、この芽が根を張り、葉を広げ卓越した大木に育つことを支援します。
　今回は、「ケミカルガーデン（科学の花園）」というテーマで、様々な金属塩の結晶を使っ
て、科学の花園ができていく様子を観察します。

11月17日
埼玉大学大学院
理工学研究科２階
科学実験室

埼玉大学大学院理工学研究科 無料 http://www.mirai.saitama-u.ac.jp/

埼玉大学大学院理工学研
究科
科学者の芽育成プログラ
ム支援室
048-858-9302

中学１年生～高校３年
生及びその教諭
２０名（教諭の数を含ま
ず）
要事前申込

埼玉県 さいたま市 ④ 工学部オープンラボ
１．パネル展示による学科・教育研究内容等照会
２．各学科出展テーマ（実演・体験コーナ－）

11月25日 埼玉大学工学部 埼玉大学工学部 無料
http://enginrrring.saitama-
u.ac.jp/index.html

埼玉大学大学院理工学研
究科支援室
048-858-3344

埼玉県 さいたま市 ④
埼玉大学理学部デー
むつめキャンパス講演会

１．科学分野セミナー
２．理学部教員・学生による研究発表
３．公開・参加型科学実験（数学パズル・放射線の謎・においの化学・DNA科学など）
４．むつめキャンパス連動企画「埼玉大学の理工系授業を体験しよう」

11月24日
埼玉大学総合研究棟
シアター教室・ラウンジ

埼玉大学理学部 無料
http://www.saitama-
u.ac.jp/sci/index.html

埼玉大学大学院理工学研
究科支援室
048-858-3344

開催時間：10:00-16:00
小学校高学年から一般
社会人の皆さんまで、
理学に関心ある方どな
たでも参加いただけま
す。

埼玉県 狭山市
①,②,
③

第５回　狭山緑苑祭
～花より家政～

学生が主体となり、運営を行っています。看護・リハビリテーション・保育の仕事で必要な力
を育む学生が、専門性を生かした様々な企画を展開します。看護体験、物理療法体験、子
ども向け企画（音楽劇、迷路）など。

10月28日
東京家政大学
狭山キャンパス

東京家政大学
狭山緑苑祭実行委員会

無料 https://www.tokyo-kasei.ac.jp/
狭山学務部学務課
04-2952-1621

埼玉県 狭山市 ①,②

東京家政大学健康科学部看護学科
公開シンポジウム
　　「看護学部から健康科学部への飛躍」
その人らしく「生活する」を総合的に支援する看護の創造
-病気をもって生活する人を支援する看護とは-

〈その人らしく「生活する」を総合的に支援する看護〉のあり方を、看護職を目指そうとする
人、保護者、中高等学校の教師の方にも知ってもらうために、看護者・看護学生・病気を
もって生活する人と共に考えます。

10月28日
東京家政大学
狭山キャンパス
AV教室

東京家政大学
健康科学部看護学科

無料
東京家政大学
健康科学部看護学科
04-2952-1621

埼玉県 狭山市 ①,②
東京家政大学健康科学部リハビリテーション学科　公開
シンポジウム：「女性が活躍できるリハビリテ－ション職」

リハビリテーション専門職は女性が有している緻密な考え方や繊細な対応力と指導力を発
揮でき、AIが発展しても求められる職業です。活躍場面と今後の展望について情報交換し
ます。

10月28日
東京家政大学
狭山キャンパス
6号館2階第16講義室

東京家政大学健康科学部
リハビリテーション学科

無料

東京家政大学
健康科学部
リハビリテーション学科
04-2952-1621

埼玉県 狭山市 ①,②
東京家政大学子ども学部子ども支援学科
公開シンポジウム：「子どもの貧困」時代の子どもと保育

17歳以下の子どもの７人に１人が貧困状態にあるといわれる現在、経済的のみならず、文
化的環境さらには親子関係の貧困など子ども達の育ちに暗い影をもたらしつつある現実に
向き合う保育の姿をともに語り合います。

10月28日
東京家政大学
狭山キャンパス
AV教室

東京家政大学子ども学部
子ども支援学科

無料

東京家政大学
子ども学部
子ども支援学科
04-2952-1621

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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埼玉県 草加市 ①③ 雄飛祭
獨協大学の学園祭。学内の団体、サークル、ゼミ等多数の団体が様々な公演、展示、発表
を行います。学生、OBを中心に地域の方など毎年約２万人のお客様が訪れます。

11月2日、3日 獨協大学 獨協大学雄飛祭実行委員会 無料
https://www.dokkyo-
yuhifestival.com/

雄飛祭実行委員会
048-946-1976

埼玉県 草加市 ④
獨協インターナショナル・フォーラム「人口減少・高齢化社
会での住宅と法」

現在問題が生じている、空き地空き家・所有者不明の不動産増加について考察し、フランス
における取組事例を紹介しながら、日本における改善策を明らかにする。

11月17日 獨協大学天野貞祐記念館大講堂 獨協大学国際交流センター 無料
http://www.dokkyo.ac.jp/kokuse/
kokuse09_01_j.html

埼玉県 秩父市 ①
秩父健康市民大学講座
「薬の正しい飲み方」

ちちぶ定住自立圏と相互連携協定を締結しており、秩父市近郊住民を対象とした健康で長
寿の地域社会を構築するための「薬と漢方」をテーマとした開放講座で、前期3回、後期3回
の年間6回の講座を行います。

10月28日 秩父看護専門学校 日本薬科大学地域連携室 http://www.nichiyaku.ac.jp/
日本薬科大学
地域連携室
048-721-6249(直通)

埼玉県 新座市 ① 「【料理の美学】おいしいものは美しい」
料理研究家であり本学特別招聘教授である土井善晴氏の講演会を行います。
定員：300名（先着）※1カ月前から予約受付開始となります。

10/13（土） 十文字学園女子大学9417教室 十文字学園女子大学 無料
http://www.jumonji-
u.ac.jp/outline/lecture/index.html

十文字学園女子大学
地域連携推進課
048-477-0958

埼玉県 新座市 ①
【三浦しをん講演会】
《鼎談》三浦しをん×鳥越文蔵×渡辺保
「先生、、わたしを伝統芸能好きにしてください」

作家である三浦しをん氏の講演会を行います。当日は講演と鼎談のプログラムとなります。
定員：300名（先着）※1カ月前から予約受付開始となります。

11/3（土・祝） 十文字学園女子大学9417教室 十文字学園女子大学 無料
http://www.jumonji-
u.ac.jp/outline/lecture/index.html

十文字学園女子大学
地域連携推進課
048-477-0958

埼玉県 新座市 ①
秋期公開講座教養コース
「文化の再発見　-生活環境における芸術・芸能・習俗-」

身にまとう芸術文化
（共催╱新座市教育委員会　後援╱埼玉県教育委員会・埼玉まなびぃプロジェクト協賛事業）

10月13日
跡見学園女子大学
新座キャンパス

跡見学園女子大学 無料
http://www.atomi.ac.jp/univ/abou
t/effort/extension/index.html

教務部教務課
公開講座係
048-478-3340

ホームページの内容は
H30.8下旬に更新予定

埼玉県 新座市 ①
秋期公開講座教養コース
「文化の再発見　-生活環境における芸術・芸能・習俗-」

信仰と芸能文化
（共催╱新座市教育委員会　後援╱埼玉県教育委員会・埼玉まなびぃプロジェクト協賛事業）

10月20日
跡見学園女子大学
新座キャンパス

跡見学園女子大学 無料
http://www.atomi.ac.jp/univ/abou
t/effort/extension/index.html

教務部教務課
公開講座係
048-478-3340

ホームページの内容は
H30.8下旬に更新予定

埼玉県 新座市 ①
秋期公開講座教養コース
「文化の再発見　-生活環境における芸術・芸能・習俗-」

食卓からみる習俗文化
（共催╱新座市教育委員会　後援╱埼玉県教育委員会・埼玉まなびぃプロジェクト協賛事業）

10月27日
跡見学園女子大学
新座キャンパス

跡見学園女子大学 無料
http://www.atomi.ac.jp/univ/abou
t/effort/extension/index.html

教務部教務課
公開講座係
048-478-3340

ホームページの内容は
H30.8下旬に更新予定

埼玉県 新座市 ③ 紫祭 学生主体の学園祭。模擬店の出店や授業･サークル活動の発表等を行います。 11月3日～4日
跡見学園女子大学
新座キャンパス

紫祭実行委員会
紫祭ＨＰ
http://atomiyukarifes.wixsite.com
/yukarisai

学生部学生課
048-478-3341

埼玉県 新座市 ②③
「（学生協働による）百人一首・跡見花蹊関係新収資料
展」

本学図書館の特別コレクション百人一首と跡見花蹊に関する新収蔵資料展を、かるた部と
のコラボで開催します。

11月3日～4日
跡見学園女子大学
新座図書館展示室

跡見学園女子大学図書館 無料
http://www.atomi.ac.jp/univ/libra
ry/

図書館
048-478-3819

埼玉県 新座市 ③
「秋の収蔵名品展」　（展示室１）
「跡見花蹊の横顔展」　（展示室２）

花蹊記念資料館収蔵の秋にちなんだ名品展示と明治時代初期の跡見学校と清国とのかか
わりを初代清国公使たちと生徒の書画の交流をとおして紹介します。また現在、台湾故宮
博物院に収蔵されている跡見花蹊の画帖も合わせて紹介します。

9月19日～11月6日
跡見学園女子大学
新座キャンパス
花蹊記念資料館

跡見学園女子大学 無料
http://www.atomi.ac.jp/univ/mus
eum/

花蹊記念資料館
048-478-0130

ホームページの内容は
H30.9上旬に更新予定

埼玉県 新座市 ①
公開講演会　新座キャンパス心理学講座２「高齢者の『こ
ころ』と『からだ』を理解する」

今のところヒトは老いから逃れることはできません。一般的に、老いには負のイメージを伴う
かと思います。では、学術的に老いはどのように捉えられているのでしょうか。本講座では、
高齢期における心や身体の変化について、心理学や脳科学の知見を基にいくつかのことを
お話します。これからをよりよく生きるためのヒントが得られるかもしれません！

10月20日
新座キャンパス
8号館地下1階 N8B1教室

新座市教育委員会、立教大学 無料
http://www.rikkyo.ac.jp/events/
mknpps000000l8sz.html

総務部新座キャンパス
事務室
niiza@rikkyo.ac.jp

埼玉県 新座市 ②
公開シンポジウム 「コミュニティ福祉学会“まなびあい”第
11回年次大会 シンポジウム学部創設20周年！未来へ
の対話 —卒業生と語るコミ福力—」

本年度は、コミュニティ福祉学部20周年として、卒業生数人に登壇していただき、コミュニ
ティ福祉学部での学びが卒業後、仕事や家庭、地域社会、そして人生においてどのように
活きているのか、お話をいただき、これまでのコミュニティ福祉学部での学び、そして、これ
からの学びのあり方について、在学生、卒業生、教員と共に考えていく機会としたい。

10月27日
新座キャンパス
3号館2階 N321教室

コミュニティ福祉学部 無料
コミュニティ福祉学会運営
委員会事務局
 048-471-7308

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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埼玉県 新座市 ②、③
IVY Festa 2018
『present ～ワンダフル21(にい)座～』

立教大学新座キャンパスにて開催される学園祭。
学生が企画・運営を担い、バルーン・イン・ザ・スカイや豪華景品が当たるビンゴ大会、フ
リーマーケットなど来場者の皆さんも見るだけでなく参加して一緒に楽しめる企画、学生によ
るステージパフォーマンスや模擬店、展示などが計画されている。

11月3日・4日 立教大学新座キャンパス
新座キャンパス学園祭IVY Festa
実行委員会

http://www.rikkyo.ac.jp/campuslif
e/support/extracurricular_activiti
es/festival.html

埼玉県 蓮田市 ①
蓮田市民大学
「痛みをやわらげる～痛みのメカニズムと鎮痛薬～」

蓮田市との相互連携協定を締結しており、同市に在住の方を対象とした健康で長寿の地域
社会を構築するための講座に講師を派遣しています。

11月9日 蓮田市中央公民館 蓮田市中央公民館 無料
https://www.city.hasuda.saitama.j
p/kominkan/kyoiku/shogai/komin
kan/chuokominkan.html

蓮田市中央公民館
048-769-2002

埼玉県 飯能市 ① 彩・ふるさと喜樂学
どなたでも受講できる公開講座です。無料スクールバス・学生食堂・図書館をご利用いただ
けます。10月20日のテーマは「文化の継承」です。

10月20日
駿河台大学
飯能キャンパス

駿河台大学
http://www.surugadai.ac.jp/chiiki
/syogaigakushu/koza/

地域連携課
042-972-1181

埼玉県 飯能市 ① 市民の大学Ⅲ
どなたでも受講できる公開講座です。10月20日は「野生鳥獣と共に暮らすために」がテーマ
です。

10月20日
駿河台大学
飯能キャンパス

駿河台大学
http://www.surugadai.ac.jp/chiiki
/syogaigakushu/koza/

地域連携課
042-972-1181

埼玉県 飯能市 ① 外国語講座・中国語
どなたでも受講できる公開講座です。「あいさつ言葉のバリエーション」をテーマに実施しま
す。

10月20日
駿河台大学
飯能キャンパス

駿河台大学
http://www.surugadai.ac.jp/chiiki
/syogaigakushu/koza/

地域連携課
042-972-1181

埼玉県 飯能市 ③ 駿輝祭
「Bouvardia(ブバルディア)」をテーマに開催します。学生団体の模擬店出店や研究発表など
を行います。

10月27日
10月28日

駿河台大学
飯能キャンパス

駿輝祭実行委員会
http://syunki.sakura.ne.jp/home.h
tm

学生支援課
042-972-1101

埼玉県 東松山市 ①
いきがい大学東松山嵐山学園
「健康食品の正しい選び方」

公益財団法人いきいき埼玉・伊奈町・本学との相互連携協定を締結しており、高齢者を対
象とした生きがいを高めて、卒業後は地域で活躍してもらうことを目的に開講している各地
域の「いきがい大学」へ講師を派遣しています。

10月25日 国立女性教育会館研修棟１ 公益財団法人いきいき埼玉
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0
001/news/page/2017/0111-
13.html

公益財団法人
いきいき埼玉
048-728-7117

埼玉県
比企郡
鳩山町

②，③ 鳩山祭
学園祭
（学園祭の場を活用し、大学の公開を行います。）

11月3～4日
東京電機大学
埼玉鳩山キャンパス

東京電機大学　鳩山祭実行委員
会

無料 http://hatosai.sunnyday.jp/

埼玉県
比企郡
鳩山町

①，② 大学の開放授業講座（リカレント教育）
埼玉県の事業である「大学の開放授業講座（リカレント教育）」として、県内在住の55歳以上
の方を対象に、大学で開講されている科目を聴講できるようしております。単位を取得する
ことはできません。公開する科目や受講料等はお問い合わせください。

9月～1月
東京電機大学
埼玉鳩山キャンパス

東京電機大学
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0
603/4-rikarento.html

本学の教育研究に支
障のない範囲としま
す。お申込みいただい
た場合でも不許可とな
る場合があります。

埼玉県
比企郡
鳩山町

①，② 東京電機大学理工学研究科公開科目
単位の取得を目的としない聴講のみを希望される一般社会人が、大学院で開講されている
科目を聴講できるようにする制度です。
公開する科目や受講料等はＵＲＬをご参照ください。

9月～1月
東京電機大学
埼玉鳩山キャンパス

東京電機大学
https://www.dendai.ac.jp/about/
contribute/extention/koukai_kam
oku_daigakuin_rikou.html

本学の教育研究に支
障のない範囲としま
す。お申込みいただい
た場合でも不許可とな
る場合があります。

埼玉県 ふじみ野市 ①
2018淑徳大学・文京学院大学共催公開講座
「Discover　Nature　and　Enjoy　Tourism　in　Japan　and
Britain」

『身近な自然の楽しみ方Ⅱ』…よく目にしている身近な自然、とはいえ実は案外知らないこと
も多いものです。目の前のこと、そしてさらには人と自然の親和性に至るまでを一緒に考え
直します。

10月6日
文京学院大学
ふじみ野キャンパス

文京学院大学/淑徳大学 無料 http://www.shukutoku.ac.jp/ 049-274-1501 先着80名

埼玉県 三芳町 ②、③ 第23回淑徳祭
学生主体の学園祭。学生の研究成果発表や作品展示、クラブ・サークル団体における発表
を行います。その他模擬店の出展やお笑いライブ等もあります。

10月20～21日
淑徳大学
埼玉キャンパス

淑徳大学 無料 http://www.shukutoku.ac.jp/ 049-274-1502

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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埼玉県 三芳町 ①
2019淑徳大学・文京学院大学共催公開講座
「Discover　Nature　and　Enjoy　Tourism　in　Japan　and
Britain」

『日本とイギリス旅行の楽しみ方・宿泊とウォーキングを比較する』…日本人とイギリス人で
は旅行の楽しみ方のどこが違うのかについて、宿泊施設のあり方と、「歩く」という視点か
ら、日英の比較をしてみたいと思います。

10月13日
淑徳大学
埼玉キャンパス

文京学院大学/淑徳大学 無料 http://www.shukutoku.ac.jp/ 049-274-1501 先着80名

埼玉県 県内全域 ②・③ 第４７回私学文化祭 埼玉県下の私立中学・高等学校が一堂に会し、日頃の文化活動の成果を発表します。 11月3日、4日 埼玉会館
（一社）埼玉県私立中学高等学校
協会

無料
埼玉県
私立中学高等学校協会
048-863-2110

埼玉県 県内全域 ① 彩の国いきいきフェスティバル
ＮＰＯ、ボランティア、県民活動団体が日頃の活動成果を発表するとともに、様々な体験や
展示発表をすることで交流の場を提供します。

11月18日（日） 埼玉県県民活動総合センター （公財）いきいき埼玉
いきいき埼玉
活動支援担当
048-728-7116

どなたでもご来場いた
だけます。

埼玉県 県内全域 ②
第23回
彩の国野球フェスティバル

高校野球の発展・活性化の為の中学野球との交流や指導者育成を目的とするイベントで
す。中学生200名と、夏の選手権埼玉大会ベスト8メンバーの高校生32名がグランドにて
キャッチボール等、会議室にて野球規則講習を行います。

11月14日(水） 県営大宮公園球場 (一財）埼玉県高等学校野球連盟 無料

埼玉県
高等学校野球連盟
事務局
048－644－3213

埼玉県 県内全域 ① わくわくウォーキング教室 健康のため歩く人に向けて、ウォーキングの基本を学び正しく歩く方法を伝えます。 10月20日（土）
さいたま市
北原公園

NPO法人埼玉県ウォーキング協
会

048-831-4702
どなたでも参加できま
す

埼玉県 県内全域 ① 川越わくわくウォーキング教室 健康のため歩く人に向けて、ウォーキングの基本を学び正しく歩く方法を伝えます。 10月24日（水）
川越市
クレアパーク

NPO法人埼玉県ウォーキング協
会

048-831-4702
どなたでも参加できま
す

埼玉県 県内全域 ① わくわくウォーキング教室 健康のため歩く人に向けて、ウォーキングの基本を学び正しく歩く方法を伝えます。 11月17日（土）
さいたま市
北原公園

NPO法人埼玉県ウォーキング協
会

048-831-4702
どなたでも参加できま
す

埼玉県 県内全域 ① 熊谷わくわくウォーキング教室 健康のため歩く人に向けて、ウォーキングの基本を学び正しく歩く方法を伝えます。 11月20日（火）
熊谷市
荒川公園

NPO法人埼玉県ウォーキング協
会

048-831-4702
どなたでも参加できま
す

埼玉県 県内全域 ① 川越わくわくウォーキング教室 健康のため歩く人に向けて、ウォーキングの基本を学び正しく歩く方法を伝えます。 11月28日（水）
川越市
クレアパーク

NPO法人埼玉県ウォーキング協
会

048-831-4702
どなたでも参加できま
す

埼玉県 県内全域 ① 2018みんなで遊ぼうフィッシング祭り
マスのエサ釣り・ルアー釣り、初めてのルアー釣り教室、金魚釣り、「釣りのマナーと安全」
の講習、マスのつかみ取り等を行います。

11月11日（日）
予備日11月18日（日）

しらこばと水上公園
公益財団法人日本釣振興会　埼
玉県支部

048-728-0964

埼玉県 県内全域 ①
自然の音さがし
オ・ノ・マ・ト・ペ！？

全国一斉ネイチャーゲームの日
子どもから大人まで自然の中で感じてみましょう。

10月21日（日） 所沢航空記念公園
埼玉県シェアリングネイチャー協
会

岩井（ところざわシェアリン
グネイチャーの会）
090-8850-7635

子ども～大人

埼玉県 県内全域 ①
自然の音
探して聴いて感じてみよう！

全国一斉ネイチャーゲームの日
子どもから大人まで自然の中で感じてみましょう。

10月21日（日） 坂戸雲ヶ谷公園
埼玉県シェアリングネイチャー協
会

笹原（若葉シェアリングネ
イチャーの会）
080-3433-7593

子ども～大人

埼玉県 県内全域 ① 秋の自然を感じてみよう！ ネイチャーゲームを体験して、秋を感じてみましょう。 11月11日（日） 県民健康福祉村
埼玉県シェアリングネイチャー協
会

無料
田川（こしがやシェアリン
グネイチャーの会）
090-1403-5469

子ども～大人

埼玉県 県内全域 ①
第26回
スクエアダンス・ラウンドダンス講習会

指導者とダンサーのためのスクエアダンスとラウンドダンスの講習会を実施します。 11月11日(日)
所沢市民文化
センター（ミューズ）

埼玉県スクエアダンス連絡協議会
小泉　明
090-1030-9621

愛好者へチラシによる
募集

埼玉県 県内全域 ① 埼玉県ジュニア（団体）研修大会
小学生の低学年（4年生以下）と高学年（5・6年生）に分かれて、ソフトテニス研修大会（団体
戦）を実施します。

10月28日（日）
熊谷スポーツ文化公園彩の国くま
がやドーム

埼玉県ソフトテニス連盟
埼玉県ソフトテニス連盟
048－771-7075

各クラブ各種別単位で
1チーム

埼玉県 県内全域 ① フリーダンスパーティー 地域のダンス愛好者によるフリーダンスパーティーを開催します。 10月20日（土）
浦和コミュニティーセンター　多目
的室

埼玉県ダンススポーツ連盟
埼玉県ダンススポーツクラ
ブ　池田一弘
048-641-8182

見学自由
（どなたでも御来場いた
だけます。）

埼玉県 県内全域 ① こうのとり伝説パレード
「こうのとり伝説パレード」を「おおとりまつり」のオープニングで実施し、鴻巣市の地名の由
来について、広く市民に知ってもらう。特に、次代を担う子ども達に、鴻巣市の歴史と伝統を
学び、ふるさと鴻巣に愛着と誇りをもってもらうことで、郷土愛を育む機会とする。

10月21日（日）
鴻巣駅周辺
旧中山道

県内各商工会議所・商工会 無料
こうのとり伝説
パレード実行委員会
(048-541-1008)

鴻巣市内の小学校に
通学する児童

埼玉県 県内全域 ① 戸田市商工祭 木っ端によるものつくりを親子で楽しんでもらう工作教室 10月27日、28日 市役所商工祭会場 県内各商工会議所・商工会 無料
戸田市商工会
（048-441-2617）

当日参加

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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埼玉県 県内全域 ① 戸田市商工祭
お仕事体験隊…小学生を対象に参加を呼び掛け、商工祭出店者の店頭で宣伝、PR活動、
接客などお手伝いをしてもらい、商売の楽しさ楽しさを体験してもらう事業。

10月27日、28日 市役所商工祭会場 県内各商工会議所・商工会 無料
戸田市商工会
（048-441-2617）

当日参加

埼玉県 県内全域 ① 戸田市商工祭
市内小中学校のブラスバンドに参加を呼び掛け、会場内に野外演奏の場を提供し、お祭り
を華やかにし、尚かつ市民に活動状況を披露する。

10月27日、28日 市役所商工祭会場 県内各商工会議所・商工会 無料
戸田市商工会
（048-441-2617）

一般募集なし

埼玉県 県内全域 ①
県立和光高等学校
社会体験活動

学校外の実社会において体験活動を実施することにより、将来について考える契機を与
え、進路意識を高め、学校生活に目標を持たせる場とします。

11月中旬 志木市商工会 県内各商工会議所・商工会
志木市商工会
（048-471-0049）

埼玉県 県内全域 ① 第15回さかど産業まつり
ｽﾃｰｼﾞにおいて、市内高等学校吹奏楽部に会場を盛り上げてもらい、市内幼稚園･小･中学
校の生徒及び市民が所属するﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ､ﾊﾞﾝﾄﾞｻｰｸﾙによる日頃の成果を発表してもらう予
定です。

11月3日（土）
11月4日（日）

坂戸市総合運動公園 県内各商工会議所・商工会 無料
坂戸市商工会
（049-282-1331)

参加の公募はしており
ません。

埼玉県 県内全域 ③ 騎西銀杏祭 旧騎西町内の小学生が、鼓笛隊で交通パレートに参加する予定です。 11月4日（日）
加須市騎西総合支所～藤アリー
ナ

県内各商工会議所・商工会 無料
加須市騎西総合支所
（0480-73-1111）

見学自由
(どなたでも御来場いた
だけます。)

埼玉県 県内全域 ② 羽生市商工まつり
商工まつりの中で、市内小学校児童による鼓笛隊パレードを実施する。また、市内中学校
生徒による吹奏楽の演奏を実施する

11月上旬
プラザ通り歩行者天国内及び羽生
市民プラザ前庭

県内各商工会議所・商工会
羽生市商工会
(048-561-213)4

参加の公募はしており
ません。
観覧自由

埼玉県 県内全域 ①
第27回やしお市民まつり
『八潮未来育成事業』

八潮市内の各中学校より参加者2名を募集し、7月上旬から市民まつり当日まで、市民まつ
りの実行委員メンバーとしてイベントの企画・運営・準備などを行ってもらう社会体験を実施
します。

10月21日（日） 八潮市役所周辺 県内各商工会議所・商工会 無料
八潮市商工会青年部
(048-996-1926)

市内各中学校を通じて
2名程募集

埼玉県 県内全域 ①・④ 南河原ふれあい祭り
南河原中学校の生徒数名に実行委員として参加してもらい司会進行を務めてもらいます。
また、行田市内の県立高校機械研究部によるｴｺﾉﾊﾟﾜｰﾚｰｽ競技車両の展示及びダンス部
によるｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽを予定しています。

11月3日（土） 行田市立南河原　中学校駐車場 県内各商工会議所・商工会 無料
南河原商工会
(048‐557‐0742)

どなたでも御来場いた
だけます。

埼玉県 県内全域 ①② 川口市市産品フェア2018

「知ろう・使おう・広げよう」をテーマに市産品展示会（製造業）の開催や緑化産業・飲食店等
が出店し、市内で生産される製品やサービス等を市内外へ広くPRします。川口市産品の魅
力を見て知ってもらい、市内企業の販路拡大と発展、地域経済を活性化させることを目的と
しています。

10月26日～28日 SKIPシティ 県内各商工会議所・商工会 無料

川口市役所
産業振興課
工業振興係
048-259-9019

見学自由

埼玉県 県内全域 ①②③
第３回川口宿鳩ヶ谷宿
日光御成道まつり

川口市内を南北に縦断する歴史的財産である日光御成道を舞台に、徳川将軍の社参行列
の再現等を行います。郷土芸能や「元気川口・御成道サンバパレード」など地域の一体感の
醸成と新たな郷土愛を育み、川口市の歴史を広く知ってもらうため開催されます。

11月11日(日)

行列コース
【川口宿】
キュポ・ラ広場～SR川口元郷駅
【鳩ヶ谷宿】
昭和橋交差点～地蔵院

県内各商工会議所・商工会 無料

川口市役所
産業振興課
商業観光係
048-259-9026

見学自由

埼玉県 県内全域 ①
西川材を使った夏休み木工工作コンクール　最優秀作品
の展示（10点）並び表彰式

地元の西川材に親しんでいただく為に、夏休み期間中に、小中学校生を対象とした木工工
作コンクールを開催するとともに、その優秀作品10点の展示及び表彰式を行います。

11月11日(日)
飯能市役所
（西川材フェアー会場内）

県内各商工会議所・商工会 無料
飯能商工会議所
042-974-3111

作品の募集は７～８月

埼玉県 県内全域 ①② あげお産業祭
上尾珠算連盟加盟そろばん塾の最上級レベルの塾生４名（小学生）による『デモンストレー
ション』を実施する予定です。

11月11日(日)
上尾市民体育館まつり
特設ステージ

県内各商工会議所・商工会 無料
上尾珠算連盟
上尾商工会議所内
（048‐773‐3111㈹）

見学自由
(どなたでも御来場いた
だけます。デモレーショ
ン参加者の公募はして
おりません。)

埼玉県 県内全域 ② 平成３０年度　青空美術展
草加市内の各小学校に『夏休みの思い出』をテーマとした児童の作品の出品を依頼し、展
示を行います。芸術的感性と家族の絆を育むことを目的に「青空美術展」を開催し、表彰式
を行う予定です。

11月3日（土・祝）

草加市内・綾瀬川左岸広場
※第２７回草加商工会議所まつ
り、平成30年度草加ふささら祭り
会場内

県内各商工会議所・商工会 無料
草加商工会議所
（青年部担当）
048‐928‐8111

市内各小学校（21校）
へ出品を依頼

埼玉県 県内全域 ① 体験講座「入門太極拳」
太極拳のゆっくりと均一の速度で手足のバランスを保って動く動作を体験し、穏やかな有酸
素運動で心身をリフレッシュしていただきます。

①10月1日（月）
②10月26日（金）

①深谷レンガホール
②みどりの王国

埼玉県武術太極拳連盟
深谷こぶし会
柳瀬
048-571-2933

公募（太極拳に興味関
心のある方）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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埼玉県 県内全域 ④ 公開講演会
一般市民を対象とした公開講演会を実施します。今回は、放送大学埼玉学習センター客員
教員の半本　秀博氏により、「細胞膜研究とヒト脳の神経新生を読み解く」をテーマとして、
講演いただきます。

10月21日 埼玉学習センター 放送大学 無料
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/
saitama/about/open.html

放送大学
埼玉学習センター
048-650-2611

埼玉県 県内全域 ③ 公開講演会
一般市民を対象とした公開講演会を実施します。今回は、横浜国立大学名誉教授の茂木
一衞氏により、「バッハとシューマンの音楽世界－象徴と感情－」をテーマとして、講演いた
だきます。

11月11日 埼玉学習センター 放送大学 無料
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/
saitama/about/open.html

放送大学
埼玉学習センター
048-650-2611

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


