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埼玉県 上尾市 ①③ 上尾市民合唱祭
地域芸術文化の振興に寄与することを目的に、上尾市内で活動し
ている合唱に親しむグループや小学校の発表を行います。

11月10日 上尾市文化センター 無料
上尾市教育委員会生涯学習課
048-775-9496

上尾市内で活動している音楽に親しむグ
ループ

埼玉県 上尾市 ①③ 第51回上尾市美術展覧会
日本画、洋画、立体造形、工芸、書、写真の6部門からなる美術展
覧会です。広く市民から作品を募集する公募展で、優秀作品を顕
彰します。

10月22日～27日
上尾市コミュニティーセンター
上尾市民ギャラリー

上尾市教育委員会生涯学習課
048-775-9496

15歳以上で市内に在住・在勤・在学または、
市内の美術団体に所属している人

埼玉県 上尾市 ①③ 上尾の昔～あそび・くらし展～
生活に関わる昔の道具の展示や、ベーゴマ、コマ回しなどの昔の
遊びを体験できるコーナーを通して、郷土の歴史や文化に触れる
展示会を実施します。

10月5日～14日 上尾市自然学習館 無料

上尾市教育委員会生涯学習課
048-775-9496
上尾市自然学習館
048-780-1030

来場は自由

埼玉県 上尾市 ①③④ あげお子ども大学
大学で学ぶような専門的な学問や研究を、大学の教授等が分かり
やすく教えてくれます。全3回を予定しており、参加には事前の申
し込みが必要です。

10月～11月中旬の土･日曜
日

上尾市周辺の大学等 無料
上尾市教育委員会生涯学習課
048-775-9496

対象：市内在住の小学5･6年生
定員：30人
申込方法の詳細は右問い合わせまで

埼玉県 上尾市 ①
ベビーセミナー　ママも赤ちゃ
んも癒されタイム

ママと赤ちゃんのための連続講座です。育児相談も実施します。
内容は、手遊びや童謡でリラックス、漢方からのアプローチ、ママ
と赤ちゃんのケアタイム、ベビーダンスです。参加には事前の申し
込みが必要です。

10月4日,11日18日 上尾市立上尾公民館 無料
上尾市立上尾公民館
048-775-0185

対象：市内在住･在勤の保護者と3か月～1歳
の子ども　定員：10組
予約先：右問い合わせ上尾公民館まで

埼玉県 上尾市 ① ふるさと学級

おおむね60歳以上の対象者が、新しい事に興味や関心を持って
学習し、参加者同士の親睦を深める場とする連続講座です。内容
は人権講座、健康体操、上尾の民俗芸能、終活講座、ミニオペラ
コンサートなどです。参加には事前の申し込みが必要です。

10月15,21,30日
11月初旬,18日

上尾市立上尾公民館 無料
上尾市立上尾公民館
048-775-0185

対象：市内在住･在勤の65歳以上　定員：30
人
予約先：右問い合わせ上尾公民館まで

埼玉県 上尾市 ① 英語であそぼう
英語の楽しさを学ぶ講座です。参加には事前の申し込みが必要で
す。

11月14日 上尾市立上尾公民館 無料
上尾市立上尾公民館
048-775-0185

対象：市内在住･在学の小学性　定員：未定
予約先：右問い合わせ上尾公民館まで

埼玉県 上尾市 ① 薬と健康講座
薬や健康についての専門家を招き、健康に対して正しく理解する
ことを目的とした講座です。参加には事前の申し込みが必要で

11月26日,12月2日,9日
上尾市立上尾公民館
日本薬科大学

無料
上尾市立上尾公民館
048-775-0185

対象：市内在住･在勤　定員:30人
予約先：右問い合わせ上尾公民館まで

埼玉県 上尾市 ① クリスマス料理×減塩
減塩を考えたクリスマス料理を作ります。参加には事前の申し込
みが必要です。

11月28日 上尾市立上尾公民館
上尾市立上尾公民館
048-775-0185

対象：市内在住･在勤　定員：未定
予約先：右問い合わせ上尾公民館まで

埼玉県 上尾市 ① 星の教室
小学4～6年生を対象に、季節ごとの星座の見方や、星座にまつ
わる神話を学びます。参加には事前の申し込みが必要です。

11月30日 上尾市立上尾公民館
上尾市立上尾公民館
048-775-0185

対象：市内在住・在学の小学校4～6年生
定員：30人
予約先：右問い合わせ上尾公民館まで

埼玉県 上尾市 ① 健康ウォーキング教室
運動不足解消、生活習慣病を予防する為にウォーキングで運動
器、筋肉を鍛え正しい姿勢・速度・歩き方を身に付け日常生活に
取り入れる講座です。参加には事前申し込みが必要です。

10月24日 上尾市立上平公民館 無料
上尾市立上平公民館
048-775-9308

定員：40人（抽選）
予約先：右問い合わせ上平公民館まで

埼玉県 上尾市 ①
筆ペン講座～暮らしに役立つ
「書」～

日常で気軽に筆ペンで、暮らしに活かせる書を身に付ける講座で
す。参加には事前申し込みが必要です。

11月12日,19日,26日 上尾市立上平公民館 無料
上尾市立上平公民館
048-775-9308

定員：30人（抽選）
予約先：右問い合わせ上平公民館まで

埼玉県 上尾市 ① はじめての盆栽教室
盆栽の基本を学び、実際に盆栽を作成し手入れの方法を学びま
す。参加には事前申し込みが必要です。

11月 上尾市立上平公民館
上尾市立上平公民館
048-775-9308

定員：未定
予約先：右問い合わせ上平公民館まで

埼玉県 上尾市 ①
からだ・メンテナンス～バランス
ボールで体幹を鍛えよう！～

バランスボールを使って体幹を鍛えます。参加には事前申し込み
が必要です。

10月8日,15日,22日 上尾市立平方公民館 無料
上尾市立平方公民館
048-726-3446

対象：市内在住･在勤　定員：15人
予約先：右問い合わせ平方公民館まで

埼玉県 上尾市 ① 秋のコンサート 生の演奏に触れ、音楽を楽しみます。 11月上旬 上尾市立平方公民館 無料
上尾市立平方公民館
048-726-3446

対象：市内在住･在勤･在学　定員：100人
予約先：右問い合わせ平方公民館まで

埼玉県 上尾市 ① アロマ講座
花や木などの植物に由来するアロマオイル（精油）の効果・効用や
扱い方を学び、暮らしに役立つアロマクラフトを作る。参加には事
前申し込みが必要です。

11月7日 上尾市立平方公民館
上尾市立平方公民館
048-726-3446

対象：市内在住･在勤･在学　定員：20人
予約先：右問い合わせ平方公民館まで

埼玉県 上尾市 ① 親子でかわいいいパン作り
親子でパン作りの楽しさを体験します。参加には事前申し込みが
必要です。

11月14日 上尾市立平方公民館
上尾市立平方公民館
048-726-3446

対象：市内在住の親子　定員：20人
予約先：右問い合わせ平方公民館まで

埼玉県 上尾市 ① 地蔵面を彫る
仏像彫刻の基礎を学びながら、木曽檜の角材に地蔵面を彫りま
す。参加には事前申し込みが必要です。

11月中旬 上尾市立平方公民館
上尾市立平方公民館
048-726-3446

対象：市内在住･在勤　定員：10人
予約先：右問い合わせ平方公民館まで

埼玉県 上尾市 ① 人権講座
明治時代のの唱歌・童謡や昭和歌謡などを題材に、音楽から人権
について考えます。参加には事前申し込みが必要です。

11月下旬 上尾市立平方公民館 無料
上尾市立平方公民館
048-726-3446

対象：市内在住・在勤・在学の人　定員：80人
予約先：右問い合わせ平方公民館まで

埼玉県 上尾市 ①
カーレット（卓上カーリング）を
体験しよう

カーレットというスポーツを知り、競技を通じて世代を問わず一緒
になってゲームを楽しみながら、コミュニケーションを深めます。参
加には事前申し込みが必要です。

10月の土曜日 上尾市立原市公民館 無料
上尾市立原市公民館
048-721-4948

対象：市内在住の小学生以上　定員：20人
予約先：右問い合わせ原市公民館まで

埼玉県 上尾市 ① 子ども音楽教室
スチールパンを体験し、そのおもしろさや楽しさを知るとともに、リ
ズム感あふれる音楽を味わいます。参加には事前申し込みが必

11月30日 上尾市立原市公民館 無料
上尾市立原市公民館
048-721-4948

対象：市内在住の小学生　定員：20人
予約先：右問い合わせ原市公民館まで

埼玉県 上尾市 ① 親子でダンスを楽しむ
ハロウィンにちなんだ創作ダンスを親子で練習し、最終回に簡単
な仮想をして合わせて踊ります。参加には事前申し込みが必要で

10月6日,13日,20日 上尾市立大石公民館 無料
上尾市立大石公民館
（048—726-6615）

対象：小学生と保護者　定員：15組
予約先：右問い合わせ大石公民館まで

埼玉県 上尾市 ①
「顔ヨガ」ですっきりリフレッ
シュ！

顔や身体の筋肉を動かし、全身をトータルにリフレッシュします。
参加には事前申し込みが必要です。

10月～11月 上尾市立大石公民館 無料
上尾市立大石公民館
048—726-6615

対象：市内在住･在勤･在学　定員：20人
予約先：右問い合わせ大石公民館まで

埼玉県 上尾市 ① 筆ペン教室
筆ペンを使ってのし袋や葉書など暮らしの中で役立つ筆文字を学
びます。参加には事前申し込みが必要です。

11月 上尾市立大石公民館
上尾市立大石公民館
048—726-6615

対象：市内在住･在勤･在学　定員：20人
予約先：右問い合わせ大石公民館まで

埼玉県 上尾市 ① 消しゴムはんこ教室
消しゴム板に絵柄を彫り、ペイントして年賀状を作成します。参加
には事前申し込みが必要です。

11月 上尾市立大石公民館
上尾市立大石公民館
048—726-6615

対象：市内在住･在勤　定員：20人
予約先：右問い合わせ大石公民館まで

埼玉県 上尾市 ① シニア向け麻雀教室
高齢者の脳トレに良いとされる健康麻雀を学びます。参加には事
前申し込みが必要です。

11月 上尾市立大石公民館 無料
上尾市立大石公民館
048—726-6615

対象：市内在住の60歳以上　定員：16人
予約先：右問い合わせ大石公民館まで

埼玉県 上尾市 ① 大石・秋の音楽祭 音楽サークルの日頃の練習成果の発表の場として開催します。 11月16日 上尾市立大石公民館 無料
上尾市立大石公民館
048—726-6615

予約先：右問い合わせ大石公民館まで

埼玉県 上尾市 ① 心と体のエクササイズ
呼吸法を学び、緊張した筋肉をほぐし体幹を鍛えるエクササイズ
の習慣を身につけ、心身ともに健康な生活を送れるよう学びま
す。参加には事前の申し込みが必要です。

10月8日,15日,29日 上尾市立大谷公民館 無料
上尾市立大谷公民館
048-781-0892

対象：市内に在住･在勤　定員：14人
予約先：右問い合わせ大谷公民館まで

埼玉県 上尾市 ①③ 親子で草木染
自然にある植物などを材料に親子で草木染を体験し学びます。参
加には事前の申し込みが必要です。

10月 上尾市立大谷公民館
上尾市立大谷公民館
048-781-0892

対象：市内に在住の小学1～6年生と保護者
定員：24名（12組）
予約先：右問い合わせ大谷公民館まで

埼玉県 上尾市 ①③ 筆文字アート教室
筆ペンを使って自由な表現で描く筆文字でメッセージカードの書き
方を学びます。参加には事前の申し込みが必要です。

10月 上尾市立大谷公民館
上尾市立大谷公民館
048-781-0892

対象：市内に在住・在勤の方　定員：16人
予約先：右問い合わせ大谷公民館まで

埼玉県 上尾市 ① 文学講座
文学作品や作家を取り上げます。参加には事前の申し込みが必
要です。

11月 上尾市立大谷公民館 無料
上尾市立大谷公民館
048-781-0892

対象：市内に在住･在勤　定員：30人
予約先：右問い合わせ大谷公民館まで

埼玉県 上尾市 ①③ 大谷の歴史
大谷地区の歴史を歴史を学ぶ講義と現地見学です。参加には事
前の申し込みが必要です。

11月 上尾市立大谷公民館 無料
上尾市立大谷公民館
048-781-0892

対象：市内に在住･在勤　定員：20人
予約先：右問い合わせ大谷公民館まで

埼玉県 上尾市 ①③ ローズウィンドウ教室
色と図案で様々な光彩が楽しめる切り紙のステンドグラスを作りま
す。参加には事前の申し込みが必要です。

11月 上尾市立大谷公民館
上尾市立大谷公民館
048-781-0892

対象：市内に在住･在勤　定員：16人
予約先：右問い合わせ大谷公民館まで

埼玉県 上尾市 ① 色彩を学んで健康に！
いつも手にする色から自分に合う色、色を意識することで若々しく
元気になれる方法を学びます。参加には事前の申し込みが必要

11月 上尾市立大谷公民館
上尾市立大谷公民館
048-781-0892

対象：市内に在住･在勤　定員：20人
予約先：右問い合わせ大谷公民館まで

第61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61回「教育・文化週間」関連行事

埼玉県 上尾市 ①③ イギリス文学とユーモア
イギリス独特のユーモアを文学作品を通して探り、文化を学びま
す。参加には事前の申し込みが必要です。

11月 上尾市立大谷公民館 無料
上尾市立大谷公民館
048-781-0892

対象：市内に在住・在勤の方　定員：25人
申込方法の詳細は右問い合わせ先まで

埼玉県 上尾市 ①
図書館まつり
図書館寄席・文学講座・人形劇
など

秋の読書週間に合わせ、図書館では、図書に関する事業を実施
し、より多くの市民が図書に関心を寄せ、図書館に来館してもらえ
るよう図書館ボランティアとの協働により実施します。

10月5日～11月中旬 上尾市図書館、大谷公民館 無料
上尾市図書館
048-773-8521

市内在住・在勤・在学の人　詳細は上尾市図
書館まで

埼玉県 上尾市 ①
（仮）「絵本の基礎知識ボラン
ティア養成講座」

子どもの成長と絵本、絵本を読むことの大切さ、絵本の読み方、
選び方を講習します。

10月15日 富士見小学校集会室 無料
子どもの読書活動
支援センター
048-773-3711

読み聞かせボランティアをしている方

埼玉県 上尾市 ①
（仮）「読み聞かせ実践ボラン
ティア養成講座」

絵本の読み聞かせの実践を行います。 11月5日 富士見小学校集会室 無料
子どもの読書活動
支援センター
048-773-3711

読み聞かせボランティアをしている方

埼玉県 上尾市 ① （仮）「藤高先生かがくあそび」 藤高先生科学遊びを行います。 11月23日 上尾市図書館本館集会室 無料
上尾市図書館
048-773-8521

小学生

埼玉県 朝霞市 ①③ 第58回　朝霞市文化祭
華道、書道、水墨画などの作品展示並びに茶会、将棋及び囲碁
大会、芸能のつどい（民謡、舞踊、ダンスなど）、合唱、吹奏楽、歌
謡などの個別連盟の発表会を行います。

10月27日～15日
朝霞市中央公民館・コミュニティセンター及
びゆめぱれす（朝霞市民会館）

無料
http://www.city.asaka.lg.jp/so
shiki/41/

生涯学習・スポーツ課
生涯学習係
048-463-2920

どなたでも見学自由です。展示への出品及び
各種大会、芸能発表への参加は、事前に申
込みが必要です。

埼玉県 朝霞市 ①③
テーマ展示「丸沼芸術の森コレ
クション　麗しき花々、麗しき
人々－創設35周年を記念して

市内内間木に所在する丸沼芸術の森は、今年創設35周年を迎え
た。本展では、若手アーティストの育成を目的に収集されたコレク
ションから「麗しき花々」「麗しき人々」をテーマに、作品を紹介しま

10月5日～27日 朝霞市博物館 無料
朝霞市博物館
048-469-2285

ギャラリートーク等当日直接会場へ

埼玉県 朝霞市 ①③
第34回企画展「弥生～古墳時
代の墳墓と土器」（仮称）

墳墓とそこから出土する土器に着目し、古墳出現過程を概観する
とともに、朝霞地域、ひいては関東の側から見た、当時の人の動
きや地域性について紹介します。

11月9日～12月15日 朝霞市博物館 無料
朝霞市博物館
048-469-2285

講座・講演会は予約制

埼玉県 朝霞市 ④ プラネタリウム一般投映
幼児・児童から一般市民の方まで、星座や天体について、楽しみ
ながら学ぶ機会とします。

毎週日曜日
11:00～  13:30～  15:00～

朝霞市
中央公民館

http://www.city.asaka.lg.jp/so
shiki/43/

朝霞市中央公民館
048-465-7272

投映開始15分前より受付

埼玉県 朝霞市 ④
プラネタリウム特別投映
①文化祭特別投映
②県民の日特別投映

幼児・児童から一般市民の方まで、星座や天体について、楽しみ
ながら学ぶ機会とし、プラネタ特別クイズを実施する予定です。

①11月2日 ②11月14日
両日とも 11:00～ 13:00～
15:00～

朝霞市
中央公民館

http://www.city.asaka.lg.jp/so
shiki/43/

朝霞市中央公民館
048-465-7272

投映開始15分前より受付

埼玉県 朝霞市 ① 第38回東朝霞公民館まつり
公民館利用サークルによる展示・発表、体験・交流、模擬店・バ
ザーなどで地域交流を図り、お子様から高齢者まで楽しめる、賑
わいのあるおまつりを予定しています。

11月9日,10日実施予定
朝霞市
東朝霞公民館

無料 http://www.city.asaka.lg.jp
朝霞市東朝霞公民館
048-463-9211

見学自由

埼玉県 朝霞市 ① 第33回西朝霞公民館まつり

とんぼ玉・絵手紙・編み物・七宝焼・水彩画・デッサン・レザークラフ
ト・ペインティング・和紙絵などの作品展示や模擬店の開催、カラ
オケ・三味線・コーラス・詩吟・モダンバレエ・新体操・太極拳の発
表が行われます。

11月実施予定
(日程調整中)

朝霞市
東朝霞公民館

無料 http://www.city.asaka.lg.jp
朝霞市西朝霞公民館
048-462-1411

見学自由

埼玉県 朝霞市 ① 第32回南朝霞公民館まつり
公民館利用サークルの展示や発表、体験や模擬店などを通じて、
地域の皆さまとの交流を目指した活気あるおまつりです。

10月19日,20日
朝霞市
南朝霞公民館

無料 http://www.city.asaka.lg.jp
朝霞市南朝霞公民館
048-461-0163

見学自由

埼玉県 朝霞市 ① 第38回北朝霞公民館まつり
手芸・水墨画・書道・華道等の作品展示や模擬店の開催、民舞・
舞踊・詩吟・ダンス・大正琴・ハーモニカ演奏等の発表が行われま

10月26日,27日実施予定
朝霞市
北朝霞公民館

無料 http://www.city.asaka.lg.jp
朝霞市北朝霞公民館
048-473-558

見学自由

埼玉県 伊奈町 ① 卓球教室
室内種目の普及発展を図るとともに、参加者の健康増進を目的と
して教室を開催します。

10月～11月
毎週金曜日

伊奈町ふれあい活動センター
生涯学習課
048-721-2111

定員：30名

埼玉県 伊奈町 ① 保育付きバトミントン教室
室内種目の普及発展を図るとともに、参加者の健康増進を目的と
して教室を開催します。

10月～11月
毎週木曜日

伊奈町ふれあい活動センター
生涯学習課
048-721-2111

定員：20名

埼玉県 伊奈町 ① 日帰りバスハイク
伊奈町スポーツ推進委員連絡協議会主催で、バスハイクを実施し
ます。

11月中旬
生涯学習課
048-721-2111

定員：30名

埼玉県 伊奈町 ① 学校開放講座
町内の学校を会場とし、地域の方や教員が指導者となり、各学校
で各種教室（講座）を開催します。

10月～11月 町内小中学校、高等学校、大学
生涯学習課
048-721-2111

定員等の問合せは左記まで

埼玉県 伊奈町 ① パソコン寺子屋
地域の方で組織するパソコン寺子屋実行委員会の運営で、住民
がいつでもパソコンを学べる場、交流の場として開催します。

10月～11月
①伊奈町ふれあい活動センター
②ウニクス内パブリックルーム

無料
生涯学習課
048-721-2111

①定員：18名
②定員：15名

埼玉県 伊奈町 ① 木犀教室
高齢者学級全５回シリーズ。高齢者の生活に活かせることなどに
ついて学びます。

9月11日～10月10日 全5回 伊奈町総合センター
伊奈町公民館
048-722-9112

定員：26名

埼玉県 伊奈町 ① 歌声をステージで
正しい発声方法を学び、クラシック、フォーク、外国曲等の曲を、ピ
アノに合わせ楽しく歌います。

9月26日～2月2日 全7回 伊奈町総合センター
伊奈町公民館
048-722-9112

定員：30名

埼玉県 伊奈町 ① ヨガ
基本的なポーズを行うことで日常使っていない関節、筋肉などを
動かします。

10月30日～11月27日 全4回 伊奈町総合センター
伊奈町公民館
048-722-9112

定員：20名

埼玉県 伊奈町 ① 書道教室 年賀状やお祝い事などを毛筆で書くことを学びます。 10月30日～11月27日 全4回 伊奈町総合センター
伊奈町公民館
048-722-9112

定員：20名

埼玉県 伊奈町 ① 男の料理教室
男性を対象にした料理教室です。包丁の使い方や料理の基本を
学びます。

11月9日,16日 伊奈町ふれあい活動センター
伊奈町公民館
048-722-9112

定員：16名

埼玉県 伊奈町 ① デコ巻きずし
動物や果物、お花の可愛い絵柄の出る巻きずしを優しい手順で作
ります。

10月4日 伊奈町ふれあい活動センター
伊奈町ふれあい活動センター
048-724-0717

定員：16名

埼玉県 伊奈町 ① ゆめくる祭
施設利用者、地域住民、施設関係者による相互交流の場として、
サークル発表、展示や音楽フェスタ、地域団体広報活動、模擬店
等を行います。

10月6日 伊奈町ふれあい活動センター 無料
伊奈町ふれあい活動センター
048-724-0717

見学、参加自由

埼玉県 伊奈町 ① パドル体操
パドルを使って簡単で楽しいストレッチ体操と参加者同士でペアス
トレッチ等を行います。

10月11,18,25日
11月1,8,15,22,29日

伊奈町ふれあい活動センター
伊奈町ふれあい活動センター
048-724-0717

定員：20名

埼玉県 伊奈町 ① ベビーマッサージ教室
肌に優しいオイルを使用し、ママが赤ちゃんの全身マッサージを行
うことで、赤ちゃんの身体も心も満たし、親子の絆が深まります。

10月17日,11月21日 伊奈町ふれあい活動センター
伊奈町ふれあい活動センター
048-724-0717

定員：15組

埼玉県 伊奈町 ① 石鹸教室 レッドパームオイルとハーブを使って石鹸を作ります。 10月27日 伊奈町ふれあい活動センター
伊奈町ふれあい活動センター
048-724-0717

定員：16名

埼玉県 伊奈町 ① ハロウィンデコもち教室
下北半島、郷土のお菓子「べこもち」を「デコもち」にして粘土細工
みたいに楽しむ。かぼちゃとキャンディーを作ります。

10月27日 伊奈町ふれあい活動センター
伊奈町ふれあい活動センター
048-724-0717

定員：12名

埼玉県 伊奈町 ① マジック教室
マジシャンによる指導の下、トランプの基本操作と楽しいマジック
ネタ創りを行います。

10月12日 伊奈町ふれあい活動センター
伊奈町ふれあい活動センター
048-724-0717

定員：20名

埼玉県 伊奈町 ① 学びのセミナー
地域の行政書士による高齢化社会の諸問題を学ぶセミナーを開
催します。

10月20日,11月24日 伊奈町ふれあい活動センター
伊奈町ふれあい活動センター
048-724-0717

定員：20名

埼玉県 伊奈町 ① そば打ち教室
そば粉を練って茹で上げるまで、初めての方でも気軽に楽しくそば
打ちをを体験できます。

11月11日,18日,25日 伊奈町ふれあい活動センター
伊奈町ふれあい活動センター
048-724-0717

定員：8名

埼玉県 伊奈町 ① 癒しのハーバリウム体験
植物が光を浴びて目覚めるように、オイルの中で開いていく。流行
のハーバリウムを体験します。

11月25日 伊奈町ふれあい活動センター
伊奈町ふれあい活動センター
048-724-0717

定員：15名

埼玉県 伊奈町 ① おはなし会 幼児・児童向けお話会です。
10月5日,12日,19日,26日,11月
2日,16日,23日

伊奈町立図書館 無料
伊奈町立図書館
048-723-0020

当日、直接お越しください。

埼玉県 伊奈町 ① あかちゃんとおはなし会 乳幼児向けお話会です。 10月4日,18日,11月1日,15日 伊奈町立図書館 無料
伊奈町立図書館
048-723-0020

当日、直接お越しください。

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 伊奈町 ① い・と・わ・のじかん お話会やハロウィンに関連する工作などを実施します。 10月27日 伊奈町立図書館 無料
伊奈町立図書館
048-723-0020

当日、直接お越しください。

埼玉県 伊奈町 ① 秋まつりお話会
町総合文化祭に併せて、図書室でお話会を特別バージョンで開催
します。

11月9日 伊奈町立図書館 無料
伊奈町立図書館
048-723-0020

当日、直接お越しください。

埼玉県 伊奈町 ① 本のリサイクルフェア 本や雑誌のリサイクルフェアを行います。 11月10日 伊奈町立図書館 無料
伊奈町立図書館
048-723-0020

当日、直接お越しください。

埼玉県 伊奈町 ① ほっと・ほっとコンサート
育児中の保護者に向けて、ミニコンサートを開催することでほっと
一息つける時間を提供します。

11月22日 伊奈町立図書館 無料
伊奈町立図書館
048-723-0020

定員：親子20組

埼玉県 伊奈町 ③ 町美術展覧会
日本画・洋画・彫刻・書・写真の部門の公募を行い、美術展覧会を
開催します。

10月22日～10月27日 伊奈町総合センター
生涯学習課
048-721-2111

自由見学

埼玉県 伊奈町 ③ 町制50周年記念総合文化祭
町内各団体・サークル等の作品展示や発表の他、町制50周年を
記念してカラオケ大会やシンポジウムを開催します。

11月9日,10日 伊奈町総合センター　他
生涯学習課
048-721-2111

見学・参加自由

埼玉県 入間市 ①
アリットフェスタ2019特別展「史
料で読み解く・狭山茶の歴史」

狭山茶が江戸で取引されてから200年という節目の年に、埼玉県
域における茶作りの歴史をたどる展示です。

10月31日～12月8日 入間市博物館
入間市博物館
04-2934-7711

一般200円、大学生以下無料

埼玉県 入間市 ① 文化財めぐり 市内地区の文化財を歩いてめぐります。 11月下旬 市内 無料
入間市博物館
04-2934-7711

要事前申し込み

埼玉県 入間市 ①
寺子屋くぼいなり

趣味の城めぐり講座.入門レベルの講義です。 11月6日,13日,20日 久保稲荷公民館 無料
久保稲荷公民館
04-2965-8448

予約先：久保稲荷公民館まで
定員20人（先着順）

埼玉県 入間市 ① 文学講座
文学のすばらしさを知るとともに文学に親しみます。小林一茶「父
の終焉日記」「おらが春」講読します。

9月28日,10月5日,12日,10月
19日,26日

久保稲荷公民館 無料
久保稲荷公民館
04-2965-8448

予約先：久保稲荷公民館まで
定員20人（先着順）

埼玉県 入間市 ①
チャレンジ！読書ラリー「読書
ビンゴ」

図書館がおすすめする児童書の中から、5冊読んで、指定用紙に
感想などを書いて提出してもらいます。

10月下旬～ 入間市立図書館本館・各分館 無料
入間市立図書館本館
04-2964-2415

申込不要

埼玉県 入間市 ① おはなし会スペシャル 絵本や紙芝居の読み聞かせ、簡単工作などを行います。 11月上旬 入間市立図書館本館 無料
入間市立図書館本館
04-2964-2415

申込不要

埼玉県 入間市 ① 「ブックツリー」を育てよう！
読んだ本の感想を、葉の形をした〝読書の葉っぱ”に記入し、図
書館内に掲示した「ブックツリー」に貼り付け、大きな木（ブックツ
リー）にしていきます。

10月下旬～ 入間市立図書館本館 無料
入間市立図書館本館
04-2964-2415

申込不要

埼玉県 入間市 ③ 大人のための朗読会
耳から名作を楽しむことにより、大人の読書活動推進に努めま
す。

11月23日 入間市立図書館西武分館 無料
入間市立図書館西武分館
04-2932-2411

申込不要

埼玉県 入間市 ① 「ブックツリー」を育てよう！
図書館利用者が読んだ本の中から心に残ったフレーズや感想を、
[読書の葉」に記入し、図書館内に掲示した「ブックツリー」に貼り付
けていきます。

10月2日～12月1日 入間市立図書館金子分館 無料
入間市立図書館金子分館
04-2936-1811

申込不要

埼玉県 入間市 ①
金子地区文化祭「おはなし会」
スペシャル

金子地区文化祭に合わせて、おはなし会の拡大版として、通常の
おはなし会に木の実の工作をプラスして行います。

11月2日 入間市立図書館金子分館 無料
入間市立図書館金子分館
04-2936-1811

申込不要

埼玉県 入間市 ①
初めてでもわかりやすい古典
文学

古典文学の代表作である「源氏物語」の奥深さに触れる初心者対
象講座です。

10月19日 金子公民館 無料
入間市立図書館金子分館
04-2936-1811

金子分館にて申込先着40名

埼玉県 入間市 ① 青空おはなし会
藤沢公民館文化祭に合わせていつもの図書館の中ではなく屋外
でおはなし会を行います。

11月3日 入間市立藤沢公民館前の公園 無料
入間市立図書館藤沢分館
04-2966-8080

申込不要

埼玉県 小鹿野町 ① 楽しいおはなしの会
よみきかせの会『かたつむり』による子供向けの絵本の朗読や紙
芝居を行う予定です。

10月19日,11月9日 小鹿野文化センター 無料
中央公民館
0494-75-0063

申し込み不要で、対象は幼児・小学生です。

埼玉県 小鹿野町 ①
第49回小鹿野ロードレース大
会

小鹿野市街地で小・中・高校生、一般男女などの参加者でロード
レース大会を開催する予定です。

10月20日 小鹿野市街地
社会教育課
0494-75-0063

申込先：右問い合わせ社会教育課まで。

埼玉県 小鹿野町 ① ファミリーハイキング 家族で参加できる日帰りハイキングを開催する予定です。 10月26日 群馬県
社会教育課
0494-75-0063

申込先：右問い合わせ社会教育課まで。

埼玉県 小鹿野町 ①②
第43回両神ふるさとまつり文
化展

小鹿野町両神地域で活動するサークルが日々の生涯学習活動の
成果を披露する予定です。また、地元の小学校生徒が描いた絵
の作品や、図書館で行われる「図書館を使った調べる学習コン
クール」「読書感想画コンクール」の作品を展示する予定です。

11月3日 両神健康増進センター 無料
両神公民館
0494-79-1311

申込み不要で、
どなたでも入場可能です。

埼玉県 小鹿野町 ③ 第49回小鹿野町郷土芸能祭
歌舞伎、神楽、獅子舞などの小鹿野町の伝統芸能を大人から子
供までの各団体が多数公演を行う予定です。昨年度来場者は約
1,200人でした。

11月16日,17日 小鹿野文化センター 無料
社会教育課
0494-75-0063

申込み不要で、
どなたでも入場可能です。

埼玉県 小川町 ①③ 郷土芸能祭り 各地区の郷土芸能保存会が、祭囃子の演奏を行います。 11月3日 リリックおがわ屋外ステージ 無料
小川町教育委員会生涯学習課
0493-72-1221

町内団体に対し募集します。観覧はどなたで
もできます。

埼玉県 桶川市 ① 幼児・家庭教育セミナー
幼児を持つ母親、幼児教育に関心のある方を対象に、幼児教育
の講義やリフレッシュのための運動を行い、母親同士の繋がりを
深めます。参加には事前予約が必要です。

11月6日 桶川東公民館
048-786-4030
kominkan@city.okegawa.lg.jp

予約先：川田生涯学習センターまで
定員:15名(先着順)

埼玉県 桶川市 ①
企画展示（仮題）「古代の国造
りと宮ノ脇遺跡」

奈良平安時代の「宮ノ脇遺跡」の出土資料を中心に展示します。 11月中旬～12月下旬 桶川市歴史民俗資料館 無料 桶川市歴史民俗資料館 観覧自由

埼玉県 越生町 ①③ 第47回越生町文化祭
町内で活動する芸術・文化・芸能サークル等の作品展示、歌謡・
芸能発表です。町内の小中学校・高等学校・専門学校の児童・生
徒作品を展示します。

11月3日,4日 中央公民館、中央公民館体育館
越生町中央公民館
049-292-3223

一般募集あり

埼玉県 春日部市 ① 生涯学習市民塾（中期） 市民講師による趣味・実用などの講座を開催します。
9月～10月に39講座を実施予
定（日時未定）

春日部市教育センター
春日部市視聴覚センター
048-763-2425

参加については、春日部市視聴覚センターま
でお問い合わせください。

埼玉県 春日部市 ① 遊学1日体験教室 趣味・実用などの入門講座を開催します。
11月～12月に約20講座を実
施予定（日時未定）

春日部市教育センター
春日部市視聴覚センター
048-763-2425

参加については、春日部市視聴覚センターま
でお問い合わせください。

埼玉県 春日部市 ① ビデオ作品づくり講座 ビデオ撮影から編集までを2日間で体験します。 10月19日,20日 春日部市教育センター 無料
春日部市視聴覚センター
048-763-2425

参加については、春日部市視聴覚センターま
でお問い合わせください。

埼玉県 春日部市 ① 市民映像セミナー
デジタルカメラ入門

デジタルカメラ撮影の基本、パソコンを使ったデータ保管、編集、
プリントアウトなどを学びます。

10月30日 春日部市教育センター 無料
春日部市視聴覚センター
048-763-2425

参加については、春日部市視聴覚センターま
でお問い合わせください。

埼玉県 春日部市 ①
市民パソコンセミナー
基本操作・ＰＣ入門

パソコンの起動の仕方から、キーボード・マウスの操作法、ワープ
ロソフトを使った簡単な文字入力を学びます。

11月7日,8日 春日部市教育センター 無料
春日部市視聴覚センター
048-763-2425

参加については、春日部市視聴覚センターま
でお問い合わせください。

埼玉県 春日部市 ①
市民パソコンセミナー
はがき作成

ワープロソフトWord2013を使い、写真やイラストを取り込んだはが
き文書（年賀葉書）の作成と、日本郵便の宛名印刷ソフトを利用し
た宛名印刷を学びます。

11月27日～29日 春日部市教育センター 無料
春日部市視聴覚センター
048-763-2425

参加については、春日部市視聴覚センターま
でお問い合わせください。

埼玉県 春日部市 ① 共栄大学公開講座
共栄大学の先生が、一般市民を対象に、公開講座を行います。参
加には事前予約が必要です。

10月12日,19日,26日
共栄大学
春日部市教育センター

無料

共栄大学総務部総務担当
048-755-2932
社会教育課社会教育担当
048-763-2445

予約先：右問い合わせ共栄大学、又は社会
教育課まで

埼玉県 春日部市 ① 市民アカデミー
市内小･中学校児童・生徒の人権作文と人権ポスターの発表、講
師をお呼びしての教育講演会等を開催します。

10月17日 春日部市民文化会館 無料
社会教育課社会教育担当
048-763-2445

どなたでも参加は自由です（定員400名）。

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 春日部市 ① 春日部市美術展覧会
15歳以上の市内在住・在勤・在学者（中学生を除く）による美術作
品の展覧会です。
出品種目：日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真

11月19日～24日の期間
東部地域振興ふれあい拠点施設（ふれあ
いキューブ）

無料
社会教育課社会教育担当
048-763-2445

どなたでも自由にご覧頂けます。

埼玉県 春日部市 ① 子ども大学かすかべ
共栄大学と連携し、子どもの知的好奇心を刺激する学びの機会を
提供します。市内在住の小学4～6年生対象。

9月7日,10月5日,11月3日,12
月14日

共栄大学等
社会教育課青少年教育担当
048-763-2445

予約先：右問い合わせ社会教育課まで
定員：50名

埼玉県 春日部市 ① かすかべ郷土かるた大会
青少年が多くの仲間や、地域の大人たちとの交流を図ることを目
的として、「かすかべ郷土かるた大会」を開催します。小学生、中
学生、ファミリーの3部門があり、1チーム3人での団体戦です。

11月10日
春日部市
総合体育館
ウイング･ハット

社会教育課青少年教育担当
048-763-2445

9月に参加者募集

埼玉県 春日部市 ① 小さい子のおはなし会
4歳から9歳くらいのお子さんを対象に、ストーリーテリング、絵本
の読み聞かせ、手遊びなどを行います。

毎週土曜日 中央図書館・武里図書館・庄和図書館 無料
中央図書館  048-761-5911
武里図書館  048-737-7625
庄和図書館  048-718-0200

申込不要
4歳から9歳

埼玉県 春日部市 ① 大きい子のおはなし会
小学生のお子さんを対象に、ストーリーテリング、絵本の読み聞か
せ、手遊びなどを行います。

第2・第4土曜日 中央図書館・武里図書館・庄和図書館 無料
中央図書館  048-761-5911
武里図書館  048-737-7625
庄和図書館  048-718-0200

申込不要
小学生

埼玉県 春日部市 ① えほんのへや
2歳からの親子の皆さんを対象に、わらべうたや手遊び、絵本の読
み聞かせを行います。

第1・第3木曜日（中央図書
館）

中央図書館・武里図書館 無料
中央図書館　048-761-5911
武里図書館　048-737-7625

申込不要
2歳からの親子

埼玉県 春日部市 ① あかちゃんえほんの会
0歳からの親子を対象に、わらべうたや絵本の読み聞かせを行い
ます。

第2・第4木曜日 中央図書館 無料 中央図書館048-761-5911
申込不要
0歳からの親子

埼玉県 春日部市 ①③ マイ押絵羽子板を作ろう！ 春日部羽子板組合職人による押絵羽子板制作教室です。 10月5日 中央図書館 中央図書館048-761-5911
申込要
小学生以上

埼玉県 春日部市 ① 図書館探検隊 クイズなど遊び要素を盛り込んだ図書館内見学を行います。 10月19日 中央図書館 無料 中央図書館048-761-5911
申込要
小学生

埼玉県 春日部市 ③
大ホール音響でベートーヴェン
を聴く会

ナクソス・ミュージック・ライブラリーを利用したクラシック鑑賞会を
行います。

10月20日 視聴覚センター 無料 中央図書館048-761-5911
申込不要
一般

埼玉県 春日部市 ②
第3回春日部市図書館を使っ
た調べる学習コンクール表彰

図書、雑誌のリサイクルや図書館のボランティア団体による活動
報告を行います。

10月27日 中央図書館・市民文化会館 無料 中央図書館048-761-5911 コンクール入選者とその保護者、学校関係者

埼玉県 春日部市 ① 図書館まつり
図書、雑誌のリサイクルや図書館のボランティア団体による活動
報告を行います。

11月16日 中央図書館・市民文化会館 無料 中央図書館048-761-5911 どなたでもご参加いただけます。

埼玉県 春日部市 ① ビブリオバトルin図書館まつり ビブリオバトル大会を行います。 11月16日 中央図書館 無料 中央図書館048-761-5911
申込要
中学生以上

埼玉県 春日部市 ① 子育て支援「ぴよぴよタイム」 乳幼児同伴で読み聞かせ、手遊び、読書相談などを行います。 毎週木曜日 庄和図書館 無料 庄和図書館048-718-0200
申込不要
乳幼児とその保護者

埼玉県 春日部市 ① 武里図書館まつり
図書、雑誌のリサイクルや図書館のボランティア団体による活動
報告を行います。

11月 武里図書館 無料 武里図書館048-737-7625 どなたでもご参加いただけます。

埼玉県 春日部市 ① 秋の読書週間ブックレビュー おすすめ本の紹介文を募集し、展示します。 10月～11月 武里図書館 無料 武里図書館048-737-7625 小学生以上

埼玉県 春日部市 ① 庄和図書館まつり
図書のリサイクルや図書館のボランティア団体による活動報告を
行います。

10月23日 庄和図書館 無料 庄和図書館048-718-0200 どなたでもご参加いただけます。

埼玉県 春日部市 ① 秋の読書週間ブックレビュー おすすめ本の紹介文を募集し、展示します。 10月 庄和図書館 無料 庄和図書館048-718-0200 申込不要

埼玉県 春日部市 ①
第2回連続講座
三上於菟吉と春日部

三上於菟吉や大凧の歴史、庄和地域の大正～庄和初期の様子
などの講座を行います。

10月 庄和図書館 無料 庄和図書館048-718-0200
参加については、春日部市立庄和図書館ま
でお問い合わせください。

埼玉県 春日部市 ① いきもの探検
庄和総合公園内のいきもの探検と捕まえた虫や植物を図鑑など
で調べます。

10月26日
庄和総合公園
庄和図書館

無料 庄和図書館048-718-0200
参加については、春日部市立庄和図書館ま
でお問い合わせください。

埼玉県 春日部市 ①
小学校地域学習展（第36回）
「くらしのうつりかわり―懐かし
の暮らしの道具展―」

小学校第3学年の地域学習に即して、民具等を展示します。また
一般を対象に、少し昔の生活のようすをさまざまな道具を通じて紹
介します。

10月1日～令和2年3月22日 郷土資料館企画展示室 無料
http://www.city.kasukabe.lg.jp
/

春日部市郷土資料館
048-763-2455

詳細は、広報かすかべ10月号掲載予定で
す。

埼玉県 春日部市 ① 体験講座ミニぞうりづくり
ミニぞうりを作って、わらじの編み方を学ぶ体験講座です。定員は
15名、参加には事前申込が必要です。

10月26日 春日部市教育センター 無料
http://www.city.kasukabe.lg.jp
/

春日部市郷土資料館
048-763-2455

詳細は、広報かすかべ10月号掲載予定で
す。

埼玉県 春日部市 ① 体験ワークショップ
春日部市の歴史・文化に関心を高めてもらうため、紙芝居を上演
したり、昔のおもちゃを親子や友達を一緒に作ったり遊んで互いの
コミニュケーションを図ります。参加は自由です。

11月17日 郷土資料館展示室 無料
http://www.city.kasukabe.lg.jp
/

春日部市郷土資料館
048-763-2455

詳細は、広報かすかべ11月号掲載予定で
す。

埼玉県 春日部市 ① 音楽鑑賞会
地元にゆかりのある演奏家をお招きし、地域に根付いた演奏会を
開催します。入場には整理券が必要です。

10月20日 中央公民館
中央公民館
048-752-3080

9月中旬より、市内公民館で整理券配布。当
日は先着順に入場。全席自由

埼玉県 春日部市 ①
公民館フェスティバル「親子コ
ミュニティ」

公民館を利用するサークル等の日頃の活動成果を発表するととも
に、幼児・小学生が遊びや体験、発表のできる場を提供、地域住
民とのコミュニケーションと文化向上を図る事業です。

10月27日 粕壁南公民館 無料
粕壁南公民館
048-738-0088

参加の公募はしておりません。
当日の観覧は自由です。

埼玉県 春日部市 ① 第30回内牧地区文化祭
公民館を利用するサークル及び個人の日頃の活動成果を、展示・
芸能・実演体験の3つの部門で発表するとともに、地域住民とのコ
ミュニケーションと文化向上を図る事業です。

11月16日,17日 内牧地区公民館 無料
内牧地区公民館
048-752-3255

参加の公募はしておりません。当日の観覧は
自由です。

埼玉県 春日部市 ① 第30回豊春地区公民館文化祭
ステージの部、展示の部、体験の部などに分かれ、公民館利用団
体が発表を行います。

11月9日,10日 豊春地区公民館 無料
豊春地区公民館
048-754-0942

参加の公募はしておりません。当日の観覧は
自由です。

埼玉県 春日部市 ① 第22回豊春第二公民館文化祭
ステージの部、展示の部、体験の部などに分かれ、公民館利用団
体が発表を行います。

10月26日,27日 豊春第二公民館 無料
豊春第二公民館
048-754-2100

参加の公募はしておりません。当日の観覧は
自由です。

埼玉県 春日部市 ③ 武里市民センターまつり
武里地区公民館及び武里東公民館を利用しているクラブ・サーク
ルが日頃の活動成果を発表します。

10月26日,27日 武里市民センター 048-735-3004
参加の公募はしておりません。当日の観覧は
自由です。

埼玉県 春日部市 ①③ 第34回正風館音楽祭
公民館利用者など、庄和地区内で活動する楽器演奏やコーラスな
どの団体の成果発表の場として開催し、音楽を通して、団体間や
地域の方々との交流を図ります。

10月28日 庄和市民センター正風館 無料
庄和市民センター正風館
048-746-6666

今年度の参加団体の申込は、6月1日(土)か
ら6月30日(日)までです。当日の観覧は自由
です。

埼玉県 加須市 ①③
加須市合併10周年記念
第7回加須市郷土かるた大会

合併3周年を記念して作成した「加須市郷土かるた」を活用し、市
内各小学校から参加する3年生から6年生までの児童が各学年ご
とにチームでトーナメント戦を行います【学年部門】。
また、市内小学校全学年の児童とその家族等を対象とした各チー
ムによるトーナメント戦も行います【ファミリー部門】。

11月16日 騎西総合体育館（ふじアリーナ） 無料
生涯学習課
048-62-1223

【学年部門】市内の22小学校の3年生から6年
生の児童
【ファミリー部門】市内小学校全学年の児童と
その家族等

埼玉県 加須市 ①③
加須市合併10周年記念
加須地域文化祭

様々な学習活動への機会づくりとして、主に市内加須地域で活動
する文化団体、個人の活動発表及び展示を行います。

11月2日～4日 加須文化・学習センター（パストラルかぞ） 無料
生涯学習課
048-62-1224

市内加須地域在住・在勤・在学の方、地域に
活動拠点を有する団体及び個人

埼玉県 加須市 ①③
加須市合併10周年記念
騎西文化祭

様々な学習活動への機会づくりとして、主に市内騎西地域で活動
する文化団体、個人の活動発表及び展示を行います。

11月1日～3日 騎西文化・学習センター（キャッスルきさい） 無料
騎西文化・学習センター（キャッスルき
さい）
0480-73-3101

市内騎西地域在住・在勤・在学の方、地域に
活動拠点を有する団体及び個人

埼玉県 加須市 ①③
加須市合併10周年記念
北川辺いきいき文化祭

様々な学習活動への機会づくりとして、主に市内北川辺地域で活
動する文化団体、個人の活動発表及び展示を行います。

10月26日,27日 北川辺文化・学習センター（みのり） 無料
北川辺文化・学習センター
（みのり）
0280-62-1710

市内北川辺地域在住・在勤・在学の方、地域
に活動拠点を有する団体及び個人

埼玉県 加須市 ①③
加須市合併10周年記念
大利根地域文化祭

様々な学習活動への機会づくりとして、主に市内大利根地域で活
動する文化団体、個人の活動発表及び展示を行います。

10月25日～27日 大利根文化・学習センター（アスタホール） 無料
大利根文化・学習センター
（アスタホール）
0480-72-1023

市内大利根地域在住・在勤・在学の方、地域
に活動拠点を有する団体及び個人

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 加須市 ①③
加須市合併10周年記念
図書館まつり（加須）

雑誌リサイクルや図書館の活動内容やボランティア団体の活動内
容を周知します。併せて読書普及活動の推進を図ります。

11月23日 加須市立加須図書館 無料
加須図書館
0480-61-8200

埼玉県 加須市 ①③
加須市合併10周年記念
図書館まつり（騎西）

雑誌リサイクルや図書館の活動内容やボランティア団体の活動内
容を周知します。併せて読書普及活動の推進を図ります。

11月2日 加須市立騎西図書館 無料
騎西図書館
048-73-3178

埼玉県 加須市 ①③
加須市合併10周年記念
図書館まつり（北川辺）

雑誌リサイクルや図書館の活動内容やボランティア団体の活動内
容を周知します。併せて読書普及活動の推進を図ります。

10月26日 加須市立北川辺図書館 無料
北川辺図書館
0820-62-4400

埼玉県 加須市 ①③
加須市合併10周年記念
図書館まつり（大利根）

雑誌リサイクルや図書館の活動内容やボランティア団体の活動内
容を周知します。併せて読書普及活動の推進を図ります。

10月26日 加須市立童謡のふる里おおとね図書館 無料
童謡のふる里おおとね図書館（ノイ
エ）

埼玉県 加須市 ②
第24回大学祭   H.I.U FESTA
2019

法学部ならではの模擬裁判、各ｾﾞﾐによるﾃﾞｨﾍﾞｰﾄや研究発表を行
います。またダンスフェスティバルやキッズダンスも開催します。

10月26日　10月27日 平成国際大学 無料 http://www.hiu.ac.jp 学生課0480-66-2100

埼玉県 神川町 ①
「生涯学習推進のまち」
かみかわ町民体育祭

全町あげての生涯スポーツの祭典です。スポーツ・レクリエーショ
ンを通して、町民の健康増進と交流を図ります。

10月13日 神川ゆ～ゆ～ランド内町営グラウンド 無料
神川町生涯学習課生涯
スポーツ担当
0495-77-4651

観覧自由
選手としての参加は各行政区にご相談くださ
い。

埼玉県 神川町 ①
「生涯学習推進のまち」
人権教育啓発事業
かみかわハートフルデイ2019

様々な人権について考えを深めるため、講演会や小中学生の人
権作文・標語・ポスターの発表を行います。

10月19日 神川町中央公民館 無料
神川町生涯学習課
生涯学習担当
0495-77-4651

観覧自由

埼玉県 神川町 ①③
「生涯学習推進のまち」
生涯学習町民文化祭

生涯学習推進のまちづくりや、心豊かな人づくりと芸術文化向上
の実現のため、日頃の学習活動の成果や体験を発表する機会を
設け、町民相互の交流を図り、学ぶ楽しさを体験します。

11月2日～3日 神川町中央公民館　他 無料
神川町生涯学習課
生涯学習担当
0495-77-4651

観覧自由
個人作品の展示申込みは、10月5日（金）ま
でに、お電話ください。

埼玉県 神川町 ①③ 文化財収蔵品展
町民文化祭に合わせ、町で所有する収蔵文化祭を一般展示し、
町民の歴史学習に役立てます。

11月2日～3日 神川町中央公民館 無料
神川町生涯学習課
文化財担当
0495-77-2559

観覧自由

埼玉県 上里町
①

米作り体験教室
地産地消・食育推進として、田植えや稲刈り等の体験を通して農
業の素晴らしさと食の大切さを学ぶことを目的に実施しています。
田植えから始まり、かかし作り、稲刈り、天日干し、収穫祭と実施

6月15日～11月30日
（全4回）

指導者圃場、多目的スポーツホール、七本
木公民館

上里町教育委員会
生涯学習課生涯学習係
0495-35-1245

申込期日：5月17日
申込方法：学校配布・提出
参加費：千円

埼玉県 上里町
①

人権講演会
町民一人ひとりが人権問題に深い理解と関心と正しい認識を持て
るよう、講演会を開催します。また子どもたちの考えを聞くため、人
権作文の発表を行います。

11月16日 ワープ上里 無料
上里町教育委員会
生涯学習課生涯学習係
0495-35-1245

埼玉県 上里町
③

町民文化祭（展示発表の部）
文化協会所属団体が参加し、日頃の文化活動の成果を発表しま
す。また、町内の小中学生を対象とした俳句・書道展の作品も展
示し、子どもたちの日頃の学習成果も発表します。

9月上旬～11月下旬 上里町役場庁舎町民ホール他 無料
上里町中央公民館
0495-33-8628

埼玉県 上里町
①

町民体育祭
生涯スポーツ推進の一環として、町民が健康で明るい生活を実現
するために、競技種目やレクを通じて行政区を超えた町民相互の
交流を行います。

10月13日 堤調節池グランド 無料
上里町教育委員会
生涯学習課スポーツ振興係
0495-35-1245

埼玉県 上里町
① 公民館・児童館・男女共同参画

推進センターまつり
地区公民館利用団体の活動の成果発表などを行い、町民の地域
交流を深めます。

10月6日
賀美公民館、長幡公民館、七本木公民館

無料
上里町中央公民館
0495-33-8628

埼玉県 上里町
①

公民館・児童館まつり
地区公民館利用団体の活動の成果発表などを行い、町民の地域
交流を深めます。

10月20日 上里東公民館、神保原公民館 無料
上里町中央公民館
0495-33-8628

埼玉県 上里町
③

町民文化祭（芸能発表の部）
文化協会所属団体が参加し、日頃の芸能活動の成果を発表しま
す。

11月3日 ワープ上里 無料
上里町中央公民館
0495-33-8628

埼玉県 上里町
①

鮭の観察学習会
町内小学生を対象に神流川に遡上してきた鮭を観察します。鮭の
卵を配布し孵化させ、稚魚を育て2月に川へ放流します。

11月～2月 中央公民館、神流川沿岸 無料
上里町中央公民館
0495-33-8628

申込期日：調整中
申込方法：学校配布・提出
参加費：無料

埼玉県 川口市 ① 市内公民館地区文化祭
各公民館で活動しているサークル等による学習成果の発表や創
作作品の展示を行います。

10月5日～17日 市内32ヶ所の公民館 無料
生涯学習課
048-259-7655

無し

埼玉県 川口市 ① 生涯学習プラザ文化祭
生涯学習プラザで活動しているサークル等による学習成果の発表
や創作作品の展示を行います。

10月19日,20日 生涯学習プラザ 無料
生涯学習プラザ
048-253-1444

無し

埼玉県 川越市 ③
第16回川越市生涯スポーツ
フェスティバル

子供から高齢者まで、だれもがスポーツに親しむことのできるイベ
ントです。①ウォーキング②綱引き③スポーツふれあい④体力測
定の4つのコーナーで様々なスポーツを体験することができます。

11月3日 川越運動公園 無料
川越市スポーツ振興課
(049－224－6094)

9月上旬HP開設予定。(詳細はスポーツ振興
課までお問い合わせください。)

埼玉県 川越市 ③ 第68回川越市美術展覧会
川越市及び近隣地域の住民の方から、美術作品を公募し（日本
画、洋画・彫塑、工芸、書、写真）、入選作品を展示します。

第Ⅰ期：9月26日～30日
第Ⅱ期：10月3日～7日

川越市立美術館 無料
文化芸術振興課
(049－224－6157)

搬入日：9月15日(日)16(月)
搬入場所：川越市立美術館
出品料：一般2,000円・学生1,000円

埼玉県 川越市 ③ 第71回川越市民文化祭
川越市文化団体連合会に所属している団体が活動の成果を発表
します。「邦舞のつどい」ほか19事業が開催予定です。

10月6日～11月30日 ウェスタ川越大ホール　ほか

https://www.city.kawagoe.sait
ama.jp/kurashi/bunkakyoyo/b
unkashinko/bunkashinko71kai.
html

文化芸術振興課
(049－224－6157)

参加者の公募を行う事業もあります。詳しく
は文化芸術振興課まで。

埼玉県 川越市 ②③
川越市立美術館
図工・美術わくわくフェスタ

1 小・中学生の立体作品等を展示します。
2 市内中学校有志生徒によるインスタレーションを行います。
3 誰でも参加できるワークショップを行います。

11月2日～6日 川越市立美術館 無料
川越市立美術館
049-228-8080
bijutsu@city.kawagoe.saitama.jp

観覧自由・無料

埼玉県 川越市 ① 子育てサロンひつじ
子育ての孤立化を防ぐため自由参加の交流の場を提供します。
申込は不要ですので、当日直接おいでください。

11月7日 古谷公民館 無料
古谷公民館
049-235-1834

対象：0歳～幼児の親子　定員：20組

埼玉県 川越市 ① のびのび子育て教室
親の役割や親子の関わり方について学びます（託児あります）。事
前予約が必要です。

10月～11月（全3回） 古谷公民館
古谷公民館
049-235-1834

対象：8か月から2歳児の母親（市内在住在
勤）定員：15名

埼玉県 川越市 ① 親と子のふれあいタイム
子どもとふれあい、遊びながら、子育てについて学びます。事前予
約が必要です。

11月～12月（全3回） 古谷公民館
古谷公民館
049-235-1834

対象：1歳～3歳児の親子（市内在住在勤）定
員：10組

埼玉県 川越市 ①③ 古谷女性セミナー
心豊かな毎日を過ごすために、自分磨きと仲間づくりの場を提供
します。事前予約が必要です。

9月～12月（全8回）
10月2日,23日,11月6日,13
日,27日

古谷公民館
古谷公民館
049-235-1834

対象：市内在住在勤の女性　定員：50名

埼玉県 川越市 ① POPまつり 「10代におすすめの本」のPOPの募集をし、展示します。 10月下旬～11月上旬 高階図書館 049-238-7550 9月中旬から10月中旬まで

埼玉県 川越市 ①②
あきのどようスペシャルおはな
し会

絵本の読み聞かせなどを行います。 10月下旬 高階図書館 049-238-7550

埼玉県 川越市 ② 絵本講座
一般の人向けに、絵本や読み聞かせについての入門講座を行い
ます。

11月20日 高階図書館 049-238-7550

埼玉県 川島町 ①③
川島町生涯学習町民ふれあい
フェスティバル

ダンスや手品などの日ごろの生涯学習の成果発表や体験コー
ナー、バザーなどを行います。

11月3日 川島町民会館、川島町役場 無料
https://www.town.kawajima.sa
itama.jp/

川島町教育員会生涯学習課
049-299-1711

埼玉県 川島町 ①③
川島町中央文化展 幼児から中学生の図画等の作品展示、一般町民の絵画・書・俳

句・川柳・写真・陶芸・手芸等の展示を行います。
11月1日～5日 川島町民体育館 無料

https://www.town.kawajima.sa
itama.jp/

川島町教育員会生涯学習課
049-299-1711

埼玉県 川島町 ①③
かわじま音楽祭

コーラスや吹奏楽、器楽などたくさんの発表を行います。 11月16日 川島町民会館 無料
https://www.town.kawajima.sa
itama.jp/

かわじま音楽祭実行委員会事務局
049-297-1667

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 北本市 ③
第54回北本市市民文化祭舞台
発表　文化のつどい

市内で活動する、コーラス、器楽、舞踊、ダンス、演芸などの団体
が集い、日頃の練習の成果を発揮します。参加には事前申し込み
が必要です。

11月16日,17日,24日 北本市文化センター 無料
北本市教育委員会
生涯学習課生涯学習担当
048-594-5567

埼玉県 北本市 ③
第54回北本市市民文化祭芸術
展

絵画、書、写真、工芸、文芸、生け花などの市民の皆さんの作品
展示や、当日体験（茶会・短歌）があります。

11月7日～10日 北本市体育センター
北本市教育委員会
生涯学習課社会教育担当
048-594-5565

埼玉県 北本市 ①
令和元年度家庭教育講演会
「ハートピア21」

「ハートピア２１」では、子どもたちを取り巻く環境の中から様々な
問題を取り上げ、考える機会を提供しています。今年度は、講師
にサッカー元日本代表の福田正博氏をお招きし、お話しいただき

11月23日 北本市文化センター 無料
北本市教育委員会
生涯学習課社会教育担当
048-594-5565

入場整理券が必要。
日あり記問い合わせ先へ。

埼玉県 行田市 ① 第71回行田市文化祭

商工センターと産業文化会館で絵画・工芸・書・写真・絵手紙など
の作品展示、コミュニティセンターみずしろで茶会・華道展・短歌
会・将棋・囲碁大会を開催するなど、市内各所で文化団体連合会
所属団体の催しを行います。

11月1日～4日,21日,23日
行田市商工センター、行田市産業文化会
館、コミュニティセンターみずしろ、教育文
化センター「みらい」、埼玉公民館ほか

行田市教育委員会ひとつくり支援課
048-556-8319

対象：どなたでも
申込：茶会、囲碁・将棋大会は事前申込みあ
り

埼玉県 行田市 ①
第34回浮き城のまち行田少年
の主張大会

学校・家族・友達・地域・将来のこと、日頃考えていること、訴えた
いことなどについて、市内の小・中学生が発表します。

10月26日 行田市産業文化会館ホール 無料
行田市教育委員会ひとつくり支援課
048-556-8319

対象：市内小・中学生

埼玉県 行田市 ①
第14回彩の国21世紀郷土かる
た行田大会

楽しく遊びながら、歴史あるふるさと埼玉県を正しく学び、郷土を
愛する心や礼儀正しさを育てることを目的として、彩の国21世紀郷
土かるたを使用したかるた大会を行います。

11月16日 行田市総合体育館サブアリーナ
行田市教育委員会ひとつくり支援課
048-556-8319

対象：市内小学生全学年
申込：ひとつくり支援課

埼玉県 行田市 ① よろいをきよう
ボランティアの方の協力により、よろい(レプリカ)の着用体験をして
いただきます。大人用、子ども用のよろいがあります。

10月毎週日曜日,14日,11月3
日,4日,17日,23日,4日

行田市郷土博物館
http://www.city.gyoda.lg.jp/ky
oiku/iinkai/sisetu/hakubutuka
n.html

行田市郷土博物館
048－554－5911

参加自由

埼玉県 行田市 ①
第33回企画展「武家の姫君た
ち」

忍城・忍藩ゆかりの‟武家の姫君たち”にスポットをあて、彼女たち
自身やその周辺にまつわる史実や伝承を物語る資料を展示、紹
介します。

10月12日～11月24日 行田市郷土博物館
http://www.city.gyoda.lg.jp/ky
oiku/iinkai/sisetu/hakubutuka
n.html

行田市郷土博物館
048－554－5911

入館者はご自由にご覧いただけます。

埼玉県 行田市 ① 第68回市民体育祭
市内15地区の市民が参加し、健康の維持促進・スポーツ活動の
活発化を図ります。

10月28日
予備日：11月4日

行田市総合公園　自由広場 無料
行田市教育委員会スポーツ振興課
048-556-8336

地域の方ならどなたでも

埼玉県 行田市 ①
はつらつママさんバレーボール

バレーボールの世界大会やオリンピック等の出場経験者との親善
試合やバレーボール教室を開催します。

11月16日,17日 行田市総合体育館 無料
行田市教育委員会スポーツ振興課
048-556-8336

観覧はどなたでも

埼玉県 行田市 ① 地域公民館文化祭
各地域公民館（16か所）にて2日～3日間ずつ、公民館クラブの作
品展示、茶席等の体験、ダンス等の芸能発表を実施します。
須加公民館、星宮公民館、下忍公民館では菊花展も開催します。

10月18～20,26,27日
11月9,10,15～17,23～24日

忍・行田公民館、佐間公民館
長野公民館、桜ヶ丘公民館
星河公民館、持田公民館
荒木公民館、須加公民館
北河原公民館、埼玉公民館
星宮公民館、太井公民館
下忍公民館、太田公民館
地域文化センター、南河原公民館

無料

忍・行田公民館048-556-8674
佐間公民館048-553-1478
長野公民館048-553-1414
桜ヶ丘公民館048-556-6500
星河公民館048-553-1417
持田公民館048-553-1415
荒木公民館048-557-3506
須加公民館048-557-3507
北河原公民館048-557-3508
埼玉公民館048-559-0047
星宮公民館048-554-9963
太井公民館048-553-0766
下忍公民館048-553-1418
太田公民館048-559-4299
地域文化センター048-559-3051
南河原公民館048-557-3188

参加の公募はしておりません。当日の観覧、
体験教室への参加は自由です。

埼玉県 行田市 ① ぴよぴよおはなし会 未就学児を対象に、絵本や紙芝居などの読み聞かせをします。
毎月第1日曜日
10月6日,11月2日

VIVAぎょうだプレイルーム 無料
https://www.lib100.nexs-
service.jp/gyoda/

行田市立図書館
048-556-4227

埼玉県 行田市 ① こっこおはなし会 小学生を対象に、絵本や紙芝居などの読み聞かせをします。
毎月第3土曜日
10月19日,11月16日

VIVAぎょうだプレイルーム 無料
https://www.lib100.nexs-
service.jp/gyoda/

行田市立図書館
048-556-4227

埼玉県 行田市 ① 親子の絵本講座
絵本の読み聞かせと、歌遊びなどを親子一緒に体験したり、子育
てについて講師を交えてグループトークを行います。

10月4日,11日 中央公民館レクリエーション室 無料
https://www.lib100.nexs-
service.jp/gyoda/

行田市立図書館
048-556-4227

館内掲示・ホームページ等で募集予定

埼玉県 行田市 ① 定例おはなし会 各ボランティアによる絵本・紙芝居などの読み聞かせをします。

毎月第1・2・4土曜日
第3日曜日
10月5日,12日,20日,26日
11月2日,9日,17日,23日

VIVAぎょうだプレイルーム 無料
https://www.lib100.nexs-
service.jp/gyoda/

行田市立図書館
048-556-4227

埼玉県 行田市 ① 英語であそぼう 幼児・小学生を対象に、英語の歌遊びや読み聞かせを行います。
毎月第3日曜日
10月20日,11月17日

VIVAぎょうだプレイルーム 無料
https://www.lib100.nexs-
service.jp/gyoda/

行田市立図書館
048-556-4227

埼玉県 行田市 ① たまごおはなし会
0･1･2歳児を対象に絵本やパネルシアターなどの読み聞かせをし
ます。

毎月第2・3水曜日
10月9日,16日,11月13日,20日

VIVAぎょうだプレイルーム 無料
https://www.lib100.nexs-
service.jp/gyoda/

行田市立図書館
048-556-4227

埼玉県 行田市 ① 定例子ども映画会
「①ハローキティのシンデレラ」「②ぽこぽんのゆかいな西遊記」を
上映します。

毎月第2日曜日
①10月13日②11月10日

教育文化センター「みらい」
1階和室

無料
https://www.lib100.nexs-
service.jp/gyoda/

行田市立図書館
048-556-4227

埼玉県 行田市 ① 図書館シネマ倶楽部 「①弟の夫」「②奥様は魔女」を上映します。
毎月第4日曜日
①10月27日②11月24日

行田市視聴覚ライブラリー
映像ホール

無料
https://www.lib100.nexs-
service.jp/gyoda/

行田市立図書館
048-556-4227

埼玉県 行田市 ① 市制施行70周年特別映画会 「おまえうまそうだな」を上映します。 10月14日
行田市視聴覚ライブラリー
映像ホール

無料
https://www.lib100.nexs-
service.jp/gyoda/

行田市立図書館
048-556-4227

埼玉県 行田市 ① 読書週間特別映画会 「レ・ミゼラブル」を上映します。 11月3日
行田市視聴覚ライブラリー
映像ホール

無料
https://www.lib100.nexs-
service.jp/gyoda/

行田市立図書館
048-556-4227

埼玉県 行田市 ① 大人のための朗読会
一般成人向けに小説等を耳から聴くことの楽しさを知ってもらうた
め、行田朗読の会の協力のもと朗読会を開催します。

11月19日 中央公民館第1学習室 無料
https://www.lib100.nexs-
service.jp/gyoda/

行田市立図書館
048-556-4227

館内掲示・ホームページ等で募集予定

埼玉県 久喜市 ① 久喜市PTA人権教育研修会
様々な人権問題について、正しい理解と認識を深めるとともに、人
権意識の高揚を図り、差別意識を解消しお互いを尊重し合う差別
のない明るい地域社会をつくることを目的にした講演会です。

11月21日 菖蒲文化会館 無料
久喜市生涯学習課
0480-22-5555

市内在住・在勤・在学者

埼玉県 久喜市 ① 第10回市民大学公開講座
一般の方も自由に聴講できる公開講座です。第10回目は「菖蒲の
遺跡と文化財」をテーマに実施します。

10月5日 菖蒲文化会館 無料
久喜市生涯学習課
0480-22-5555

対象：市内在住・在勤・在学の方
定員：40名（先着順）

埼玉県 久喜市 ① 第11回市民大学公開講座
一般の方も自由に聴講できる公開講座です。第11回目は「防ごう
特殊詐欺」をテーマに実施します。

11月2日 中央公民館視聴覚室 無料
久喜市生涯学習課
0480-22-5555

対象：市内在住・在勤・在学の方
定員：40名（先着順）

埼玉県 久喜市 ① 第12回市民大学公開講座
一般の方も自由に聴講できる公開講座です。第12回目は「高齢者
介護の現状について」をテーマに実施します。

11月16日
ふれあいセンター久喜
会議室1,2

無料
久喜市生涯学習課
0480-22-5555

対象：市内在住・在勤・在学の方
定員：40名（先着順）

埼玉県 久喜市 ① 高齢者大学作品展示会
高齢者大学学生が作成した作品を展示し、一般公開する展示会
です。

10月26日,27日
中央公民館
視聴覚室

無料
久喜市生涯学習課
0480-22-5555

どなたでも入場できます

埼玉県 久喜市 ③
埼玉県芸術文化祭2019地域文
化事業「｢音楽の街･久喜市｣
吹奏楽フェスティバル」

吹奏楽団体の発表の場と市民および県民に質の高い音楽を鑑賞
する機会を提供します。

11月10日
久喜総合文化会館
大ホール

無料
久喜市生涯学習課
0480-22-5555

参加団体の公募はしておりません。当日はど
なたでも入場できます。

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61回「教育・文化週間」関連行事

埼玉県 久喜市 ③ 久喜市美術展 広く市民に発表と鑑賞の機会を提供します。

①絵画・彫刻・工芸
9月26日～30日
②書　10月23日～27日
③写真　11月13日～18日

久喜総合文化会館
広域文化展示室・視聴覚ライブラリー室・研
修室3

久喜市生涯学習課
0480-22-5555

15歳以上の市内在住・在勤・在学者(中学生
は除く)
(広報により募集案内）

埼玉県 久喜市 ① 中央地区市民体育祭
地域住民が、相互に親睦を深め、スポーツ・レクリエーション活動
への意識を高め、健康・体力を増進することを目的に、体育祭を
実施します。

11月3日 久喜小学校校庭 無料
中央公民館
0480-21-1550

一般の方は、見学のみ可能です。

埼玉県 久喜市 ① 中央公民館利用団体作品展
公民館を利用しているサークル団体の日頃の活動成果を展示し
ます。同時に来館者を対象に手工芸などの創作体験教室を開催

11月16日～17日 中央公民館 無料
中央公民館
0480-21-1550

参加団体の公募はしておりません。当日の観
覧、体験教室への参加は自由です。

埼玉県 久喜市 ① 青葉地区市民体育祭
地域住民が、相互に親睦を深め、スポーツ・レクリエーション活動
への意識を高め、健康・体力を増進することを目的に、体育祭を
実施します。

10月27日 青毛小学校校庭 無料
東公民館
0480-21-8030

一般の方は、見学のみ可能です。

埼玉県 久喜市 ① おもちゃの教室
親子間のコミュニケーションのより一層の充実を図るため、親子で
一緒におもちゃを作ります。

11月16日 青葉公民館
東公民館
0480-21-8030

市内小学3年生以上の親子20組
(広報により募集案内）

埼玉県 久喜市 ① 南公民館まつり
公民館を利用している団体や地域で活動している団体や個人の
絵画、書、手工芸等の作品を展示します。また、クリスマスリース・
お正月飾り教室、うどん打ち講習会なども開催します。

11月9日,10日
農村センター(南公民館)、ＪＡ南彩久喜江面
支店会議室

無料
中央公民館
0480-21-1550

参加団体の公募はしておりません。当日の観
覧、体験教室への参加は自由です。

埼玉県 久喜市 ①② ふれあい鑑賞会
学校吹奏楽部による演奏や、地域で活動する団体、サークル等の
演技を鑑賞します。

10月19日 清久小学校 無料
西公民館
0480-25-5321

参加団体の公募はしておりません。当日の観
覧は自由です。

埼玉県 久喜市 ① 歩いてリフレッシュ 心身ともにリフレッシュし、健康増進を図るため散策を行います。 11月21日 栃木県栃木市
西公民館
0480-25-5321

市内在住・在勤の方
(広報により募集案内）

埼玉県 久喜市 ① 東地区市民体育祭
地域住民が、相互に親睦を深め、スポーツ・レクリエーション活動
への意識を高め、健康・体力を増進することを目的に、体育祭を
実施します。

10月6日 太田小学校校庭 無料
東公民館
0480-21-8030

一般の方は、見学のみ可能です。

埼玉県 久喜市 ① 大人の社会科見学
地域住民の教養向上を図るため、日本経済を牽引する企業の工
場を見学し先端技術について学びます。

11月5日 東京都大田区
東公民館
0480-21-8030

市内在住・在勤・在学の方
20名・抽選あり
(広報により募集案内）

埼玉県 久喜市 ① お月見茶会
茶会を通じて茶道の作法を学ぶとともに、伝統文化の情緒豊かな
ひと時を過ごします。

10月5日 森下公民館
森下公民館
0480-85-7811

当日先着順50名

埼玉県 久喜市 ① 菖蒲地区体育祭
地域住民が、相互に親睦を深め、スポーツ・レクリエーション活動
への意識を高め、健康・体力を増進することを目的に、体育祭を
実施します。

10月27日 菖蒲中学校校庭 無料
森下公民館
0480-85-7811

一般の方は、見学のみ可能です。

埼玉県 久喜市 ① 冬の料理教室
旬の野菜や果物を使った料理を作るとともに、参加者の交流を図
ります。

11月下旬予定 森下公民館
森下公民館
0480-85-7811

市内在住・在勤の方
(広報により募集案内）

埼玉県 久喜市 ① ヒップホップダンス教室
ヒップホップダンスの技術とリズム感を学ぶとともに、住民にとって
交流とふれあいの場となるよう開催するものです。

11月10日 栗橋公民館
栗橋公民館
0480-52-0061

市内小学生
(広報により募集案内）

埼玉県 久喜市 ① ふるさと料理教室
地域に根づいた料理を作るとともに、参加者の交流と調理室の利
用促進を図ります。

11月9日 栗橋公民館
栗橋公民館
0480-52-0061

市内在住・在勤の方
(広報により募集案内）

埼玉県 久喜市 ① 栗橋地区体育祭
地域住民が、相互に親睦を深め、スポーツ・レクリエーション活動
への意識を高め、健康・体力を増進することを目的に、体育祭を
実施します。

10月6日 南栗橋スポーツ広場 無料
栗橋公民館
0480-52-0061

一般の方は、見学のみ可能です。

埼玉県 久喜市 ① パッチワーク教室
パッチワークについて学ぶとともに、参加者相互の交流を図りま
す。

10月～11月
全3回予定

栗橋公民館
栗橋公民館
0480-52-0061

市内在住・在勤の方
(広報により募集案内）

埼玉県 久喜市 ①
楽しくみんなでふれあいスポー
ツ

軽い運動を行うことで、参加者の健康維持に努めるとともに、参加
者相互の交流を図ります。

11月13日
※予備日11月18日

いきいき活動センター
しずか館運動場

無料
栗橋公民館
0480-52-0061

市内在住・在勤の方
(広報により募集案内）

埼玉県 久喜市 ① 利用団体一日体験教室
公民館利用団体の活動発表の機会を提供し、利用団体の会員増
加の促進を図るとともに、体験教室を通して市民の生涯学習推進
の一助とするものです。

11月24日 栗橋公民館 無料
栗橋公民館
0480-52-0061

参加団体の公募はしておりません。当日の観
覧、体験教室への参加は自由です。

埼玉県 久喜市 ① 鷲宮地区体育祭
地域住民が、相互に親睦を深め、スポーツ・レクリエーション活動
への意識を高め、健康・体力を増進することを目的に、体育祭を
実施します。

10月13日 鷲宮運動広場 無料
鷲宮公民館
0480-58-8144

一般の方は、見学のみ可能です。

埼玉県 久喜市 ① 健康リフレッシュ講座
健康をテーマとした教室を通して、心身の健康を図ります。あわせ
て参加者同士の交流を深めることもねらいとします。

10月24,31日
11月7日

鷲宮公民館 無料
鷲宮公民館
0480-58-8144

市内在住・在勤の方
(広報により募集案内）

埼玉県 久喜市 ①
公民館利用団体・サークル一
日体験教室

公民館利用団体の活動発表の機会を提供し、利用団体の会員増
加の促進を図るとともに、体験教室を通して市民の生涯学習推進
の一助とするものです。

11月17日 鷲宮公民館 無料
鷲宮公民館
0480-58-8144

参加団体の公募はしておりません。当日の観
覧、体験教室への参加は自由です。

埼玉県 熊谷市 ①③
2019ウインドオーケストラin熊
谷

市内吹奏楽団体による演奏会です。 10月6日 熊谷文化創造館さくらめいと 無料
熊谷市教育委員会社会教育課
048-524-1111

どなたでも観覧可能。

埼玉県 熊谷市 ③ 第12回地域伝統芸能今昔物語
市指定無形民俗文化財と地域に根ざした一般伝統芸能の共演発
表を行います。観覧は自由です。

11月23日 熊谷文化創造館「さくらめいと」 無料
熊谷市立江南文化財センター
048-536-5062

参加者の公募はしておりません。

埼玉県 熊谷市 ① パッチワーク教室
パッチワーク初心者を対象に作品製作を通じて作り上げる楽しさ
を伝えます。

10月1,15,29日
11月12,26日（全5回）

熊谷市中央公民館
熊谷市中央公民館
048-523-0895

熊谷市発行の市報9月号をごらんください。

埼玉県 熊谷市 ① 第11回熊谷将棋まつり 将棋愛好者が互いに腕を競い、交流を深めます。 10月5日,6日 熊谷市中央公民館
熊谷市中央公民館
048-523-0895

熊谷市発行の市報9月号をごらんください。

埼玉県 熊谷市 ① 陶芸教室
陶芸初心者に作品制作を通して創造の楽しさを味わってもらいま
す。

11月1日,8日,29日,12月6日 熊谷市スポーツ・文化村くまぴあ
熊谷市中央公民館
048-523-0895

熊谷市発行の市報10月号をごらんください。

埼玉県 熊谷市 ①
古典文学講座～初めて学ぶ
「枕草子」～

古典の名作である「枕草子」に焦点を当てやさしく解説します。
10月23,30日
11月6,13,27日

熊谷市中央公民館
熊谷市中央公民館
048-523-0895

熊谷市発行の市報9月号をごらんください。

埼玉県 熊谷市 ① おしゃれにシャンソン
プロのシャンソン歌手と一緒にシャンソンを歌い、その楽しさや旋
律の美しさを体験します。

11月5日,19日,26日（全3回） 熊谷市中央公民館
熊谷市中央公民館
048-523-0895

熊谷市発行の市報10月号をごらんください。

埼玉県 熊谷市 ① 鉛筆デッサン入門教室
初めて鉛筆デッサンをする人にも技法やコツを易しく解説し作品を
描いていきます。

11月上旬～（全5回） 熊谷市中央公民館
熊谷市中央公民館
048-523-0895

熊谷市発行の市報10月号をごらんください。

埼玉県 熊谷市 ① チェアーエクササイズ
足腰に不安のある人でも毎日行うことの出来るエクササイズを学
びます。

11月15日,22日,29日（全3回） 熊谷市中央公民館
熊谷市中央公民館
048-523-0895

熊谷市発行の市報10月号をごらんください。

埼玉県 熊谷市 ②③ 第32回星霜祭（学園祭）
学生運営による、各種イベント、模擬店、企画展示などを予定して
います。

11月2日,3日,4日 立正大学熊谷キャンパス
立正大学星霜祭実
行委員会

https://seisousai.jimdo.com/
立正大学学生生活課
048-536-6012

埼玉県 鴻巣市 ③
市民文化祭
囲碁大会

日本棋院吹上支部による囲碁の対局を行います。※参加費有料 10月20日 吹上生涯学習センター
鴻巣市生涯学習課
048-544-1216

参加自由

埼玉県 鴻巣市 ③
市民文化祭
秋の茶会

鴻巣茶道連盟によるお茶会を行います。※お茶席有料 10月25日,26日 鴻巣市立総合体育館
鴻巣市生涯学習課
048-544-1216

参加自由

埼玉県 鴻巣市 ① 鴻巣市生涯学習フェスティバル
体験コーナーやパネル展示、小ホールでの演技発表などを行いま
す。

11月23日 鴻巣市文化センタークレアこうのす 無料
鴻巣市生涯学習課
048-544-1216

参加募集は広報
鑑賞自由

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 鴻巣市 ③ 須田剋太展
鴻巣市（吹上地域）は、須田剋太生誕地であることから、地域文化
の振興に寄与することを目的として行います。

10月26日～11月2日 吹上生涯学習センター 無料
鴻巣市生涯学習課
048-544-1216

鑑賞自由

埼玉県 鴻巣市 ①
田間宮生涯学習センター児童
センターまつり

サークル活動の発表や展示で生涯学習の取り組みを紹介します。 11月16日,17日 田間宮生涯学習センター 無料
田間宮生学習センター
048-596-0137

左問い合わせ先にて参加受付をします。

埼玉県 鴻巣市 ①
箕田公民館・児童センターまつ
り

公民館利用サークルや一般公募者による作品の展示・合同芸能
など日頃の成果を発表します。

11月2日,3日 箕田公民館、　箕田児童センター 無料
鴻巣市箕田公民館
048-596-0602

一般の作品公募は箕田公民館・児童セン
ターまで

埼玉県 越谷市 ①③ 折り紙教室
越谷市保存民家「大間野町旧中村家住宅」において、折り紙教室
を実施します。

10月9日,23日,11月6日 大間野町旧中村家住宅 無料
生涯学習課
048-963-9315

電話にて事前申込み（応募者多数の場合は
抽選）

埼玉県 越谷市 ①③ 木目込人形づくり
越谷市保存民家「大間野町旧中村家住宅」において、木目込人形
づくりを実施します。

10月10日,17日 大間野町旧中村家住宅
生涯学習課
048-963-9315

電話にて事前申込み（応募者多数の場合は
抽選）

埼玉県 越谷市 ①③ 開館記念イベント
越谷市保存民家「大間野町旧中村家住宅」の開館記念イベントと
して、お茶会や昔の遊び体験等を実施します。

11月14日 大間野町旧中村家住宅 無料
生涯学習課
048-963-9315

自由参加
（お茶会は先着100人）

埼玉県 越谷市 ①③ 昔なつかしいお手玉を作ろう
越谷市指定有形文化財「旧東方村中村家住宅」において、お手玉
づくりを実施します。

10月5日 旧東方村中村家住宅
生涯学習課
048-963-9315

電話にて事前申込み（応募者多数の場合は
抽選）

埼玉県 越谷市 ①③ 開館記念「秋のお茶会」
越谷市指定有形文化財「旧東方村中村家住宅」の開館記念イベ
ントとしてお茶会を開催します。

10月中旬の土曜日または日
曜日（予定）

旧東方村中村家住宅 無料
生涯学習課
048-963-9315

先着100人

埼玉県 越谷市 ①③ わら細工づくり（仮）
越谷市指定有形文化財「旧東方村中村家住宅」において、わら細
工づくりを実施します。

11月9日 旧東方村中村家住宅
生涯学習課
048-963-9315

電話にて事前申込み（応募者多数の場合は
抽選）

埼玉県 越谷市 ③ 第17回こしがや能楽の会 市内で活動する能楽関係団体による発表会を開催します。 10月20日 越谷市日本文化伝承の館こしがや能楽堂 無料
生涯学習課
048-963-9307

参加の公募はしておりません。入退場は自由
です。

埼玉県 越谷市 ③ 第51回越谷市民文化祭
様々な文化に親しむ市民の皆様が日頃の文化活動の成果を発表
します。

11月21日～24日 越谷コミュニティセンター 無料
生涯学習課
048-963-9307

参加の公募は6月10日(月)～24日(月)で実施
をいたしました。入退場は自由です。

埼玉県 越谷市 ④ アルミスタンプ アルミ板を化学反応で溶かして、スタンプを作ります。

10月1日～31日の期間
平日14：00～
土・日曜日・祝日
①10：00～②14：00～

越谷市科学技術体験センター
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

定員16名（当日申込み順）
対象：小学4年生～大人

埼玉県 越谷市 ④ おもしろ絵かざり
発泡プラスチックに絵の具で絵や文字を描き、電熱器で熱を加え
ると絵や文字が浮かび上がる飾りを作ります。

10月1日～31日の期間
平日14：00～
土・日曜日・祝日
①10：00～②14：00～

越谷市科学技術体験センター
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

対象：小学1年生～小学3年生
定員12名（当日申込み順）

埼玉県 越谷市 ④ ３Ｄビューア
右目と左目の視点のずれを利用して写真を立体的に見ることので
きる3Dビューアを作ります。

10月1日～31日の期間
①11：30～②15：30～

越谷市科学技術体験センター
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

対象：小学4年生～大人
定員16名（当日申込み順）

埼玉県 越谷市 ④ ３Ｄで見てみよう
2枚の写真を特別なめがねでのぞいて、立体的な写真を楽しみま
す。

10月1日～31日の期間
①11：30～②15：30～

越谷市科学技術体験センター
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

対象：小学1年生～小学3年生
定員12名（当日申込み順）

埼玉県 越谷市 ④ 結晶の雪を降らせよう 化学反応を利用して、試験管の中で結晶の雪を降らせます。

11月1日～30日の期間
平日14：00～
土、日曜日、祝日
①10：00～②14：00～

越谷市科学技術体験センター
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

定員16対象：小学4年生～大人
名（当日申込み順）

埼玉県 越谷市 ④ カラフルたまご
化学反応を利用して、つぶつぶの小さくてカラフルなたまごを生み
出します。

11月1日～30日の期間
平日14：00～
土、日曜日、祝日
①10：00～②14：00～

越谷市科学技術体験センター
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

対象：小学1年生～小学3年生
定員12名（当日申込み順）

埼玉県 越谷市 ④ 箱形モーター 簡単な模型を作成し、モーターの動く原理を理解します。
11月1日～30日の期間
①11：30～②15：30～

越谷市科学技術体験センター
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

対象：小学4年生～大人
定員16名（当日申込み順）

埼玉県 越谷市 ④ ファラデーモーター
電気の流れと磁石のはたらきで力が生まれてまわりだすモーター
を工作します。

11月1日～30日の期間
①11：30～②15：30～

越谷市科学技術体験センター
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

対象：小学1年生～小学3年生
定員12名（当日申込み順）

埼玉県 越谷市 ④
第2回　大人のための身近な生
物学講座

「生き物とは何でしょう？」ということをベースにして「私たちの体」
について考えます。歴史や文化に触れながらヒトを含めた「生き
物」がどんなにすばらしい力をもった存在なのかの理解を深める
講座です。（4回シリーズ）

10月1日,16日,29日,11月6日
10：00～12：00

越谷市科学技術体験センター 無料
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

申込：9月5日(木）9：00～直接（1階事務室）
またはTELにて科学技術体験センターへ
定員：40名（申込順）
対象：大人

埼玉県 越谷市 ④
県立越谷総合技術高校の「手
作りすもうロボット」

牛乳パックや紙コップなどに２個のモーターを付け、自分で工夫し
たロボットを手作りします。

10月5日
13：30～15：30

越谷市科学技術体験センター
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

申込：9月5日(木）9：00～直接（1階事務室）
またはTELにて科学技術体験センターへ
定員：12組（申込順）
対象：小学1～2年生と保護者

埼玉県 越谷市 ④
コンクリートで人形を作ってみ
よう～ものづくり大学～

コンクリートにはどのような種類があるのか、また、どんな場所に
使われているのかを学び、超速硬コンクリートを使って人形作りを
します。

10月6日
13：30～15：30

越谷市科学技術体験センター 無料
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

申込：9月5日(木）9：00～直接（1階事務室）
またはTELにて科学技術体験センターへ
定員：30名（申込順）
対象：小学1～6年生

埼玉県 越谷市 ④
ＤＩＹ木工教室Ⅱ
「釘を使わず鍋敷きを作ろう」

「のみ」と「胴つきのこぎり」を使って、同じ大きさ・形の組み木を6つ
作り、それを組み合わせて鍋敷きを完成させます。

10月12日
9：30～12：00

越谷市科学技術体験センター
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

申込：9月12日(木）9：00～直接（1階事務室）
またはTELにて科学技術体験センターへ
定員：12名（申込順）
対象：小4～大人

埼玉県 越谷市 ④
ポラスの木工教室「クリスマス
ツリーづくり」

余った木材などを使って、クリスマスツリーを作ります。
10月13日
10：00～12：00

越谷市科学技術体験センター 無料
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

申込：9月12日(木）9：00～直接（1階事務室）
またはTELにて科学技術体験センターへ
定員：16名（申込順）
対象：小学3～6年生

埼玉県 越谷市 ④ ふれあい動物コーナー
モルモット、ドジョウ、クサガメ、オカメインコなど、見て触れるイベ
ントや動物について答えるクイズを開催します。

10月13日
10：00～12：00

越谷市科学技術体験センター 無料
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

会場にて随時受付
対象：どなたでも

埼玉県 越谷市 ④ おもしろ浮沈子 浮沈子のしくみを学び、様々な浮沈子を作って遊びます。
10月14日
9：30～12：00

越谷市科学技術体験センター
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

申込：9月12日(木）9：00～直接（1階事務室）
またはTELにて科学技術体験センターへ
定員：12名（申込順）
対象：小学4年生～大人

埼玉県 越谷市 ④
さいたま実験理科教室③「空
気の力を感じよう」

さまざまな体験を通して、空気の力を体感します。
10月19日
10：00～12：00

越谷市科学技術体験センター
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

申込：9月19日(木）9：00～直接（1階事務室）
またはTELにて科学技術体験センターへ
定員：30名（申込順）
対象：小学1年生～大人

埼玉県 越谷市 ④ 東大ＣＡＳＴのサイエンスショー
東京大学の学生の皆さんが科学の楽しさを伝えるサイエンス
ショーを行います。

10月20日
①11：30～②14：30～

越谷市科学技術体験センター 無料
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

予約不要
定員：各回200名
対象：どなたでも

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 越谷市 ④
分解と組み立てで学ぶパソコ
ンのしくみ

パソコンの分解・組み立てを体験します。
10月20日
13：30～16：30

越谷市科学技術体験センター
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

申込：9月19日(木）9：00～
直接（1階事務室）または
TELにて科学技術体験センターへ
定員：21名（申込順）
対象：小5～大人

埼玉県 越谷市 ④
映像編集講座（レベルアップ
編）

パソコンを使った、静止画や動画の編集、メディア（ＣＤ，ＤＶＤ）へ
の書き込みの方法を学びます。

10月26日,11月2日
9：30～12：00 越谷市科学技術体験センター

http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

申込：9月26日(木）9：00～直接（1階事務室）
またはTELにて科学技術体験センターへ
定員：15名（申込順）
対象：小学4年生～大人

埼玉県 越谷市 ④ ロープをのぼる凧 風を使わずに揚げられる凧の工作をします。
10月27日
9：30～11：30 越谷市科学技術体験センター

http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

申込：9月26日(木）9：00～直接（1階事務室）
またはTELにて科学技術体験センターへ
定員：12名（申込順）
対象：小学3～6年生

埼玉県 越谷市 ④
ミラクルのプログラミング教室
②

スクラッチというソフトを使ってプログラミングを学びます。プログラ
ムで命令し、ネコのキャラクターを動かします。

11月3日
9：30～15：00

越谷市科学技術体験センター 無料
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

申込：10月5日(土）9：00～17：00直接
（1階事務室）またはTELにて
科学技術体験センターへ
抽選発表：10月6日（日）（公開制）
定員：6名（抽選）
対象：小学4～6年生

埼玉県 越谷市 ④
コンピュータでロボットを操ろう
①入門編②挑戦編

ＡＩロボットのモータやランプを制御するプログラムを作ります。「入
門編」では、各種センサを使って、基本の動きを練習します。｢挑戦
編｣では、各種センサを使ったプログラムでゲームをします。

11月10日
①9：30～11：30　②13：00～
15：00

越谷市科学技術体験センター 無料
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

申込：10月10日(木）9：00～直接（1階事務室）
またはTELにて科学技術体験センターへ
定員：6名
対象：小学5年生～中学3年生

埼玉県 越谷市 ④
「ぜんぶ見せます！　サイエン
スショー」

ミラクルで毎日行っている不思議な実験ショーを、60分のロング
バージョンでお楽しみいただけます。

11月14日
①10：45～  ②14：45～

越谷市科学技術体験センター 無料
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

申込：当日、開始20分前から受付
定員：各回200名（先着順）

埼玉県 越谷市 ④ 旋盤で作る金属コマ
旋盤は、材料を高速回転させ、刃物やドリルを使って金属などを
加工する工作機械です。この機械を使って金属のコマを作ります。
ＮＣフライス盤もご覧いただけます。

11月14日
①10：00～  ②14：00～

越谷市科学技術体験センター 無料
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

申込：10月10日(木）9：00～直接（1階事務室）
またはTELにて科学技術体験センターへ
定員：4名
対象：小学4年生～大人

埼玉県 越谷市 ④
ＮＣフライス盤でイニシャルスト
ラップ作り

自分で書いた名前を座標に落とし、ＮＣフライス盤に入力して木札
に彫っていきます。

11月14日
①10：00～  ②14：00～

越谷市科学技術体験センター 無料
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

申込：10月10日(木）9：00～直接（1階事務室）
またはTELにて科学技術体験センターへ
定員：4名
対象：小学1年生～大人

埼玉県 越谷市 ④
蛍光Ｘ線分析装置で身近なも
のを調べよう

蛍光Ｘ線分析装置を使い、参加者が持ち込んだ物質や、あらかじ
め用意した硬貨などの材質を分析します。

11月14日
①10：00～  ②14：00～

越谷市科学技術体験センター 無料
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

申込：当日、直接会場へ
対象：どなたでも

埼玉県 越谷市 ④
みんなあつまれ！かがくであ
そぼう☆彡

ふだん学校の授業ではできない実験や工作などを体験することが
できます。

11月14日
10：00～15：00

越谷市科学技術体験センター
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

予約不要
会場にて随時受付　定員：300名程度
＊材料がなくなり次第終了
対象：3才～大人（未就学児は保護者同伴）

埼玉県 越谷市 ④ 自作モーターカー
モーターを自作し、それを動力とした車を製作します。（2回シリー
ズ）

11月16日,12月1日
9：30～12：00

越谷市科学技術体験センター
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

申込：10月10日(木）9：00～直接（1階事務室）
またはTELにて科学技術体験センターへ
定員：12名
対象：小学4年生～大人

埼玉県 越谷市 ④
廃食油を利用したエコアロマ
キャンドル

天ぷら料理などのあと残ってしまった廃食油を利用して、エコなア
ロマキャンドルを作ります。
また、環境を守るために、廃食油をどのように再利用しているかを
学ぶことができます。

11月17日
10：00～12：00

越谷市科学技術体験センター
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

申込：10月10日(木）9：00～直接（1階事務室）
またはTELにて科学技術体験センターへ
定員：24名
対象：小学3年生～大人

埼玉県 越谷市 ④
日本工業大学おもしろ科学実
験

日本工業大学の服部教授が、特別な装置を使って、他では見られ
ない科学実験を披露していただきます。

11月23日
①11：30～  ②14：30～

越谷市科学技術体験センター 無料
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

当日、直接会場へ
定員：各回100名（先着順）
対象：どなたでも

埼玉県 越谷市 ④
クリスマスに飾るパナソニック
のＬＥＤツリー作り教室

ツリー型のＬＥＤライトを使って、クリスマスツリーを作る工作をしま
す。

11月30日
①10：00～  ②13：30～

越谷市科学技術体験センター
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

申込：10月31日(木）9：00～直接（1階事務室）
またはTELにて科学技術体験センターへ
定員：各回24名
対象：小学1年生～中学3年生

埼玉県 越谷市 ④
天体観望会「地球照と冬の星
座を観察しよう」

当館の屋上から天体望遠鏡を使って地球照と星座の観察を行い
ます。

11月30日
17：30～19：30

越谷市科学技術体験センター 無料
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

申込：10月31日(木）9：00～直接（1階事務室）
またはTELにて科学技術体験センターへ
定員：30名
対象：小学1年生～大人

埼玉県 越谷市 ④
子どもや孫と楽しめる科学あそ
び「どんぐり遊び」

専門的なものは使わずに、お家でお子さん、お孫さんとも気軽に
楽しめる科学あそびを提案します。

11月21日
10：00～11：30

越谷市科学技術体験センター
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

越谷市科学技術体験センター
048-961-7171)

申込：10月24日(木）9：00～直接（1階事務室）
またはTELにて科学技術体験センターへ
定員：24名
対象：大人

埼玉県 越谷市 ③ 桜井地区文化祭
地区住民の文化に対する理解と相互の交流を深め、豊かな人間
性を養い、文化の向上を図ることを目的に開催します。

11月16日,17日 桜井地区センター・公民館
桜井地区センター・公民館
048-970-7600

展示等の参加は桜井地区センターを拠点に
活動している団体等を対象としています。観
覧については自由です。

埼玉県 越谷市 ①
桜井地区ふれあい環境フェス
タ

地域のみどりの保全や整備、環境に配慮した暮らしの普及啓発を
進めるとともに、未来を担う子ども達が世代を超えて地域の人たち
と交流する機会を提供し、地域の文化や課題を一緒に楽しみなが
ら考えていくことを目的とし実施します。

10月20日 桜井地区センター・公民館
桜井地区センター・公民館
048-970-7600

観覧については自由です。

埼玉県 越谷市 ① 第46回新方地区文化祭
地区内クラブ・サークルの一年間の活動の集大成として、その成
果を発表し、住民の社会教育事業への理解と認識を深めることを
目的に開催します。

11月16日,17日 新方地区センター・公民館 無料
新方地区センター・公民館
048-971-0800

新方公民館を拠点に定期的に活動している
クラブ・サークル

埼玉県 越谷市 ① 第7回新方地区フェスタ
地域社会が広く会することにより、明るく豊かな地域社会の形成と
発展に寄与することを目的に開催します。

11月17日 新方地区センター・公民館周辺 無料
新方地区センター・公民館
048-971-0800

模擬店・フリーマーケット出店：新方地区在住
の個人、グループ等　絵画コンテスト：新方地
区内在住在学の小中学生

埼玉県 越谷市 ①③ 増林地区文化祭
公民館で活動しているクラブ・サークルの一年間の学習成果を発
表し、地域の方々とのコミュニティづくりに役立てます。

11月16日,17日 増林地区センター・公民館 無料
増林地区センター・公民館
048-962-2855

見学自由

埼玉県 越谷市 ①
2019ときめきチャレンジましば
やし

ふれあい豊かな地域社会を創造するために、構成団体、協力団
体の相互の連携と協調を図り、増林地区のコミュニティづくりを推

11月17日 増林地区センター・公民館 無料
増林地区センター・公民館
048-962-2855

見学自由

埼玉県 越谷市 ① 指編み講習会 指を使って帽子やマフラーを楽しく編みます。 9月下旬～10月上旬 大袋公民館
大袋地区センター・公民館
048-975-3952

予約先：大袋公民館まで
定員：10名

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 越谷市 ① 大袋地区体育祭
地区の老若男女が相互協力のもとにスポーツ・レクリエーションを
通して交流と親睦を図り、健康維持と体力の増進に努め、明るい
市民生活の向上を図ります。

10月6日 大袋中学校 無料
大袋地区センター・公民館
048-975-3952

予約先：大袋公民館まで
自治会単位で申込み

埼玉県 越谷市 ① フラダンス講習会
フラの音楽に合わせて踊ることで、感情表現を覚えたり、健康づく
りができます。

10月中旬 千間台記念会館 無料
大袋地区センター・公民館
048-975-3952

予約先：大袋公民館まで
定員：20名

埼玉県 越谷市 ①③ 大袋地区文化祭 地区内で活動している団体が日頃の活動の成果を発表します。 11月16日,17日 北部市民会館
大袋地区センター・公民館
048-975-3952

予約先：大袋公民館、千間台記念会館
北部市民会館まで
地区内で活動している各種団体

埼玉県 越谷市 ① 木目込み人形講習会
人形づくりを通して日本文化の伝統に触れ、手作りの楽しさと仕上
がる達成感を得られます。

11月下旬 千間台記念会館
大袋地区センター・公民館
048-975-3952

予約先：大袋公民館、千間台記念会館まで
定員：20名

埼玉県 越谷市 ①
親子ふれあい学級（出羽地区
公民館主催事業）

リトミック等身体を動かして遊んだり、一緒に料理を作ったりしなが
ら、親子（幼児）のコミュニケーションを図ります。

11月6日,13日,20日,27日,12月
4日（全5回）

出羽地区センター・公民館
出羽地区センター・公民館
048-940-7521

出羽地区センターだより等

埼玉県 越谷市 ③
出羽ふれあいフレンドパーク
（出羽公民館祭）

地区住民の文化活動や交流を深めるため、出羽地区センター・公
民館で活動しているサークル等の成果発表などのほか、各種イベ
ントの開催や模擬店の出店を行います。

11月17日  ※予定 出羽地区センター・公民館
出羽地区センター・公民館
048-940-7521

出羽地区センターだより等

埼玉県 越谷市 ① 親子で英語で遊ぼう
英語使って、歌ったり、踊ったり、ゲームをしたりして、親子で遊び
ます。

10月14日～11月11日の毎週
月曜日全5回

荻島地区センター・公民館
荻島地区センター・公民館
048-974-9555

9月30日(月)10:00～10:15に参加費を添えて
直接左記へ(申込み多数は抽選)

埼玉県 越谷市 ①
荻島地区文化祭・荻島まつり
（合同開催）

荻島地区センター・公民館で活動している団体等の成果発表や各
種イベント、模擬店の出店を行い、地域の交流を深めます。

11月16日,17日 荻島地区センター・公民館
荻島地区センター・公民館
048-974-9555

どなたでも

埼玉県 越谷市 ①
家庭教育学級～親子遊遊教室
～

親子で一緒に身体を動かしたり工作したりして楽しみながら学び
ます。

11月7日～12月12日の毎週
木曜日全5回

荻島地区センター・公民館
荻島地区センター・公民館
048-974-9555

10月23日(水)10:00～10:15に参加費を添えて
直接左記へ(申込み多数は抽選)

埼玉県 越谷市 ③ 川柳地区文化祭

川柳地区センター・公民館利用団体（クラブ）、教室及びひのき荘
利用団体、地域の各種団体を中心とした、活動の成果を発表する
場とともに、地域文化の交流の場として、やさしさあふれるまちづ
くりを目的として開催します。

10月20日 ひのき荘 無料
川柳地区センター・公民館
048-987-8216

入場自由

埼玉県 越谷市 ③ 第48回大相模地区文化祭
大相模地区センター・公民館における教室、クラブ・サークル活動
の日頃の成果を発表します。また、地区文化活動の発展に繋げ、
地域住民同士の交流の場を提供します。

10月20日 大相模地区センター・公民館 無料
大相模地区センター・公民館
048-988-7370

どなたでも参加は自由

埼玉県 越谷市 ③ 第2回大沢ふれあいフェスタ
子どもから高齢者まで世代を超えて多くの地域住民が芸術文化に
接し、遊びながら、地域相互の連携と交流を深め、安全で安心し
て生活できる明るいまちづくりを推進します。

11月16日 越谷市立第一・第二体育館、大沢公民館 無料
大相模地区センター・公民館
048-988-7370

見学自由

埼玉県 越谷市 ③ 北越谷地区文化祭
公民館で活動するサークル等の1年間の成果を発表し、地域の文
化に触れることで住民同士の交流を深めます。出展には事前申
込みが必要です。※観覧は自由。

10月20日 北越谷地区センター・公民館 無料
北越谷地区センター・公民館
048-976-5758

出展の申込み：北越谷地区センター・公民館
※北越谷公民館を利用されているサークル

埼玉県 越谷市 ③ 越ヶ谷公民館文化祭
越ヶ谷公民館を利用して生涯学習に取り組んでいるクラブ・サーク
ルの活動の成果を発表する機会として実施する。

11月16日,17日 越ヶ谷公民館 無料
越ヶ谷公民館
048-965-3093

入場自由

埼玉県 越谷市 ①③
南越谷地区文化音楽祭「パ
レットステージ」

文化の向上とコミュニティづくりを図るため、地区内小中学校及び
地区内で活動している各種演奏家などが参加し、ふるさと意識を
促進する。また、心豊かなまちづくりを継続的に実施します。

11月16日,17日 南越谷地区センター・公民館 無料
越谷市南越谷地区
コミュニティ推進協議会
048-990-1200

入場自由

埼玉県 越谷市 ①③ 南越谷地区フェスティバル
地域の文化祭の要素を持った公民館利用団体ならびに公民館主
催事業による成果発表会とコミ協企画の世代間交流を主体とした
イベントを実施します。

11月16日,17日
南越谷地区センター・公民館
南越谷小学校　校庭

越谷市南越谷地区
コミュニティ推進協議会
048-990-1200

入場自由

埼玉県 越谷市 ① 花いっぱい運動
地区の緑化活動・清掃を通じて快適な環境をつくることにより、地
域住民の環境美化意識を高めることに寄与します。

11月24日 南越谷地区内 無料
越谷市南越谷地区
コミュニティ推進協議会
048-990-1200

自由参加

埼玉県 越谷市 ① いきいきサロン
地域高齢者の居場所作りと、地域住民相互の親睦を図るととも
に、毎回テーマを持ち学ぶことを目的に実施します。

毎月第1火曜日
10月1日,11月5日

南越谷地区センター・公民館
越谷市南越谷地区
コミュニティ推進協議会
048-990-1200

定員：30名
60歳以上の方

埼玉県 越谷市 ① 万年青大学
講座や館外活動による学習と、参加者の交流を通じて、健康で生
きがいのある人生を形成する事を目的として実施します。

主に毎月第3金曜日
10月25日,11月17日

南越谷地区センター・公民館
南越谷地区センター・公民館
048-990-1200

定員：80名
60歳以上の方

埼玉県 越谷市 ① パレット子育て広場
就園前の乳幼児の親子を対象に地域の仲間作りや育児相談など
子育て支援の一助とすることと、乳幼児の健やかな心身を育むた
めに実施します。

毎月第1水曜日
10月2日,11月6日

南越谷地区センター・公民館
南越谷地区センター・公民館
048-990-1200

定員：20組程度
1・2歳の親子

埼玉県 越谷市 ① うたごえパレット
むかし懐かしいうたや思い出のうたをピアノ伴奏に合わせて楽しく
歌うとともに音楽の素晴らしさを味わうことで、健康増進を目的とし
て実施します。

主に毎月第2土曜日
10月5日,11月9日

南越谷地区センター・公民館
南越谷地区センター・公民館
048-990-1200

定員：140名

埼玉県 越谷市 ① わくわくお話広場
本に触れる機会を設けるとともに、物語や絵本を楽しみ、小学生
の生涯学習の機会とすることを目的とし実施します。

毎月第3土曜日
10月19日,11月16日

南越谷地区センター・公民館
南越谷地区センター・公民館
048-990-1200

定員：30名程度
小学生

埼玉県 越谷市 ① キッズ太鼓
日本文化の和太鼓に触れ親しむことと、地域においての子どもの
余暇活動の一助とすために実施します。

主に毎月第4土曜日
10月26日,11月9日,16日

南越谷地区センター・公民館
南越谷地区センター・公民館
048-990-1200

定員：30名
4歳・5歳児

埼玉県 越谷市 ① 子ども太鼓
日本文化の和太鼓に触れ親しむことと、地域においての子どもの
余暇活動の一助とするために実施します。

主に毎月第4土曜日
10月26日,11月9日,16日

南越谷地区センター・公民館
南越谷地区センター・公民館
048-990-1200

定員：30名
小学生

埼玉県 越谷市 ① 大人の太鼓
日本文化の和太鼓に触れ親しむことと、地域においての子どもの
余暇活動の一助とするために実施します。

主に毎月第4土曜日
10月26日,11月9日,16日

南越谷地区センター・公民館
南越谷地区センター・公民館
048-990-1200

定員：30名18歳以上

埼玉県 越谷市 ① 親子でベビーヨガ（秋）
首すわり以降ハイハイまでのお子さんとその保護者を対象に、地
域の仲間作りや育児相談など子育て支援の一助とすることと、乳
幼児と保護者の健やかな心身を育むために実施するものです。

10月17日 南越谷地区センター・公民館 無料
南越谷地区センター・公民館
048-990-1200

定員：10組首すわりからハイハイまで幼児と
保護者

埼玉県 越谷市 ① 親子でエアロビクス（秋）
1・2歳のお子さんとその保護者を対象に、地域の仲間作りや育児
相談など子育て支援の一助とすることと、親子の健やかな心身を
育むために実施するものです。

11月21日 南越谷地区センター・公民館 無料
南越谷地区センター・公民館
048-990-1200

定員：20組1・2歳児と保護者

埼玉県 越谷市 ① パレットカフェ（家庭教育学級）
乳児期の子育てママが、育児ストレスの解消法を知るとともに親
同士の交流の場を設けることで、今後の家庭教育の一助とするこ
とを目的に実施します。

10月1日,8日,15日,29日 南越谷地区センター・公民館
南越谷地区センター・公民館
048-990-1200

定員：10組
0歳児と保護者

越谷市 ①
第64回市民体育祭地区対抗グ
ラウンド・ゴルフ大会

市民の交流と健康・体力づくりを促進し、豊かな市民生活と市民文
化の発展に寄与することを目的として、地区対抗でグラウンド・ゴ
ルフ大会を開催します。

10月12日
予備日10月19日

総合公園多目的運動場 無料
越谷市教育委員会スポーツ振興課
048-963-9284

埼玉県 越谷市 ① 体力テスト
体力の客観的な把握を通し、健康・体力づくりを促進するため、市
民を対象に文部科学省認定の新体力テストを実施します。

10月14日 総合体育館 無料
越谷市教育委員会スポーツ振興課
048-963-9284

埼玉県 越谷市 ① 第24回がやがやウォーク
誰もが楽しく参加できるウォーキングを通して、自然に親しみなが
ら健康・体力づくりと家族の「ふれあい」を図ることを目的に開催し
ます。コースは約8km・約5kmがあり、体力に合わせて参加してい

10月27日
レイクタウン
増林地区センター

無料
越谷市教育委員会スポーツ振興課
048-963-9284

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 越谷市 ① 第64回市民体育祭中央大会
市民の交流と健康・体力づくりを促進し、豊かな市民生活と市民文
化の発展に寄与することを目的として、全市をあげてスポーツ・レ
クリエーションの祭典を開催します。

11月3日
予備日11月10日

しらこばと運動公園競技場 無料
越谷市教育委員会スポーツ振興課
048-963-9284

埼玉県 越谷市 ①

越谷市レクリエーション協会創
立50周年記念　こしがやス
ポーツ・レクリエーションフェス
ティバル2019

越谷市レクリエーション協会加盟団体より企画から運営までを行う
団体を募り、市民が広くスポーツ・レクリエーションに親しめるよう、
体験教室・講習会等を開催します。

11月23日 市内体育施設 無料

越谷市レクリエーション協会
048-962-1516
越谷市教育委員会スポーツ振興課
048-963-9284

埼玉県 越谷市 ②④ 科学おもちゃ作品展一般公開
市内の小中学生による、手作りの科学おもちゃを一般公開しま
す。

①10月19日
10:30～12:00,13:00～16:00
②10月20日
9:00～12:00,13:00～15:00

越谷市立児童館コスモス 無料
越谷市立児童館コスモス
048-978-1515

見学自由。当日、会場にて受付をいたしま
す。

埼玉県 越谷市 ①② 天体観望会 天体望遠鏡を用いて、惑星や恒星、星座の観察を行います。
①10月26日　②11月16日
18:00～19:00

越谷市立児童館コスモス 無料
越谷市立児童館コスモス
048-978-1515

申込：①10月12日(土）9:00～
②11月2日（土）9:00～
定員：50名（申込順）対象：小学生～大人
※小中学生は保護者同伴。幼児の同伴は不
可。

埼玉県 越谷市 ②
ヒマワリこども音楽会～　　　東
埼玉吹奏楽団

目の前で楽器の生演奏を鑑賞することで、音楽や楽器を身近に感
じ、音楽の楽しさを知るとともに、情操豊かな心を育みます。

10月13日
14:00～15:00

児童館ヒマワリ　遊戯室 無料 048-986-3715
乳幼児～18歳未満（乳幼児は保護者同伴）
当日受付

埼玉県 越谷市 ① 子育てフェスタ 子育て中の親子で健康の増進と情操を高めます。 10月17日 児童館ヒマワリ　遊戯室 無料 048-986-3715
乳幼児とその保護者　当日受付マッサージの
み事前受付

埼玉県 越谷市 ④
県民の日特別イベント
ぷよぷよスライムづくり

身近にある素材を生かし、比較的簡単に行える実験や製作を通し
て、科学の楽しさ、不思議さを体験してもらい、理科・科学に対す
る興味関心を高めます。

11月14日
①10:00　②13:00

児童館ヒマワリ　実験室 無料 048-986-3715
乳幼児～18歳未満（乳幼児は保護者同伴）
当日10分前整理券配布

埼玉県 越谷市 ②
ヒマワリこども音楽会～越谷南
高校吹奏楽部～

目の前で楽器の生演奏を鑑賞することで、音楽や楽器を身近に感
じ、音楽の楽しさを知るとともに、情操豊かな心を育みます。

11月17日
14:00～15:00

児童館ヒマワリ　遊戯室 無料 048-986-3715
乳幼児～18歳未満（乳幼児は保護者同伴）
当日受付

埼玉県 越谷市 ① おはなし会
ストーリーテリングと絵本のよみきかせを実施します。4歳から小
学校6年生を対象とし、紹介した本の貸出も行います。

毎週水曜日(10月30日除く)
15:45～16:15

越谷市立図書館 無料
越谷市立図書館
048-965-2655

申込不要
4歳から小学生

埼玉県 越谷市 ① わわわの会のおはなし会
｢わわわの会｣の方による、絵本のよみきかせと紙芝居の上演や
昔話などの語りを行います。

毎月第2･4土曜日
10月12日,26日,11月9日,23日
14:00～14:30

越谷市立図書館 無料
越谷市立図書館
048-965-2655

申込不要
どなたでも

埼玉県 越谷市 ①
文庫のおへや
わくわくおはなし会

｢地域家庭文庫連絡会｣の方による、ストーリーテリングと絵本の
よみきかせを実施します。どなたでも参加できます。紹介した本の
貸出も行います。

毎月第1土曜日
10月5日,11月2日
14:00～14:30

越谷市立図書館 無料
越谷市立図書館
048-965-2655

申込不要
どなたでも

埼玉県 越谷市 ①
北部図書室文庫のおへや
わくわくおはなし会

｢地域家庭文庫連絡会｣の方による、ストーリーテリングと絵本の
よみきかせを実施します。どなたでも参加できます。紹介した本の
貸出も行います。

主に毎月第3土曜日
10月19日,11月23日
14:00～14:30

越谷市北部市民会館
会議室

無料
越谷市立図書館
048-965-2655

申込不要
どなたでも

埼玉県 越谷市 ①
中央図書室
おはなし会

ストーリーテリングと絵本のよみきかせを実施します。4歳から小
学校6年生を対象とし、紹介した本の貸出も行います。

毎月第3木曜日
10月17日
11月21日
午後3時45分～4時15分

越谷市市民活動支援センター
中央図書室

無料
越谷市市民活動支援センター
中央図書室
048-969-1800

申込不要
4歳から小学生

埼玉県 越谷市 ①
中央図書室文庫のおへや
わくわくおはなし会

｢地域家庭文庫連絡会｣の方による、ストーリーテリングと絵本の
よみきかせを実施します。どなたでも参加できます。紹介した本の
貸出も行います。

毎月第2土曜日
10月12日,11月9日
14:00～14:30

越谷市市民活動支援センター
中央図書室

無料
越谷市立図書館
048-965-2655

申込不要
どなたでも

埼玉県 越谷市 ①
南部図書室
おはなし会

｢越谷おはなし勉強会｣の方による、ストーリーテリングと絵本のよ
みきかせを実施します。

毎月第2土曜日
10月12日,11月9日
幼児向け 14:00～14:30
小学生向け 14:40～15:10

南部図書室
無料

南部図書室
048-990-0305

申込不要
保護者同伴可

埼玉県 越谷市 ① ちびうさちゃんのおへや
わらべうたと絵本のよみきかせを実施します。0・1歳児と保護者を
対象とし、紹介した本の貸出も行います。

毎月第4水・木曜日
10月23日,24日11月27日,28日
10:10～10:35

越谷市立図書館 無料
越谷市立図書館
048-965-2655

申込不要
0・1歳児と保護者

埼玉県 越谷市 ① うさこちゃんのおへや
わらべうたと絵本のよみきかせを実施します。2・3歳児と保護者を
対象とし、紹介した本の貸出も行います。

毎月第4木曜日
10月24日,11月28日
11:00～11:30

越谷市立図書館 無料
越谷市立図書館
048-965-2655

申込不要
2・3歳児と保護者

埼玉県 越谷市 ①
南部図書室
ちびくまちゃんのおへや

A・C｢森の風｣の方による、わらべうたと絵本のよみきかせを実施
します。

毎月第2金曜日
10月11日,11月8日
0歳児と保護者 10:30～11:00
分

南部図書室
無料

南部図書室
048-990-0305

申込み順各15組

埼玉県 越谷市 ①
新方地区センター・公民館
ちびねこちゃんのおへや

わらべうたと絵本のよみきかせを実施します。
毎月第2木曜日
10月10日,11月14日
10:30～11:00

新方地区センター・公民館 無料
越谷市立図書館
048-965-2655

申込不要
0・1歳児と保護者

埼玉県 越谷市 ① 児童文学講演会
絵本作家・児童文学者・出版関係者の方などを講師に迎え、講演
会を開催します。関連図書の貸出も行います。

10月4日
10:30～12:00

越谷市立図書館 無料
越谷市立図書館
048-965-2655

どなたでも
定員：70名(申込み順)

埼玉県 越谷市 ①③ 野口冨士男文庫講演会
越谷市にゆかりのある作家、野口冨士男に関連する文学講演会
を行います。

11月16日
13:30～16:00

越谷コミュニティセンター
ポルティコホール

無料
越谷市立図書館
048-965-2655

受付開始日など詳細は越谷市立図書館まで
定員：200名

埼玉県 越谷市 ①③ 日本古典文学鑑賞講座
日本の古典文学に親しむことを目的に、9月～2月までの毎月1回
行います。

10月12日,11月9日
14:00～16:00

越谷市立図書館 無料
越谷市立図書館
048-965-2655

申込不要  どなたでも
定員：80名(先着順)

埼玉県 越谷市 ① 市民読書会
市民に読書への関心を深めてもらい、読書を通して読む力を養っ
ていただくことを目的に開催します。毎月読む本を話し合いで決定
し、当日感想等を話し合います。

10月19日,11月16日
毎月第3土曜日

越谷市立図書館 無料
越谷市立図書館
048-965-2655

申込不要  どなたでも
定員：15名(先着順)

埼玉県 越谷市 ① 朗読会
心に響く文学作品を、音楽にのせて講師の方が朗読します。市民
文化の高揚を図り、本を身近に感じてもらうことを目的に開催しま
す。越谷市読書グループ連絡協議会と市立図書館との共催事業

11月30日予定 越谷市立図書館 無料
越谷市立図書館
048-965-2655

定員：60名
（申込み順）

埼玉県 越谷市 ① こども映画会
絵本等を原作とする映画を上映し、親子が読書により親しんでい
ただくことを目的に開催します。絵本の貸出も行います。

10月26日
偶数月第4土曜日

越谷市立図書館 無料
越谷市立図書館
048-965-2655

申込不要  どなたでも
定員：60名
(先着順)

埼玉県 越谷市 ① 映画会
名作映画を上映し、映像資料に関心をもっていただくことを目的に
開催します。関連図書の貸出も行います。

10月27日,11月24日
毎月第4日曜日

越谷市立図書館 無料
越谷市立図書館
048-965-2655

申込不要  どなたでも
定員：60名
(先着順)

埼玉県 さいたま市 ③
西部文化センターまつり～作
品展示会～

当館で活動している団体の日頃の成果を発表する作品展を開催
します。
【発表内容】絵画・書道・絵手紙等を予定しています。

11月9日～10日
西部文化センター
多目的ホール

公益財団法人さい
たま市文化振興事
業団

無料
http://www.saitama-
culture.jp/

西部文化センター
TEL:048-625-3851

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 埼玉大学経済学部市民講座
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、さ
いたま市が実施する講座です。（全８回）

10月2日,9日,23日,30日
11月13日,20日,27日,12月4日

浦和コミュニティセンター
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/lecture_archives/2019
-0716-1418-9.html

埼玉大学広報渉外室
(048-829-7672)
さいたま市教育委員会
生涯学習振興課
(048-829-1704)

さいたま市内在住・在勤の18歳以上の方（学
生を除く）
定員130名
要事前申込

埼玉県 さいたま市 ①③
真福寺貝塚発掘調査現地見学
会

国指定史跡真福寺貝塚の発掘調査現場で、調査の様子と最新の
成果について見学会を実施する。

10月19日 真福寺貝塚
さいたま市教育委
員会

無料
文化財保護課埋蔵文化財係
048-829-1724

埼玉県 さいたま市 ①③ 最新出土品展
市内で実施した最新の発掘調査について、遺物や写真パネルを
展示する。

11月9日～11月22日 コクーンシティ2
さいたま市教育委
員会

無料
https://www.city.saitama.jp/0
06/014/008/003/007/006/p0
61346.html

文化財保護課埋蔵文化財係
048-829-1724

埼玉県 さいたま市 ① 科学工作教室 化石レプリカを作ります。 10月26日 さいたま市青少年宇宙科学館
さいたま市青少年
宇宙科学館

http://www.kagakukan.urawa.s
aitama.jp/main.html

さいたま市青少年宇宙科学館
048-881-1515

9月10日までに往復はがきで申込。抽選。

埼玉県 さいたま市 ① 顕微鏡教室 淡水プランクトンを顕微鏡で観察します。 11月3日 さいたま市青少年宇宙科学館
さいたま市青少年
宇宙科学館

無料
http://www.kagakukan.urawa.s
aitama.jp/main.html

さいたま市青少年宇宙科学館
048-881-1515

10月10日までに往復はがきで申込。抽選。

埼玉県 さいたま市 ① 天体観望会 望遠鏡で月やアンドロメダ銀河を観察します。 11月9日 さいたま市青少年宇宙科学館
さいたま市青少年
宇宙科学館

無料
http://www.kagakukan.urawa.s
aitama.jp/main.html

さいたま市青少年宇宙科学館
048-881-1515

10月10日より電話で申込。先着順。

埼玉県 さいたま市 ③
夜空のクリスタルボウルin プラ
ネタリウム

満天の星のもと、クリスタルボウル演奏会を行います。クリスタル
ボウルの美しい音色に包まれながら、癒しのひとときをお楽しみい
ただけます。

11月2日 さいたま市宇宙劇場3階プラネタリウム
さいたま市宇宙劇
場

http://www.ucyugekijo.jp/
さいたま市宇宙劇場
048-647-0011

10月１日(火)より、宇宙劇場5階受付にて販売
開始。

埼玉県 さいたま市 ③ さいたま☆ART BLUE展
宇宙と芸術を融合した、アート作品展を開催します。《宇宙》と《サ
ムライBLUE》をテーマに、作家それぞれの感性によって表現され
た芸術作品をご鑑賞いただけます。

11月3日～4日 さいたま市宇宙劇場5階集会室
さいたま市宇宙劇
場

無料 http://www.ucyugekijo.jp/
さいたま市宇宙劇場
048-647-0011

埼玉県 さいたま市 ③
さいたま☆ART BLUE展　in プ
ラネタリウム

企画展「さいたま☆ART BLUE展」に併せて、プラネタリウムでも芸
術作品をお楽しみいただけます。この日のために作成した、映像
とオペラの二本立てでお送りします。

11月3日 さいたま市宇宙劇場3階プラネタリウム
さいたま市宇宙劇
場

http://www.ucyugekijo.jp/
さいたま市宇宙劇場
048-647-0011

10月4日(金)より、宇宙劇場5階受付にて販売
開始。

埼玉県 さいたま市 ①③④
特別展「見沼 ～水と人の交流
史～」

見沼の開発や見沼通船、見沼通船堀に関する資料などを展示し、
江戸時代に積極的に利用されるようになった「見沼」を題材に、水
と人の交流の歴史を描きます。

10月5日～11月17日 さいたま市立博物館
さいたま市立博物
館

無料

[さいたま市立博物
館]http://www.city.saitama.jp/
004/005/004/005/008/002/p
032625.html

さいたま市立博物館
048-644-2322

申込不要

埼玉県 さいたま市 ①③④
特別展展示関連講座「井澤弥
惣兵衛と見沼開発」

特別展「見沼 ～水と人の交流史～」の開催に因み、見沼に関する
座学講座を行います。

10月12日 さいたま市立博物館
さいたま市立博物
館

無料

[さいたま市立博物
館]http://www.city.saitama.jp/
004/005/004/005/008/002/p
032625.html

さいたま市立博物館
048-644-2322

9月18日（水）9時以降電話先着順50人

埼玉県 さいたま市 ①③④
特別展展示関連講座「見沼の
開発と土地利用の変遷　近世
を中心に」

特別展「見沼 ～水と人の交流史～」の開催に因み、見沼に関する
座学講座を行います。

10月19日 さいたま市立博物館
さいたま市立博物
館

無料

[さいたま市立博物
館]http://www.city.saitama.jp/
004/005/004/005/008/002/p
032625.html

さいたま市立博物館
048-644-2322

9月25日（水）9時以降電話先着順50人

埼玉県 さいたま市 ①③④
特別展展示関連講座「見沼通
船と見沼通船堀」

特別展「見沼 ～水と人の交流史～」の開催に因み、見沼に関する
座学講座を行います。

10月20日 さいたま市立博物館
さいたま市立博物
館

無料

[さいたま市立博物
館]http://www.city.saitama.jp/
004/005/004/005/008/002/p
032625.html

さいたま市立博物館
048-644-2322

10月2日（水）9時以降電話先着順50人

埼玉県 さいたま市 ①③④
特別展展示関連イベント「見沼
通船堀のしくみ実験」

特別展「見沼 ～水と人の交流史～」の開催に因み、見沼通船堀
のしくみや役割を流水模型を使って学びます。

10月6日,10月13日 さいたま市立博物館
さいたま市立博物
館

無料

[さいたま市立博物
館]http://www.city.saitama.jp/
004/005/004/005/008/002/p
032625.html

さいたま市立博物館
048-644-2322

申込不要

埼玉県 さいたま市 ①③④
特別展展示関連イベント「学芸
員による展示解説」

特別展「見沼 ～水と人の交流史～」の開催に因み、学芸員による
展示解説を行います。

10月26日,11月9日 さいたま市立博物館
さいたま市立博物
館

無料

[さいたま市立博物
館]http://www.city.saitama.jp/
004/005/004/005/008/002/p
032625.html

さいたま市立博物館
048-644-2322

申込不要

埼玉県 さいたま市 ①③④
特別展展示関連イベント
「ウォークイベント 見沼通船堀
周辺をあるく」

特別展「見沼 ～水と人の交流史～」の開催に因み、見沼通船堀
周辺を職員による解説つきで歩きます。

11月8日 さいたま市立博物館
さいたま市立博物
館

無料

[さいたま市立博物
館]http://www.city.saitama.jp/
004/005/004/005/008/002/p
032625.html

さいたま市立博物館
048-644-2322

10月10日（水）9時以降電話先着順25人

埼玉県 さいたま市 ①③④
藍染体験講座「型染めでカフェ
エプロンを染めよう」

カフェエプロンを型染めの技法で藍染で染めます。 11月12日,11月15日 さいたま市立博物館
さいたま市立博物
館

[さいたま市立博物
館]http://www.city.saitama.jp/
004/005/004/005/008/002/p
032625.html

さいたま市立博物館
048-644-2322

要申込

埼玉県 さいたま市 ①③④ 中級古文書講座
古文書解読の経験を有する中級者を対象にした古文書講座を行
います。

11月13日,11月20日,11月27日 さいたま市立博物館
さいたま市立博物
館

無料

[さいたま市立博物
館]http://www.city.saitama.jp/
004/005/004/005/008/002/p
032625.html

さいたま市立博物館
048-644-2322

10月17日（木）必着で博物館へ申し込み定員
40名抽選

埼玉県 さいたま市 ①③④
わくわく体験講座「バッタを釣ろ
う」

大宮第２、第３公園周辺でバッタを釣ります！ 10月中旬（予定） さいたま市立博物館
さいたま市立博物
館

無料

[さいたま市立博物
館]http://www.city.saitama.jp/
004/005/004/005/008/002/p
032625.html

さいたま市立博物館
048-644-2322

要申込

埼玉県 さいたま市 ①③④
わくわく体験講座「藍染（型紙
教室）」

綺麗な模様のハンカチを染めます。 10月下旬（予定） さいたま市立博物館
さいたま市立博物
館

[さいたま市立博物
館]http://www.city.saitama.jp/
004/005/004/005/008/002/p
032625.html

さいたま市立博物館
048-644-2322

要申込

埼玉県 さいたま市 ①
昔のあそび塾「長なわとびと将
棋くずし」

古民家の中や庭で懐かしい遊びを楽しみます。 11月3日 浦和くらしの博物館民家園
浦和くらしの博物館
民家園

無料
【さいたま市の博物館HP】
https://www.city.saitama.jp/0
04/005/004/005/index.html

浦和くらしの博物館民家園
048-878-5025

申込不要

埼玉県 さいたま市 ①
県民の日講座「昔の遊びを楽
しもう」

古民家の中や庭で懐かしい遊びを楽しみます。 11月14日 浦和くらしの博物館民家園
浦和くらしの博物館
民家園

無料
【さいたま市の博物館HP】
https://www.city.saitama.jp/0
04/005/004/005/index.html

浦和くらしの博物館民家園
048-878-5025

申込不要

埼玉県 さいたま市 ①
自然観察講座「秋の見沼を歩
こう」

見沼代用水東縁斜面林を中心に散策し、植物等の観察を行いま
す。

11月3日 浦和くらしの博物館民家園周辺
浦和くらしの博物館
民家園

無料
【さいたま市の博物館HP】
https://www.city.saitama.jp/0
04/005/004/005/index.html

浦和くらしの博物館民家園
048-878-5025

要申込

埼玉県 さいたま市 ① ギターで唄おうあの歌この歌
古民家の中で、懐かしの歌謡曲・フォークソングの演奏を鑑賞しま
す。

10月26日 旧坂東家住宅見沼くらしっく館
旧坂東家住宅見沼
くらしっく館

無料
【さいたま市の博物館HP】
https://www.city.saitama.jp/0
04/005/004/005/index.html

旧坂東家住宅見沼くらしっく館
048-688-3330

申込不要

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
加田屋の年中行事「十日夜の
藁鉄砲作り」

地域で行われていた行事の体験講座です。 11月4日 旧坂東家住宅見沼くらしっく館
旧坂東家住宅見沼
くらしっく館

無料
【さいたま市の博物館HP】
https://www.city.saitama.jp/0
04/005/004/005/index.html

旧坂東家住宅見沼くらしっく館
048-688-3330

要申込

埼玉県 さいたま市 ①③④ 大岡家墓所の出土品
平成29年の東京都港区湖雲寺の発掘調査で、岩槻藩最後の藩
主、大岡家歴代藩主やその妻子の墓所が明らかにされた。その
出土した副葬品等を展示する。

10月12日～11月24日 岩槻郷土資料館 岩槻郷土資料館 無料
【さいたま市の博物館HP】
https://www.city.saitama.jp/0
04/005/004/005/index.html

岩槻郷土資料館
048-757-0271

申込不要

埼玉県 さいたま市 ①③④ 講座「さいたまを知ろう」
さいたま市の歴史や文化などに関連する事柄について、さいたま
市の学芸員等が講演する。（令和2年3月まで5回予定）

12月21日（予定)～ 岩槻郷土資料館 岩槻郷土資料館 無料
【さいたま市の博物館HP】
https://www.city.saitama.jp/0
04/005/004/005/index.html

岩槻郷土資料館
048-757-0271

要申込

埼玉県 さいたま市 ① 生涯学習相談えらベル
市民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23日、11月13日 生涯学習総合センター
生涯学習総合セン
ター

無料
https://www.city.saitama.jp/0
03/003/003/p012766.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
生涯学習相談えらベル主張相
談会inコクーンシティ

生涯学習総合センター以外の民間施設において、市民ボランティ
アによる相談を実施し、公民館に来たことがない市民を対象に生
涯学習情報の提供を行います。

10月16日
コクーンシティ
コクーン2　3階にぎわいスポット
（さいたま新都心）

生涯学習総合セン
ター

無料

https://cms.city.saitama.jp/te
mp/u0072005/7/p066372.htm
l

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25日 生涯学習総合センター
生涯学習総合セン
ター

無料
https://www.city.saitama.jp/0
03/003/003/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
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7日、14日 生涯学習総合センター
生涯学習総合セン
ター

無料
https://www.city.saitama.jp/0
03/003/003/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

さいたま市民大学
教養Ⅱコース「人生100年時代
これからの新しい教養～人文・
社会・経済編～」

複雑に変動する現代社会において、各界の専門家を講師に招き、
最新キーワードから私たちがどう生きるべきかのヒントを探りま
す。

10月5日,12日,19日,26日
11月2日,9日

生涯学習総合センター
生涯学習総合セン
ター

https://www.city.saitama.jp/0
03/003/003/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
地域ボランティアBコース「パソ
コン指導ボランティア講座」

公民館等でパソコン講座の指導者をボランティアで行うための、指
導者としての心構え、知識（技術）、講師としての教え方を学びま
す。

10月28日
11月4日,11日,18日,25日
12月2日,9日,16日

生涯学習総合センター
生涯学習総合セン
ター

https://www.city.saitama.jp/0
03/003/003/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 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27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
http://www.city.saitama.jp/kit
a/001/001/005/001/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9～10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
http://www.city.saitama.jp/kit
a/001/001/005/001/p034078.
html

大砂土公民館
048-666-3593

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9～10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
http://www.city.saitama.jp/kit
a/001/001/005/002/index.ht
ml

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16～17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
http://www.city.saitama.jp/kit
a/001/001/005/002/index.ht
ml

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。

10月19日～20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
https://www.city.saitama.jp/ki
ta/001/001/005/003/index.ht
ml

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9日～10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
https://www.city.saitama.jp/ki
ta/001/001/005/003/index.ht
ml

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12日
～13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
http://www.city.saitama.jp/kit
a/001/001/005/004/index.ht
ml

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19日
～20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
http://www.city.saitama.jp/kit
a/001/001/005/004/index.ht
ml

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、天沼保育園児の児童・園児の絵画等を展示します。

11月2日～3日、10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する団体が、日頃の活動の成果を発表し
ます。
ロビーでは、地域の小・中学校の児童・生徒の図工・美術作品を

11月16日～17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

11月1日～3日 三橋公民館 三橋公民館
三橋公民館
048-642-6893

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6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 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2日～3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 ①③ 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17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 ①③ 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19日～20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 ①③ 田島公民館地域文化祭
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。
舞台での芸能発表・作品展示・体験のほか、地元有志による模擬
店も開催されます。

11月2日～3日 田島公民館 田島公民館 無料
http://www.city.saitama.jp/sa
kura/001/001/005/001/p033
937.html

田島公民館
048-863-0400

埼玉県 さいたま市 ①③ 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。落語会をはじめ、
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20日,11月2～3日 土合公民館 土合公民館 無料
http://www.city.saitama.jp/sa
kura/001/001/005/002/p033
997.html

土合公民館
048‐862-5135

埼玉県 さいたま市 ①③ 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12日～13日,
10月16日,
10月19日～21日

栄和公民館 栄和公民館 無料
https://www.city.saitama.jp/s
akura/001/001/005/004/p03
4015.html

栄和公民館
048-857-1127

埼玉県 さいたま市 ①③ 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19日～20日,24日, 26日 領家公民館
領家公民館地区文
化祭実行委員会

無料
領家公民館
048-831-2265

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 ①③ 南地区文化祭
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、相
互理解、地域住民の交流を図ります。作品展示、地域自治会によ
るお汁粉コーナーや茶道体験もあります。

10月19日～20日 浦和南公民館
南地区文化祭実行
委員会

無料
浦和南公民館
048-822-1088

埼玉県 さいたま市 ①③ 上木崎・大原地区文化祭
上木崎公民館地域住民の親睦と文化の振興を図るため、作品展
示会・芸能発表会を開催します。

10月19日～20日, 27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 ①③ 第48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図るため、舞台発表
会・作品展示会・囲碁大会等を開催します。

10月19日～20日
, 11月2日～3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 ①③ 元町・本太地区文化祭
本太公民館地域住民の親睦と文化の振興を図るため、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、ステージ発表会を行います。

10月25日～26日
28日～29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
幼児家庭教育学級「交通安全
教室」

子どもを事故から守るために交通安全について学びます。 11月11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
地域歴史講座　写真や資料で
探る「本太と浦和の歴史Part

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18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 ①③
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18日～20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 ①③ 第35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18日～20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

埼玉県 さいたま市 ①③ 第26回南箇コスモス祭
地域住民と公民館利用団体が日頃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19日～20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 ①③ 第9回善前公民館文化祭
善前公民館登録サークルの作品展示や芸能発表、歌声サロン、
子ども広場、喫茶コーナー等を行います。

10月26日，27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 のびのびサロン
のびのびサロンは親子で気軽に立ち寄れる遊びの広場で、保健
指導、育児相談等を実施します。

11月14日 善前公民館
善前公民館・谷田
地区民生委員児童
委員協議会

無料
善前公民館
048-887-0580

埼玉県 さいたま市 ①③ 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8日～10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 ①③
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20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 ③
さいたま市ゆかりの児童文学
者記念講演会

市民に文字・活字文化の日（毎年10月27日）振興を図るとともに、
さいたま市にゆかりのある児童文学者を顕彰するため、講演会を
開催します。

10月19日 さいたま市立中央図書館
さいたま市立中央
図書館

無料
さいたま市図書館HP：ｈ
ttps://www.lib.city.saitama.jp/

さいたま市中央図書館資料サービス
課
048-871-2100

埼玉県 さいたま市 ① あかちゃんおはなし会
0歳から2歳までの乳幼児と保護者を対象にしたおはなし会を開催
します。

10月23日,30日.11月13日,20
日

さいたま市立中央図書館
さいたま市立中央
図書館

無料
さいたま市図書館HP：ｈ
ttps://www.lib.city.saitama.jp/

さいたま市中央図書館資料サービス
課

埼玉県 さいたま市 ① ３時のおはなし会 幼児と保護者を対象にしたおはなし会を開催します。 11月13日 さいたま市立中央図書館
さいたま市立中央
図書館

無料
さいたま市図書館HP：ｈ
ttps://www.lib.city.saitama.jp/

さいたま市中央図書館資料サービス
課

埼玉県 さいたま市 ① チュウチュウのおはなし会 幼児・小学生と保護者を対象にしたおはなし会を開催します。 11月2日,16日 さいたま市立中央図書館
さいたま市立中央
図書館

無料
さいたま市図書館HP：ｈ
ttps://www.lib.city.saitama.jp/

さいたま市中央図書館資料サービス
課

埼玉 さいたま市 ③ バリアフリー映画会
視覚障害や聴覚障害がある方も一緒に楽しむことができる、字
幕・音声付きの映画の上映会を行います。

11月9日 さいたま市大宮図書館研修室
さいたま市大宮図
書館

無料
さいたま市図書館HP：ｈ
ttps://www.lib.city.saitama.jp/

さいたま市大宮図書館
048-643-3701

埼玉 さいたま市 ① あかちゃんおはなし会
0～2歳児とその保護者を対象として、わらべうたや絵本の読み聞
かせなどを行います。

10月23日、11月13日 さいたま市大宮図書館おはなしのへや
さいたま市大宮図
書館

無料
さいたま市図書館HP：ｈ
ttps://www.lib.city.saitama.jp/

さいたま市大宮図書館
048-643-3701

埼玉 さいたま市 ① にちようびのおはなし会
3歳～小学2年生を対象として、おはなしとえほんの読み聞かせを
行います。

10月20日、27日、11月3日、
10日、17日

さいたま市大宮図書館おはなしのへや
さいたま市大宮図
書館

無料
さいたま市図書館HP：ｈ
ttps://www.lib.city.saitama.jp/

さいたま市大宮図書館
048-643-3701

埼玉県 さいたま市 ①③
武蔵浦和シェイクスピアシア
ター
「ヴェニスの商人」

通常の映画とは一味違う、芸術性の高い戯曲作品を映像で味わ
い、文学や文化に対する理解を深め、文化的視野を広げます。

10月12日 武蔵浦和コミュニティセンター

さいたま市武蔵浦
和コミュニティセン
ター
指定管理者　オー

無料
http://musashiurawa-
sp.info/news/?ca=1&p=1#156
3074677-122440

武蔵浦和コミュニティセンター
TEL:048-844-7215

埼玉県 さいたま市 ③ 花の料理講座 食用の花を取り入れた料理を作る講座を開催します。 10月21,28日
七里コミュニティセンター
調理室
第4集会室

公益財団法人さい
たま市文化振興事
業団

http://www.saitama-
culture.jp/

七里コミュニティセンター
TEL:048-687-3688

埼玉県 さいたま市 ③
ファミリーコンサート（午前の
部・午後の部）

赤ちゃんから大人まで楽しめる吹奏楽コンサートを開催します。
（体験コーナーもあります。）

10月27日
七里コミュミティセンター
多目的ホール

公益財団法人さい
たま市文化振興事
業団

無料
http://www.saitama-
culture.jp/

七里コミュニティセンター
TEL:048-687-3688

埼玉県 さいたま市 ①③④ 第7回武蔵浦和コミセンまつり

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、地元囃子連によるオープニング、作品（展示・体験）、舞
台発表のほか、わくわくコミ鉄パーク、健康ブース、スタンプラリー
などを開催します。

11月16日～17日 武蔵浦和コミュニティセンター

さいたま市武蔵浦
和コミュニティセン
ター
指定管理者　オー

http://musashiurawa-sp.info/
武蔵浦和コミュニティセンター
TEL:048-844-7215

R元8月下旬～9月上旬に更新予定

埼玉県 さいたま市 ①
近隣小・中学校「児童作品展示
会」

近隣の小・中学校の児童・生徒の展示会を開催し、同世代・他世
代間の交流を図ります。

11月17日～30日
ふれあいプラザいわつき
1階ロビー

公益財団法人さい
たま市文化振興事
業団

無料
http://www.saitama-
culture.jp/

ふれあいプラザいわつき
TEL:048-756-6000

埼玉県 さいたま市 ③ さいたま市民文芸第１８号発刊
詩、短歌、俳句、川柳、小説・随筆・評論部門の5部門について、
15歳以上のさいたま市内に在住、在勤、在学者より募った作品の
うち、入賞及び入選作品を掲載した文芸誌を発刊し、販売します。

11月3日～在庫限り さいたま市役所文化振興課 さいたま市
さいたま市
文化振興課
048-829-1226

１冊1,000円

埼玉県 さいたま市 ③ 第18回さいたま市美術展覧会
日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の６部門があり、審査を通過し
た一般応募作品と、全国的に著名な先生方などの招待者作品が
展示される、とても見応えのある展覧会です。

10月8日～11月３日 さいたま市立うらわ美術館
さいたま市美術展
覧会実行委員会・
さいたま市

無料
http://www.city.saitama.jp/00
4/005/001/003/18siten.html

さいたま市
文化振興課
048-829-1226

埼玉県 さいたま市 ③ Sightama Art Center Project

令和２年３月の「さいたま国際芸術祭2020」の開催に先立ち、本芸
術祭を「共につくる、参加する」市民参加型の芸術祭とするため、
市民が主体となって参加できるプロジェクトを実施します。
「Sightama Art Center Project」は、「日常賛花―さいたまでアート
に参加し・伝え・感じ合う」をテーマに、市民や来場者が、さいたま
ゆかりのアーティストと共に、アートに親しみ参加するプロジェクト
です。水曜日・金曜日・土曜日に開催するプログラムをそれぞれ
「深呼吸する水曜日」、「金曜日の芸術学校」、「土曜アートチャレ
ンジ」と名付け、各曜日のコンセプトに応じた幅広いジャンルの
アーティストが、ワークショップや演劇などの特色あるプログラムを

隔週水・金・土曜日
(水曜日は11月より開始)

市民会館おおみや
又は旧大宮図書館

さいたま国際芸術
祭実行委員会

https://art-
sightama.jp/news/sightama-
art-center-start/

さいたま市役所
国際芸術祭開催準備室
048-829-1225

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
SaCLaアーツ Friday One Coin
Concert Vol.34～音楽と旅する
ひととき～

ワンコインで気軽にお楽しみいただけるジャズコンサート。『A列車
で行こう』『フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン』『マイ・フェイバリット・シ
ングス』をはじめとするジャズの名曲の数々をお届けします。

10月25日 市民会館うらわ
公益財団法人
さいたま市文化振
興事業団

【公益財団法人さいたま市文
化振興事業団HP】
http://www.saitama-
culture.jp/

公益財団法人
さいたま市文化振興事業団
事業課
TEL:048-866-3467

埼玉県 さいたま市 ③
第36回ボニージャックスコン
サートinさいたま2019　男声合
唱の魅力

結成61周年を迎えたボニージャックスが童謡・唱歌・抒情歌・世界
の民謡を歌うコンサートを開催します。

10月26日
彩の国さいたま
芸術劇場

公益財団法人
さいたま市文化振
興事業団

【公益財団法人さいたま市文
化振興事業団HP】
http://www.saitama-
culture.jp/

公益財団法人
さいたま市文化振興事業団
事業課
TEL:048-866-3467

埼玉県 さいたま市 ③ さいたま茶会 文化の日に、岩槻茶道会による茶会を開催します。 11月3日 さいたま市民会館いわつき
公益財団法人
さいたま市文化振
興事業団

無料
【公財団法人さいたま市文化
振興事業団HP】
http://www.saitama-

さいたま市民会館
いわつき
TEL:048-756-5151

埼玉県 さいたま市 ③ いわつき散歩道
岩槻区内の名所、旧跡等を巡り、岩槻区の歴史や文化を学ぶ事
業を開催します。

11月3日 岩槻区内
公益財団法人
さいたま市文化振
興事業団

【公財団法人さいたま市文化
振興事業団HP】
http://www.saitama-

さいたま市民会館
いわつき
TEL:048-756-5151

埼玉県 さいたま市 ① 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20日 プラザイースト
公益財団法人
さいたま市文化振
興事業団

【公益財団法人さいたま市文
化振興事業団HP】
http://www.saitama-

プラザイースト
TEL:048-875-9933

埼玉県 さいたま市 ①③
劇団Liebe（リーベ）公演「リア
の三姉妹」

プラザイーストで旗揚げした市民劇団リーベによる、シェイクスピア
「リア王」をもとにしたオリジナル音楽劇を行います。

11月2日,3日 プラザイースト
公益財団法人
さいたま市文化振
興事業団

【公益財団法人さいたま市文
化振興事業団HP】
http://www.saitama-

プラザイースト
TEL:048-875-9933

埼玉県 さいたま市 ① 水彩画講座 初心者を対象に、人物画、静物画を描きます。 11月7日、14日、21日、28日 プラザイースト
公益財団法人
さいたま市文化振
興事業団

【公益財団法人さいたま市文
化振興事業団HP】
http://www.saitama-

プラザイースト
TEL:048-875-9933

埼玉県 さいたま市 ①③ 木目込み人形講座 来年の干支「子」１体を木目込み人形で制作します。 11月9日,16日 プラザイースト
公益財団法人
さいたま市文化振
興事業団

【公益財団法人さいたま市文
化振興事業団HP】
http://www.saitama-

プラザイースト
TEL:048-875-9933

埼玉県 さいたま市 ③ シネマパラダイス 子どもを対象にホールを利用して映画を上映します。 11月10日 プラザイースト
公益財団法人
さいたま市文化振
興事業団

【公益財団法人さいたま市文
化振興事業団HP】
http://www.saitama-

プラザイースト
TEL:048-875-9933

埼玉県 さいたま市 ①③
第6回さいたま伝統芸能フェス
ティバル

さいたま市指定の文化財を中心に地域の方に伝統文化を紹介し
ます。
また、体験教室も開催します。

11月17日,23日,24日 プラザイースト
公益財団法人
さいたま市文化振
興事業団

【公益財団法人さいたま市文
化振興事業団HP】
http://www.saitama-

プラザイースト
TEL:048-875-9933

埼玉県 さいたま市 ③
気軽にクラシックVol.36
森麻季ソプラノ・リサイタル

「気軽にクラシック」シリーズの第36弾として、オペラ歌手・森麻季
のリサイタルを、ピアニストに山岸茂人を迎えて開催します。

11月9日 プラザウエスト
公益財団法人
さいたま市文化振
興事業団

【公益財団法人さいたま市文
化振興事業団HP】
http://www.saitama-

プラザウエスト
TEL:048-858-9080

埼玉県 さいたま市 ③ さいたま茶会
さいたま市内の各茶道流派、団体が一堂に会し、茶道にふれたこ
とがない市民が気軽に参加できる茶会を開催します。

11月3日 氷川の杜文化館
公益財団法人
さいたま市文化振
興事業団

氷川の杜文化館
TEL:048-648-1177

埼玉県 さいたま市 ③ さいたま茶会
さいたま市内の各茶道流派、団体が一堂に会し、茶道にふれたこ
とがない市民が気軽に参加できる茶会を開催します。

11月2日 恭慶館
公益財団法人
さいたま市文化振
興事業団

氷川の杜文化館
TEL:048-648-1177

埼玉県 さいたま市 ③ 伝統文化体験まつり茶会
浦和北公園内で開催される「区民まつり」と同日に親子で参加の
できるお茶会を開催します。

11月3日 恭慶館
公益財団法人
さいたま市文化振
興事業団

無料
氷川の杜文化館
TEL:048-648-1177

埼玉県 さいたま市 ③
国際漫画フェスティバル・インさ
いたま2019／2019さいたま市
ユーモアフォトコンテスト合同

「花」をテーマとした国内・海外のプロの漫画家に出品いただいた
作品と、ユーモアをテーマとした写真コンテストの入賞作品の展覧
会を、関連イベントと共に開催します。

11月16～24日
さいたま市プラザノース ノースギャラリー1
～7

さいたま市プラザ
ノース

無料
プラザノース総合インフォメーションカ
ウンター
048-653-9255

埼玉県 坂戸市 ① 坂戸市内公民館等文化祭
公民館等利用団体が日頃の学習成果として作品展示やステージ
発表を行い、地域住民との交流を深めます。

10月27日,11月10日 市内公民館、地域交流センター（計9館） 無料
坂戸市立中央公民館
049-281-1567

当日ご来場ください。

埼玉県 坂戸市 ① 秋の図書館まつり
小さい子から大人まで、本に親しむイベントです。本のリサイクル
市、おはなし会、工作、スタンプラリーなどを行います。

11月10日 坂戸市立中央図書館 無料
https://www.library.city.sakad
o.lg.jp

当日ご来場ください。

埼玉県 坂戸市 ① 少年の主張大会
小学生、中学生、高校生等が未来に向けて考えていること、日常
生活で感じていることなどを発表します。

11月16日 坂戸市立入西地域交流センター 無料
坂戸市教育委員会社会教育課
049-283-1473

当日ご来場ください。

埼玉県 坂戸市 ① 女子栄養大学公開講座
地域住民と大学とのつながりを更に深めることをねらいとした
「食と栄養と健康」に関する公開講座を毎年秋に開講しています。

10月5日、
19日

女子栄養大学
坂戸キャンパス

女子栄養大学 無料 http://www.eiyo.ac.jp
大学公開講座委員会事務局
(教育支援課)
049-284-3291

埼玉県 坂戸市 ①
2019年度明海大学歯学部公開
講座

明海大学歯学部では「いのち」をテーマに公開講座を開催しており
ます。
今年度は「年だから・・・」って思っていませんか？早く見つける脳
の病気をテーマとして講演会が開催されます。

10月26日 明海大学歯学部 明海大学 無料
明海大学ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
http://www.meikai.ac.jp/

明海大学歯学部事務部庶務課
049-285-5511

埼玉県 幸手市 ① 第59回幸手市文化祭
公民館などで活動しているクラブ・サークル等の成果発表などを行
い、地域文化活動の推進を図ります。

11月2日～24日
市民文化体育館
（アスカル幸手）ほか

無料
幸手市北公民館
0480－42－6221

7月26日（金）締切

埼玉県 狭山市 ③ 狭山市市民文化祭
公民館等で活動しているサークル等の作品展示・発表などを行
い、地域の方々との交流を深めます。

10月～11月下旬
各公民館、富士見集会所、図書館、市民会
館(市内14カ所)

狭山市教育委員会社会教育課
04-2953-1111  内線5672

どなたでも気軽に参加が可能

埼玉県 狭山市 ➀ 家庭教育合同研修会
地域ぐるみの教育の推進と家庭における教育力の向上を図るた
め、PTA連合会との共催により家庭教育に関する研修会を実施し

10月下旬～11月下旬
柏原小学校、入間川中学校、狭山元気プラ
ザ体育館、入間野中学校体育館

無料
狭山市教育委員会社会教育課
04-2953-1111  内線5672

狭山市内公立小中学校、各校区にて募集

埼玉県 狭山市 ➀ 第35回狭山市綱引大会
青少年の心身の健全な育成と世代を超えた相互のコミュニケー
ションの発展に寄与することを目的とした、市内在住、在勤、在学
の方が参加する綱引大会を行います。

11月17日 狭山市民総合体育館 無料
青少年を育てる狭山市民会議　事務
局：社会教育課
04-2953-1111

埼玉県 狭山市 ① 地域歴史講座
橋本荘一氏を講師として地域の伝統文化や歴史について学びま
す。

10月下旬 富士見公民館 無料
富士見公民館
04-2959-0175

事前申し込み
詳細は富士見公民館まで

埼玉県 狭山市 ③ コスモスコンサート
地域文化の向上と住民の交流を深めることを目的とした、地域在
住の音楽家による演奏会です。子どもから大人まで誰でも来場で

10月12日 水野公民館 無料
水野公民館
04-2958-7991

埼玉県 狭山市 ① 人権標語（表彰式）
一人ひとりが互いに尊重し合える社会を実現するために標語を募
集し、入選者の表彰式を行います。

11月3日 入曽公民館 無料
入曽公民館
04-2957-6615

入曽地区在住、在学、入曽公民館利用者

埼玉県 狭山市 ① こどもまつり
公民館を一日開放し、公民館利用団体が企画した色々な遊び等
を子供たちに体験させる場を提供します。

11月24日 入曽公民館
入曽公民館
04-2957-6615

参加自由

埼玉県 狭山市 ③ 市民文化祭水野会場
公民館で活動するサークルが日頃の成果を披露し、市民の皆さん
と交流をふかめます。活動発表・作品展示・音楽祭・喫茶店・模擬

10月31日～11月3日 水野公民館
水野公民館
04-2958-7991

埼玉県 狭山市 ①③
市民文化祭（広瀬会場）におけ
る「子どもデー」

サークルや市民団体が、主に幼児や児童とその家族を対象に、
様々な遊びやワークショップを展開します。模擬店も出店します。

10月26日
※荒天の場合は翌日

広瀬公民館
http://sayama-
kominkan.net/hirose/

広瀬公民館
04-2953-6500

申込不要（自由参加）

埼玉県 狭山市 ①③ アンサンブルコンサート
音楽サークルによる管弦楽コンサートです。楽器紹介コーナーも
あります。

11月17日 広瀬公民館 無料
http://sayama-
kominkan.net/hirose/

広瀬公民館
04-2953-6500

申込不要（自由参加）

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
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埼玉県 狭山市 ④ 宇宙ステーションとの無線交信
市内の小学生が宇宙ステーションの宇宙飛行士とアマチュア無線
で交信を行うため、英語や無線技術などを学びます。

10月12日,26日,11月9日,30日 狭山市水富公民館 無料 04-2954-4730 参加の公募はしておりません

埼玉県 狭山市 ① 親子講座はっぴー
乳幼児を持つ保護者に対して、家庭教育アドバイザーや知育の先
輩ママが、子育ての悩みや指導を行います。

10月15日,11月19日 狭山市水富公民館 04-2954-4730
参加については公民館にお問合せください。
（水富地区在住者のみ）

埼玉県 狭山市 ①
管理栄養士が教える！親子で
作れるおやつ作り講座！

管理栄養士が子供と一緒に作れて、栄養バランスを考えたおやつ
を教えます。

10月16日 狭山市水富公民館 04-2954-4730
参加については公民館にお問合せください。
（9月10日以降、市内在住者のみ）

埼玉県 狭山市 ②
キューピー株式会社「食」を
テーマにした講演会

キューピー株式会社の担当者が野菜の摂取の重要性やマヨネー
ズの歴史などから食生活と健康について講演します。

10月21日 狭山市水富公民館 無料 04-2954-4730
参加については公民館にお問合せください。
（9月10日以降、市内在住者のみ）

埼玉県 狭山市 ② プログラミング講座
2020年より必修化となるプログラミングについて、小中学生を対象
に体験を行います。

10月23日,11月12日 狭山市水富公民館 04-2954-4730 参加の公募はしておりません

埼玉県 狭山市 ①
狭山再発見　株式会社ニシカ
ワ印刷の工場見学をしよう

水富地区に工場を置く有名企業である株式会社ニシカワ印刷の
工場見学をし、市への魅力を再発見します。

11月14日 狭山市水富公民館 無料 04-2954-4730
参加については公民館にお問合せください。
（10月10日以降、市内在住者のみ）

埼玉県 狭山市 ① 水富体育協会バスハイク
バスハイクを通じて訪問先の歴史を学ぶともに参加者間の交流を
図ります。

11月24日 狭山市水富公民館 04-2954-4730
参加については公民館にお問合せください。
（10月10日以降、市内在住者のみ）

埼玉県 狭山市 ①
熟年楽校　プラネタリウムに行
こう

高齢者を対象としてプラネタリウムで冬の星座を学ぶとともに、参
加者間の交流を図ります。

11月11日 狭山市水富公民館 無料 04-2954-4730
参加については公民館にお問合せください。
（10月10日以降、市内在住者のみ）

埼玉県 狭山市 ① WAKU☆DOKIはっぴー
食と学びと遊びをテーマに、水富地区の小中学生を対象に子供達
の健全育成と自立を図ります。

10月19日,26日,11月16日,30
日

狭山市水富公民館、広瀬公民館 04-2954-4730
参加の公募はしておりません。（水富地区の
小中学生のみ申込み。）

埼玉県 狭山市 ④
縄文時代のさやまとつなん展
～5千年前の人と自然～

友好交流都市の関係にある狭山市と津南町の縄文時代中期に焦
点をあて比較する展覧会です。

9月28日～11月24日 狭山市立博物館企画展示室 04-2955-3804

埼玉県 狭山市 ①②③ 第6回　狭山緑苑祭

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・幼児教育の仕事に従事するにあたって必要な力を学び育む
学生が、専門性を生かした様々な企画（看護体験、物理療法体
験、子ども向け音楽劇や迷路など）を展開します。

10月27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
04-2952-1626

埼玉県 志木市 ①②③
第17回いろはふれあい祭り

いろは遊学館及びいろは遊学図書館で活動している団体と志木
小学校生徒及びPTAが日頃の学習成果を発表するとともに親睦と
交流を深めます。

10月18日,19日,20日
いろは遊学館
いろは遊学図書館
志木小学校

いろは遊学館
048-471-1297

「参加の公募はしておりません」（どなたでも
ご来場いただけます）

埼玉県 志木市 ① 図書館まつり 人形劇、おはなし会、リサイクル会などを開催します。 11月9日 柳瀬川図書館 無料
柳瀬川図書館
048-487-2004

どなたでも

埼玉県 白岡市
①

ペアーズアカデミー
デジタルカメラ「季節を撮る」

一眼レフカメラ・コンパクトカメラで屋外を中心に撮影します。撮影
場所：生涯学習センター〔こもれびの森〕周辺

10月20日,27日 生涯学習センター会議室1,2,3
http://www.city.shiraoka.lg.jp/
12586.htm

0480-92-1111  内線522 広報しらおか9月号、公式ホームページ

埼玉県 白岡市
①

ペアーズアカデミー
外来生物の脅威

アライグマなどの外来生物は、日本固有の生態系に悪影響を及
ぼします。この講座では“アライグマ”の生態などを学びます。21日
にはフィールドワークを行います。

11月14日,21日 生涯学習センター会議室1,2,3
http://www.city.shiraoka.lg.jp/
12586.htm

0480-92-1111  内線522 広報しらおか10月号、公式ホームページ

埼玉県 白岡市
①

ペアーズアカデミー
殺虫剤

近年、ミツバチの減少といった生態系への悪影響が懸念され、注
目されるようになってきた「ネオニコチノイド」とは、どんな殺虫剤な
のでしょうか？この講座では、本殺虫剤の性質や作用機構、つき
あい方などについて解説します。

11月28日 生涯学習センター会議室1,2,3
http://www.city.shiraoka.lg.jp/
12586.htm

0480-92-1111  内線522 広報しらおか、公式ホームページ

埼玉県 白岡市
①

白岡市生涯学習センター〔こも
れびの森〕開館１周年記念事
業
第33回白岡市文化講演会

白岡市生涯学習センター〔こもれびの森〕の開館１周年を記念した
事業を開催し、当センターを広く市民に周知PRします。「いつでも・
どこでも・誰でも」学べる生涯学習の機会を提供することにより、市
民の多様な学習ニーズに応えるとともに、この講演会が市民の生
涯学習への取組につながることを目的として開催します。
アトラクション：白岡市立篠津中学校　吹奏楽部
講師：フリーアナウンサー生島ヒロシ　演題：「心と体と財布の健

11月3日 生涯学習センター多目的ホール 無料 0480-92-1111  内線522 広報しらおか9月号、公式ホームページ

埼玉県 白岡市
①

ウィークエンドいきいき体験教
室
「田んぼの学校　お米の試食と
しめ縄づくり」

5月に田植えたを行い、9月に収穫したお米の試食とワラを使って
のしめ縄づくりを行います。

11月9日
生涯学習センター会議室1,2,3

0480-92-1111  内線522 終了

埼玉県 白岡市
①

英会話
これをきかれたらどう答える？4パターンで答える発語トレーニング
です。

11月9日,16日,30日,12月7
日,14日

白岡市立中央公民館
白岡市立中央公民館
0480-92-6000

広報しらおか10月号にて募集します。（白岡
市在住・在勤の方が対象となります。）

埼玉県 白岡市
①③

郷土の伝統文化を知ろう
日本の伝統文化や祭り行事の意味を白岡市周辺の事例から学び
ます。 11月11日,18日,25日 白岡市立中央公民館

白岡市立中央公民館
0480-92-6000

広報しらおか10月号にて募集します。（白岡
市在住・在勤の方が対象となります。）

埼玉県 白岡市
① 「イス」カキラ（ろっ骨エクササイ

ズ）
イスを使用したろっ骨エクササイズを体験します。

10月1日,8日,15日,29日 白岡市立中央公民館
白岡市立中央公民館
0480-92-6000

広報しらおか9月号にて募集します。（白岡市
在住・在勤の方が対象となります。）

埼玉県 白岡市
① らくらく寝たまま！腹式呼吸と

ゆらゆらストレッチ体操
筋肉や骨格の歪みからくる不調を寝たままゆらゆら体を揺らして
解消します。

10月19日,26日,11月16日,30
日

白岡市立中央公民館
白岡市立中央公民館
0480-92-6000

広報しらおか9月号にて募集します。（白岡市
在住・在勤の方が対象となります。）

埼玉県 白岡市
①

中高年卓球教室 卓球の楽しさを思い出し、運動不足を解消します。 11月10日,17日,23日 白岡市立中央公民館
白岡市立中央公民館
0480-92-6000

広報しらおか10月号にて募集します。（白岡
市在住・在勤の方が対象となります。）

埼玉県 白岡市
①

スマホ・タブレット スマホの基本操作や操作方法を覚え快適にします。 11月7日,14日,21日,28日 白岡市立中央公民館
白岡市立中央公民館
0480-92-6000

広報しらおか10月号にて募集します。（白岡
市在住・在勤の方が対象となります。）

埼玉県 白岡市
①

カッコよく吹く「オカリナ」 オカリナの基本、演奏姿勢を学び、やさしい曲を吹きます。 11月12日,26日,12月3日,17日 白岡市立中央公民館
白岡市立中央公民館
0480-92-6000

広報しらおか10月号にて募集します。（白岡
市在住・在勤の方が対象となります。）

埼玉県 白岡市
①

令和元年の年賀状を筆ペンで 年賀状の裏面の文章を、美しく見える筆ペンの字で書きます。 11月10日,17日,24日,12月1日 白岡市立中央公民館
白岡市立中央公民館
0480-92-6000

広報しらおか10月号にて募集します。（白岡
市在住・在勤の方が対象となります。）

埼玉県 白岡市
① 寒い冬に食べたくなる「あった

かい料理」
日本に昔からある郷土料理などから健康に冬を乗り切るための知
恵や、おいしく作るこつを学びます。

11月16日,30日 白岡市立中央公民館
白岡市立中央公民館
0480-92-6000

広報しらおか10月号にて募集します。（白岡
市在住・在勤の方が対象となります。）

埼玉県 白岡市
①

市民企画講座「気功・太極拳」 健康管理意識の向上に伴う太極拳を体験します。 11月11日,18日,25日,12月2日 白岡市立中央公民館
白岡市立中央公民館
0480-92-6000

広報しらおか10月号にて募集します。（白岡
市在住・在勤の方が対象となります。）

埼玉県 白岡市
① 市民企画講座「木版画で年賀

状作りを」
木版画による年賀状を作成します。

11月9日,16日,23日,30日,12月
7日

白岡市立中央公民館
白岡市立中央公民館
0480-92-6000

広報しらおか10月号にて募集します。（白岡
市在住・在勤の方が対象となります。）

埼玉県 白岡市
①

市民企画講座「はじめてのチア
ダンス教室」

チアダンスを通じて、「人も自分も応援する楽しさ」を知ることがで
きます。

11月10日,17日,12月8日,15日
白岡市生涯学習センター 白岡市立中央公民館

0480-92-6000
広報しらおか10月号にて募集します。（白岡
市在住・在勤の方が対象となります。）

埼玉県 杉戸町 ① 第37回杉戸町文化祭 各公民館における日頃の学習成果の発表と交流を行います。 10月18日～20日 町内公民館
中央公民館
0480(34)6840

問い合わせ　中央公民館まで

埼玉県 杉戸町 ①
青少年健全育成連絡協議会講
演会

仮題｢インターネット時代の子育て～上手につきあうために～」 10月31日 カルスタすぎと 社会教育課0480(33)1111 問い合わせ　社会教育課まで

埼玉県 杉戸町 ① すぎと町民大学公開講座
講演「東武鉄道の開通と杉戸駅の開設」
演奏「美しい音色を奏でるハーモニカの魅力」

11月9日 カルスタすぎと 社会教育課0480(33)1111 問い合わせ　社会教育課まで

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 ①
草加市体験講座
老い支度「相続・遺言・死後事
務・成年後見制度」

草加市指導者バンク制度に登録している指導者による体験講座
を行います。

10月23日,30日 草加市文化会館
草加市生涯学習課
048-922-2819

予約先：右問い合わせ生涯学習課まで

埼玉県 草加市 ①
草加市体験講座
「自彊術で自分の体は自分で
守りましょう」

草加市指導者バンク制度に登録している指導者による体験講座
を行います。

10月30日 中央公民館 無料
草加市生涯学習課
048-922-2819

予約先：右問い合わせ生涯学習課まで

埼玉県 草加市 ①
草加市体験講座
「健康寿命を延ばす体操」

草加市指導者バンク制度に登録している指導者による体験講座
を行います。

11月1日,8日,15日 中央公民館 無料
草加市生涯学習課
048-922-2819

予約先：右問い合わせ生涯学習課まで

埼玉県 草加市 ①
草加市体験講座
「医療保険のチェックポイント」

草加市指導者バンク制度に登録している指導者による体験講座
を行います。

11月7日 谷塚文化センター 無料
草加市生涯学習課
048-922-2819

予約先：右問い合わせ生涯学習課まで

埼玉県 草加市 ①
草加市体験講座
「気になる「認知症」と「うつ病」
の予防と対策」

草加市指導者バンク制度に登録している指導者による体験講座
を行います。

11月12日,19日 中央公民館
草加市生涯学習課
048-922-2819

予約先：右問い合わせ生涯学習課まで

埼玉県 草加市 ①
草加市体験講座
「子どもの考える力を育む接し
方」

草加市指導者バンク制度に登録している指導者による体験講座
を行います。

11月20日 草加市文化会館 無料
草加市生涯学習課
048-922-2819

予約先：右問い合わせ生涯学習課まで

埼玉県 草加市 ①
草加市体験講座
姿勢美体操「体や健康につい
て学んでみませんか？」

草加市指導者バンク制度に登録している指導者による体験講座
を行います。

11月21日,28日 新田西文化センター 無料
草加市生涯学習課
048-922-2819

予約先：右問い合わせ生涯学習課まで

埼玉県 草加市 ① 親子で元気ルームMINI
乳幼児と保護者を対象に、施設を開放して、自由に過ごし、仲間
づくりを図ります。

10月3日,11月7日 柿木公民館 無料
柿木公民館
048-931-3117

来場自由

埼玉県 草加市 ① 親子で元気ルーム
乳幼児と保護者を対象に、親子体操や手遊び、簡単工作などを通
して、親子が共に成長するための居場所づくりを提供します。

10月10日,11月14日 柿木公民館 無料
柿木公民館
048-931-3117

来場自由

埼玉県 草加市 ① おはなしの時間
乳幼児と保護者を対象に、読み聞かせや手遊びなどを通して、親
子がともに成長するための居場所づくりを提供します。

10月23日,11月27日 柿木公民館 無料
柿木公民館
048-931-3117

来場自由

埼玉県 草加市 ①② 第51回柿木公民館まつり
公民館で活動しているサークル等の成果発表等を行い、参加者
や地域の方々との交流を深めます。

11月2日,3日 柿木公民館 無料
柿木公民館
048-931-3117

来場自由

埼玉県 草加市 ①
スポーツウエルネス吹矢体験
講座

スポーツウエルネス吹矢を通して、健康づくりを図ります。 11月7日 柿木公民館 無料
柿木公民館
048-931-3117

来場自由

埼玉県 草加市 ① おもちゃの病院
おもちゃドクターに壊れたおもちゃを修理してもらうことにより、物を
大切にする心を育てます。

10月7日 新田西文化センター 無料
新田西文化センター
048-942-0778

地域の方々はどなたでも参加は自由です。

埼玉県 草加市 ① ホッとひと息「子育てサロン」
子育て中の母親が仲間と出会い、グループ活動の中で子育てを
学び合い、親子が自分らしさを取り戻せる時間と場所を提供しま

10月7日,11月11日 新田西文化センター 無料
新田西文化センター
048-942-0778

地域の方々はどなたでも参加は自由です。

埼玉県 草加市 ① ママといっしょにおはなし会
絵本の読み聞かせや紙芝居の実演を楽しみながら、子育て中の
親子の交流を図ります。

10月28日,11月25日 新田西文化センター 無料
新田西文化センター
048-942-0778

地域の方々はどなたでも参加は自由です。

埼玉県 草加市 ①
いっしょにあそぼう！　百人一
首体験教室

低学年から楽しめる五色百人一首を用いて、日本の伝承遊びを
次世代に継承します。

11月16日 新田西文化センター 無料
新田西文化センター
048-942-0778

予約先：10/21（月）から右問い合わせ新田西
文化センターまで
定員：20名(先着順)

埼玉県 草加市 ①
外国籍の方のための日本語教
室

日本に住む外国籍市民が、日本の生活に対応できるよう日本語
の学習を行います。

10月1日,8日,15日,11月5日,12
日,19日

新田西文化センター 無料
新田西文化センター
048-942-0778

地域の方々はどなたでも参加は自由です。

埼玉県 草加市 ①
第１０回
新田西文化センターまつり

文化センターで活動しているサークル等の成果発表などを行い、
地域の方々との交流を深めます。

10月4日前夜祭,5日,6日 新田西文化センター 無料
新田西文化センター
048-942-0778

地域の方々はどなたでも来場は自由です。

埼玉県 草加市 ① 放課後クラブ「英語」
利用団体の協力により、学校の放課後に、違う学年やグループの
子どもたちと交流し、様々な体験を行います。

10月28日,11月11日,25日 新田西文化センター 無料
新田西文化センター
048-942-0778

地域の小学生4年生から6年生はどなたでも
参加は自由です。

埼玉県 草加市 ①
放課後クラブ「スポーツウエル
ネス吹矢」

利用団体の協力により、学校の放課後に、違う学年やグループの
子どもたちと交流し、様々な体験を行います。

10月15日,11月19日 新田西文化センター 無料
新田西文化センター
048-942-0778

地域の小学生はどなたでも参加は自由です。

埼玉県 草加市 ① 放課後クラブ「卓球」
利用団体の協力により、学校の放課後に、違う学年やグループの
子どもたちと交流し、様々な体験を行います。

11月7日 新田西文化センター 無料
新田西文化センター
048-942-0778

地域の小学生はどなたでも参加は自由です。

埼玉県 草加市 ① 放課後クラブ「将棋」
利用団体の協力により、学校の放課後に、違う学年やグループの
子どもたちと交流し、様々な体験を行います。

10月21日,11月18日 新田西文化センター 無料
新田西文化センター
048-942-0778

地域の小学生はどなたでも参加は自由です。

埼玉県 草加市 ① うた声広場
楽器演奏に合わせて、皆でなつかしい歌や季節の歌を歌い、地域
の交流を深めます。

10月19日 新田西文化センター 無料
新田西文化センター
048-942-0778

地域の方々はどなたでも参加は自由です。

埼玉県 草加市 ①
ジャグリングパフォーマンス
ショー「Cactus, it's show time」

身近な場所で大道芸の鑑賞の場を設けるとともに、大学生に発表
の機会を提供します。

10月19日 新田西文化センター 無料
新田西文化センター
048-942-0778

地域の方々はどなたでも参加は自由です。

埼玉県 草加市 ① おもちゃの病院 壊れたおもちゃの修理で、物を大切にする心を育みます。 10月25日,11月22日 新里文化センター
新里文化センター
(048-927-3362)

一人2点までで直接来館

埼玉県 草加市 ① 第６回新里文化センターまつり
公民館利用団体の成果発表の場と地域住民との交流を図りま
す。

10月19日,20日 新里文化センター 無料
新里文化センター
048-927-3362

利用団体による実行委員会方式

埼玉県 草加市 ① すくすくクラブ
母親と幼児の交流の場を提供し、子育てに必要な知恵と情報交
換を行います。

10月10日,11月7日 新里文化センター 無料
新里文化センター
048-927-3362

自由参加

埼玉県 草加市 ① のびのび広場
乳幼児とその親を対象に、絵本や紙芝居、手遊びを通して親子の
交流を深めます。

11月15日 新里文化センター 無料
新里文化センター
048-927-3362

自由参加

埼玉県 草加市 ① お宝かるた大会
小中学生の全生徒が持っているお宝かるたの活用を図るため、お
宝かるた大会を実施します。

11月14日 新里文化センター 無料
新里文化センター
048-927-3362

自由参加

埼玉県 草加市 ①③ 県民の日子ども体験教室
県民の日を有効活用し、親子で参加できる講座を開催します。(予
定)

11月14日 川柳文化センター 無料
川柳文化センター
048-936-4088

市広報及びチラシ配布等による募集。

埼玉県 草加市 ①③
成人講座
木版画でつくる年賀状教室

伝統的日本文化の木版画で年賀状を作成しロビー展示を行いま
す。

11月6日,13日,20日予定 川柳文化センター
川柳文化センター
048-936-4089

市広報及びチラシ配布等による募集。

埼玉県 草加市 ① おもちゃ病院
おもちゃドクターに壊れたおもちゃを修理してもらうことにより、物を
大切にする心を育てます。

10月18日,11月15日 川柳文化センター 無料
川柳文化センター
048-936-4092

市広報及びチラシ配布等による募集。

埼玉県 草加市 ① おはなしの広場
乳幼児と保護者を対象に、読み聞かせや手遊びなどを通して、親
子がともに成長するための居場所づくりを提供します。

10月11日,25日,11月8日,22日 川柳文化センター 無料
川柳文化センター
048-936-4093

市広報及びチラシ配布等による募集。

埼玉県 草加市 ①
第41回谷塚文化センターまつ
り

利用団体の成果発表と地域住民相互の交流を深めることを進め
ます。

10月12日,13日 谷塚文化センター
谷塚文化センター
048-928-6271

来場自由

埼玉県 草加市 ③ 伝統芸能フェスティバル
ジャンルの異なる伝統芸能のグループが一堂に介してその技と演
技を披露しあい、それぞれの芸能の奥の深さと魅力を伝え合いま

11月17日 谷塚文化センター 無料
谷塚文化センター
048-928-6271

自由来場

埼玉県 草加市 ③ 第41回谷塚民謡民舞発表会
谷塚地区で活躍している民謡、民舞の発表の機会を提供し、地域
音楽の振興を図ります。

10月6日 谷塚文化センター 無料
谷塚文化センター
048-928-6271

自由来場

埼玉県 草加市 ①
マタニティーサロン「だっこまま
ぎゅっ」

初産妊婦を対象に経験者による情報提供を通じて、出産や子育
てのアドバイスを行う場を提供します。

10月18日,11月15日 中央公民館 無料
中央公民館
048-922-5344

参加自由

埼玉県 草加市 ③
企画展
「日光街道草加宿と参勤交代-
一関藩（田村家）を中心として-

宿場まつりに合わせた企画展です。その年のまつりで扱う大名の
関係資料等を展示してまつりを盛り立てます。参勤交代の諸相に
ついても展示します。

9月28日～12月28日 草加市立歴史民俗資料館 無料
草加市立歴史民俗資料館
048-922-0402

期間内自由見学。

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 ③
企画展講座
「草加宿を通った東北大名-一
関藩を中心として-」

企画展「日光街道草加宿と参勤交代（参勤交替）-一関藩を中心と
して-」をテーマに講演をして頂きます。参勤交代の話を専門家か
ら聞く中で、草加宿の一端を市民に理解していただく機会を提供し

10月5日 草加市立歴史民俗資料館 無料
草加市立歴史民俗資料館
048-922-0402

予約先：左問い合わせ歴史民俗資料館まで。
市広報及びチラシ配布等による募集。

埼玉県 草加市 ③ 古文書講座（基礎講座）
草加市及び周辺地域に残る古文書を通して、地域文化、時代背
景を学んでいただく機会とします。(初心者向け)

通年
第1・3木曜日

草加市立歴史民俗資料館 無料
草加市立歴史民俗資料館
048-922-0402

参加の公募はしておりません

埼玉県 草加市 ③ 古文書講座（応用講座）
草加市及び周辺地域に残る古文書を通して、地域文化、時代背
景を学んでいただく機会とします。(ある程度古文書が解読できる

通年
第2・4木曜日

草加市立歴史民俗資料館 無料
草加市立歴史民俗資料館
048-922-0402

参加の公募はしておりません

埼玉県 草加市 ③ 節句飾り制作講習会
「つるしひな」「端午の節句」飾り制作講習会を実施し、2月実施予
定の「桃の節句展」、5月実施予定の「端午の節句展」に出品して
いただきます。

10月9日,23日,11月6日,20日 草加市立歴史民俗資料館
草加市立歴史民俗資料館
048-922-0402

参加の公募は終了済です。見学可能。

埼玉県 草加市 ②③
れきみん体験教室
親子で参加「昔の道具を使って
みよう」

親子で昔の灯りの体験や農具等を使って、実際の作業を体験しま
す。昔の生活の様子や暮らしの知恵を学び、古い道具の使い方を
学んでもらいます。いろいろ体験する中で、昔の人びとの苦労や
工夫を知ることができるようにします。

11月4日 草加市立歴史民俗資料館 無料
草加市立歴史民俗資料館
048-922-0402

予約先：左問い合わせ歴史民俗資料館まで。
市広報及びチラシ配布等による募集。

埼玉県 草加市 ②③
県民の日体験教室「まが玉作
り」

県民の日に因んで、小学生に勾玉作りに挑戦してもらいます。埼
玉県章が勾玉を16個並べたものであること、古代の人の装飾品な
どとして大切にしたものであることを伝えます。

11月14日 草加市立歴史民俗資料館
草加市立歴史民俗資料館
048-922-0402

予約先：左問い合わせ歴史民俗資料館まで。
市広報及びチラシ配布等による募集。

埼玉県 秩父市 ① 市内各公民館文化祭
公民館で活動している講座やクラブが日頃の活動成果について、
作品展示や演技発表などを通じて発表するとともに、地域の方々
との交流を深める文化祭を市内各公民館で開催します。

10月初旬～11月中旬 市内11ヶ所の公民館 無料
秩父市生涯学習課
0494-22-0420

埼玉県 秩父市 ①④ 子ども大学ちちぶ
近隣の自治体やNPOと連携して、小学4～6年生を対象に子供の
知的好奇心を満足させる学びの機会を提供します。

10月～11月 秩父郡市内
秩父市生涯学習課
0494-22-0420

埼玉県 秩父市 ①③ 秩父市民音楽祭
市内の小中学生や音楽愛好団体が参加し、日頃の成果を合唱や
演奏を通じて発表したり、プロの音楽家の演奏に触れ、音楽の素
晴らしさを学ぶ音楽祭を開催します。

11月3日
秩父宮記念市民会館
大ホールフォレスタ

無料
秩父市生涯学習課
0494-22-0420

埼玉県 秩父市 ① 青少年健全育成推進大会
青少年の健全育成活動を行っている団体が一堂に会し、青少年
に対する正しい知識と認識を深め、育成活動の推進を図るため、
青少年及び育成功労者の表彰・活動発表等を行います。

11月9日 秩父市歴史文化伝承館2階ホール 無料
秩父市生涯学習課
0494-22-0420

埼玉県 秩父市 ①③ 秩父美術展
秩父地域の文化向上及び芸術文化を学ぶ機会や発表の場を提
供するため、絵画・書・写真・彫刻・工芸の部門を対象とした美術
展を開催します。

9月30日～10月6日 秩父市歴史文化伝承館
http://www.city.chichibu.lg.jp/
6663.html

秩父市生涯学習課
0494-22-0420

埼玉県 ときがわ町 ①③ ときがわ町文化祭・展示の部 公民館活動者及び一般参加者の作品展示を行います。 11月1日～3日 体育センター 無料
生涯学習課
0493-65-2656

予約先:左問い合わせ生涯学習課まで

埼玉県 ときがわ町 ①③ ときがわ町文化祭・発表の部
公民館活動者及び一般参加者の舞台発表、茶道体験等を行いま
す。

11月2日 文化センター 無料
生涯学習課
0493-65-2656

予約先:左問い合わせ生涯学習課まで

埼玉県 所沢市 ①
第20回所沢図書館まつり
（本館）

図書館を広くPRし、読書の魅力や楽しさを知ってもらうことにより、
読書活動の推進を図ることが目的です。

11月16日,17日 所沢市立所沢図書館　本館 無料
所沢市立所沢図書館　本館
04-2995-6311

当日参加/事前申込みの場合もあります。

埼玉県 所沢市 ①
第20回所沢図書館まつり
（所沢分館）

図書館を広くPRし、読書の魅力や楽しさを知ってもらうことにより、
読書活動の推進を図ることが目的です。

11月9日,10日 所沢市立所沢図書館　所沢分館 無料
所沢市立所沢図書館所沢分館
04-2923-1243

当日参加/事前申込みの場合もあります。

埼玉県 所沢市 ①
第20回所沢図書館まつり
（椿峰分館）

図書館を広くPRし、読書の魅力や楽しさを知ってもらうことにより、
読書活動の推進を図ることが目的です。

11月23日,24日 所沢市立所沢図書館　椿峰分館 無料
所沢市立所沢図書館椿峰分館
04-2924-8041

当日参加/事前申込みの場合もあります。

埼玉県 所沢市 ①
第20回所沢図書館まつり
（狭山ヶ丘分館）

図書館を広くPRし、読書の魅力や楽しさを知ってもらうことにより、
読書活動の推進を図ることが目的です。

11月9日,10日
所沢市立所沢図書館
狭山ヶ丘分館

無料
所沢市立所沢図書館狭山ヶ丘分館
04-2949-1193

当日参加/事前申込みの場合もあります。

埼玉県 所沢市
① 第20回所沢図書館まつり

（富岡分館）
図書館を広くPRし、読書の魅力や楽しさを知ってもらうことにより、
読書活動の推進を図ることが目的です。

11月16日,17日
所沢市立所沢図書館
富岡分館

無料
所沢市立所沢図書館富岡分館
04-2943-3636

当日参加/事前申込みの場合もあります。

埼玉県 所沢市 ①
第20回所沢図書館まつり
（吾妻分館）

図書館を広くPRし、読書の魅力や楽しさを知ってもらうことにより、
読書活動の推進を図ることが目的です。

11月2日～4日
所沢市立所沢図書館
吾妻分館

無料
所沢市立所沢図書館吾妻分館
04-2924-0249

当日参加/事前申込みの場合もあります。

埼玉県 所沢市 ①
第20回所沢図書館まつり
（柳瀬分館）

図書館を広くPRし、読書の魅力や楽しさを知ってもらうことにより、
読書活動の推進を図ることが目的です。

11月2日,3日
所沢市立所沢図書館
柳瀬分館

無料
所沢市立所沢図書館柳瀬分館
04-2944-4023

当日参加/事前申込みの場合もあります。

埼玉県 所沢市 ①
第20回所沢図書館まつり
（新所沢分館）

図書館を広くPRし、読書の魅力や楽しさを知ってもらうことにより、
読書活動の推進を図ることが目的です。

11月9日,10日
所沢市立所沢図書館
新所沢分館

無料
所沢市立所沢図書館新所沢分館
04-2929-1905

当日参加/事前申込みの場合もあります。

埼玉県 戸田市 ① 講座「ネイチャークラフト」
木の板をベースに自然の素材を使って工作します。参加には事前
申込が必要です。

10月27日 彩湖自然学習センター
http://www.city.toda.saitama.j
p/site/saiko/

彩湖自然学習センター
048-422-9991

9月27日(金)10時より申込開始
定員：10組28名(先着順)

埼玉県 戸田市 ① 講座「いきもの探険隊：秋」
彩湖自然学習センター周辺のミニ観察会を行います。参加は当日
先着順です。

11月4日
彩湖自然学習センター

http://www.city.toda.saitama.j
p/site/saiko/

彩湖自然学習センター
048-422-9991

当日先着順
定員：20名

埼玉県 戸田市 ① 講座「オギのミミズクづくり」
彩湖周辺で集めたオギでミミズクをつくります。参加には事前申込
が必要です。

11月10日 彩湖自然学習センター
http://www.city.toda.saitama.j
p/site/saiko/

彩湖自然学習センター
048-422-9991

10月10日(木)10時より申込開始
定員：30名(先着順)

埼玉県 戸田市 ①
講座「彩湖周辺の野鳥観察会：
初冬」

初冬の彩湖周辺の野鳥を解説付きで観察します。参加には事前
申込が必要です。

11月16日 彩湖自然学習センター
http://www.city.toda.saitama.j
p/site/saiko/

彩湖自然学習センター
048-422-9991

10月16日(水)10時より申込開始
定員：20名(先着順)

埼玉県 戸田市 ① 講座「秋の自然観察会」
彩湖周辺の自然についてセンター職員の解説を聞きながら散策し
ます。参加には事前申込が必要です。

11月24日 彩湖自然学習センター
http://www.city.toda.saitama.j
p/site/saiko/

彩湖自然学習センター
048-422-9991

10月24日(木)10時より申込開始
定員：20名(先着順)

埼玉県 長瀞町 ① 第44回長瀞町文化展
町内在住・在勤の方々の作品（書道・絵画・写真等）約1000点を展
示し、一般公開します。

11月1日～3日 長瀞町中央公民館 無料
長瀞町教育委員会生涯学習担当
0494-66-3113

出品希望者は、事前にお問い合わせくださ
い。

埼玉県 滑川町 ③ 滑川町文化祭
小・中学生をはじめ、町内在勤、在住者の作品展示です。出品種
目は書・ペン字、短歌・俳句、絵画・彫刻、工芸、写真、菊、盆栽、
生け花等です。

11月1日～3日 滑川町コミュニティセンター 無料

滑川町中央公民館
0493-56-2825
教育委員会生涯学習担当
0493-56-6907

回覧により周知
滑川町コミュニティセンター窓口申込

埼玉県 新座市 ① 青少年健全育成啓発チラシ展
青少年健全育成啓発チラシの作成のために応募される作品を展
示します。

11月1日～15日 新座市役所 無料
新座市教育委員会生涯学習スポーツ
課　048-477-1111

埼玉県 新座市 ①
青少年健全育成に係る懸垂幕
の提出

『子ども・若者育成支援強調月間』に合わせ、懸垂幕を掲示しま
す。

10月31日～11月18日 新座市役所 無料
新座市教育委員会生涯学習スポーツ
課　048-477-1111

埼玉県 新座市 ① 人権ポスター・標語展
市内小中学生から応募された、人権ポスター・標語の優秀作品を
展示します。

11月19日～30日 野火止公民館 無料
新座市教育委員会生涯学習スポーツ
課

市立小中学校を通じて児童・生徒から募集し
ます。一般募集はありません。

埼玉県 新座市 ③
秋の読書週間フェスティバル
「川端誠絵本ライブ＆講演会」

絵本作家である川端誠氏を講師に招き、絵本の開き読みライブ及
び絵本の魅力を語る講演会を開催します。

10月5日 中央図書館 無料
中央図書館
048-481-1115

参加申込制
参加については中央図書館までお問い合わ
せください。

埼玉県 新座市 ③
秋の読書週間フェスティバル
「図書館カフェ」

図書館で貸出手続きを済ませた本・雑誌・紙芝居（貸出用）を図書
館前広場に持ち込み、コーヒーと読書を楽しんでいただくイベント
を実施します。

10月13日,14日 中央図書館
中央図書館
048-481-1115

参加は自由

埼玉県 新座市 ③
秋の読書週間フェスティバル
「大人のためのおはなし会」

図書館朗読ボランティアグループ「こだま」及び市内読み聞かせ団
体「にいざまめの会」による朗読や素話など、大人も楽しめるおは
なし会を開催します。

11月3日 中央図書館 無料
中央図書館
048-481-1115

参加は自由

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 新座市 ③
秋の読書週間フェスティバル
「子ども司書講座」

図書館の使い方や、普段入ることのできないバックヤードツアー、
ビブリオバトルなどの講座を実施します。

11月14日 中央図書館 無料
中央図書館
048-481-1115

参加申込制
参加については中央図書館までお問い合わ
せください。

埼玉県 新座市 ③
秋の読書週間フェスティバル
「リサイクルブックフェア」

図書館で不用になった図書や雑誌を無償で配布します。 11月予定 福祉の里図書館 無料
福祉の里図書館
048-481-7070

参加は自由

埼玉県 新座市 ①③④ 「十三夜に歴民でお月見呈茶」
十三夜飾りをして、月を愛でるとともに、抹茶を飲みながら月にま
つわる話を聞きます。

10月12日予定 歴史民俗資料館 無料
新座市歴史民俗資料館
048-481-0177

参加は自由（呈茶は先着順）

埼玉県 新座市 ①
「自分らしく生ききるために～
人生100年時代の”健幸”と終
活とは～」

「おひとりさまの最期」「自宅で迎える終末期」「自分らしく最期のと
きを迎える権利」をキーワードに、終活にむけて、”最期のとき”を
どう捉え、どう自分らしく生きていくかを3人のシンポジストとともに
考えていきます。（定員：100名（先着）※1カ月前から予約受付開

11月2日（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.h
tml

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
「世界遺産（産業遺産）と観光」
＜全3回＞

ドイツの産業遺産と観光（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12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/a
bout/effort/extension/index.h
tml

教務部教務課公開講座係
048-478-3340

埼玉県 新座市 ①
秋期公開講座教養コース
「世界遺産（産業遺産）と観光」
＜全3回＞

イタリアの世界遺産と観光（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19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/a
bout/effort/extension/index.h
tml

教務部教務課公開講座係
048-478-3340

埼玉県 新座市 ①
秋期公開講座教養コース
「世界遺産（産業遺産）と観光」
＜全3回＞

百舌鳥・古市古墳群（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26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/a
bout/effort/extension/index.h
tml

教務部教務課公開講座係
048-478-3340

埼玉県 新座市 ③ 紫祭
学生主体の学園祭です。模擬店の出店や授業･サークル活動の
発表等行います。

11月3日～11月4日 新座キャンパス 紫祭実行委員会
紫祭ＨＰ
http://atomiyukarifes.wixsite.c
om/yukarisai

学生サポートセンター学生課
048-478-3341

埼玉県 新座市 ③

「跡見花蹊の風景展　-花蹊の
スケッチ手帳-」（展示室1）
「明治のメディアが捉えた跡見
花蹊展」（展示室2）

展示室1では、跡見花蹊が持ち歩いていた手帳37冊から風景画を
取り上げるとともに、花蹊手帳の全貌をご紹介します。
展示室2では、明治時代の新聞記事や雑誌から、花蹊および跡見
女学校に関わる報道をピックアップし、展示いたします。

9月24日～12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/
museum/

花蹊記念資料館
048-478-0130

埼玉県 蓮田市 ① 親子ふれあい村
親子のふれあいを図るためのイベントで、プラバン・缶ぽっくりつく
り・火おこし体験など親子で一緒にいろいろな体験を楽しむことが
できます。

11月10日 蓮田市役所 無料
蓮田市教育委員会
子ども支援課企画担当
048-768-3111　内線154

どなたでも参加は自由です。

埼玉県 蓮田市 ①
第30回人形げきと昔話のつど
い　ブックカフェ

子どもの本を読む会による、子どもの本でおしゃべりをするブック
カフェを開催します。どなたでもご参加下さい。

10月13日
蓮田市図書館
2階視聴覚ホール

無料
蓮田市図書館
048-769-5198

事前申込は必要ありません。
定員は50名です。

埼玉県 蓮田市 ①
第30回人形げきと昔話のつど
い　子どものための音楽とおは
なしの会

めんどり文庫による幼児・小学生を対象とした音楽やおはなしの
公演を行います。クレヨンをご持参ください。

10月19日
中央公民館
2階第3会議室・研修室

無料
蓮田市図書館
048-769-5198

事前申込は必要ありません。
定員は50名です。

埼玉県 蓮田市 ①
第30回人形げきと昔話のつど
い　人形げき

かたつむり人形劇団による幼児・小学生を対象とした人形劇の公
演を行います。

10月20日
蓮田市図書館
2階視聴覚ホール

無料
蓮田市図書館
048-769-5198

事前申込は必要ありません。
定員は100名です。

埼玉県 蓮田市 ①
第30回人形げきと昔話のつど
い　音楽げき

おおば文庫による幼児・小学生を対象とした音楽劇の公演を行い
ます。

11月9日
蓮田市環境学習館
1階集会室

無料
蓮田市図書館
048-769-5198

事前申込は必要ありません。
定員は50名です。

埼玉県 蓮田市 ①
第30回人形げきと昔話のつど
い　おはなし会

蓮田おはなしの会による幼児・小学生を対象としたおはなし会を
開催します。

11月16日
蓮田市図書館
2階視聴覚ホール

無料
蓮田市図書館
048-769-5198

事前申込は必要ありません。
定員は50名です。

埼玉県 蓮田市 ①
第30回人形げきと昔話のつど
い　人形げき

ひよっこ人形劇グループによる幼児・小学生を対象とした人形劇
の公演を行います。

11月17日
児童センター
2階集会室

無料
蓮田市図書館
048-769-5198

事前申込は必要ありません。
定員は70名です。

埼玉県 蓮田市 ①
第30回人形げきと昔話のつど
い　人形げき

人形劇団さくらんぼによる幼児・小学生を対象とした人形劇の公
演を行います。

11月24日
中央公民館
3階集会室

無料
蓮田市図書館
048-769-5198

事前申込は必要ありません。
定員は100名です。

埼玉県 蓮田市 ①
第30回人形げきと昔話のつど
い　朗読

朗読花びらの会による、大人向けの朗読の公演を行います。 11月24日
蓮田市図書館
2階視聴覚ホール

無料
蓮田市図書館
048-769-5198

事前申込は必要ありません。
定員は50名です。

埼玉県 蓮田市 ①
第30回人形げきと昔話のつど
い　講演会

はすっ子読書連絡会の企画・協力による講演会を開催します。参
加には事前の申込みが必要です。

12月1日
蓮田市図書館
2階視聴覚ホール

無料
蓮田市図書館
048-769-5198

事前の申込みが必要です。定員は70名で
す。

埼玉県 鳩山町 ①
第5回「言ってんベー・聞いてん
ベー大会」

少子高齢化・高度情報化・グローバル化が進む今日、あるテーマ
に基づき町民等が自分の意見を発表する機会を設け、様々な立
場の人々の意見を聴き、意見の違いを互いに認め合う寛容な考え
方通して町民の交流を図ります。

11月3日 文化会館 無料
生涯学習担当
049－296－1263

学校推薦の部：各小中学校を通じて右問合
せの生涯学習担当まで
公募の部：右問合せの生涯学習担当まで

埼玉県 鳩山町 ③ 第44回中央文化祭
町内のサークルを中心とした、地域住民の年間活動の成果を一
堂に展示した、芸術文化の祭典を開催し、生涯学習の推進を図り
ます。（中央文化祭実行委員会と共催）

11月3日,4日
鳩山町中央公民館
鳩山町文化会館

無料
鳩山町中央公民館
049-296-2774

埼玉県 鳩山町 ③ 第24回鳩山陶芸展
町内の陶芸サークルが、日頃の活動で作成した作品を、一堂に展
示することにより、地域文化の向上を図ります。（鳩山陶芸展実行
委員会と共催）

11月3日,4日 鳩山町文化会館 無料
鳩山町中央公民館
049-296-2774

埼玉県 羽生市 ③ 第19回羽生市文化祭
美術・俳句・短歌・生け花の作品展示、将棋や囲碁大会及び茶
会・郷土研究発表・宮澤章二顕彰会の発表などを行います。

11月16日,17日 羽生市民プラザ
羽生市生涯学習課
048-561-1121　内線312

埼玉県 飯能市 ③
第45回第二区地区文化祭(展
示部門)

地区行政センター(公民館)で活動しているグループや地域の活動
団体のほか、児童や園児の作品展示を行います。

11月16日,17日 第二区地区行政センター 無料
第二区地区行政センター
042-972-6784

問い合わせ先：第二区地区行政センターまで

埼玉県 飯能市 ③
第45回第二区地区文化祭(芸
能部門)

地区行政センター(公民館)で活動しているグループ、団体の芸能
発表会を行います。

11月23日 第二区地区行政センター 無料
第二区地区行政センター
042-972-6784

問い合わせ先：第二区地区行政センターまで

埼玉県 飯能市 ①③
双柳地区文化祭(展示部門・囲
碁将棋のつどい・体験コーナー
ほか)

地区行政センター(公民館)で活動しているグループ等の作品展示
等を行います。

11月9日,10日 双柳地区行政センター 無料
双柳地区行政センター
042-972-9900

利用グループ

埼玉県 飯能市 ①③ 双柳地区文化祭(発表部門)
地区行政センター(公民館)で活動しているグループの成果発表を
行います。

11月17日 双柳地区行政センター 無料
双柳地区行政センター
042-972-9900

利用グループ等

埼玉県 飯能市 ①③
第48回加治地区文化祭作品展
示会(加治地区行政センター会
場)

地区行政センター(公民館)で活動しているサークル・団体の作品
展示会です。

11月15日～17日 加治地区行政センター 無料
加治地区行政センター
042-972-2313

公募なし

埼玉県 飯能市 ③
第48回加治地区文化祭(加治
東地区行政センター会場)

加治3地区行政センター(公民館)で活動のグループの成果発表と
展示を行います。(盆栽展、お茶会、試食会、芸能発表会)

11月14日～17日 加治東地区行政センター 無料
https://www.city.hanno.lg.jp/a
rticle/facility/kajih-center

加治東地区行政センター
042-974-4546

利用グループ

埼玉県 飯能市 ③
加治地区文化祭（美杉台地区
行政センター会場）

地区行政センター(公民館)で活動しているサークル、地域の方々
の成果を発表します。絵画、短歌、書道、ペン習字、写真、彫像、
押し花、水墨画などの作品を展示します。

11月9日,10日 美杉台地区行政センター 無料
美杉台地区行政センター
042-971-5151

参加につきましては、美杉台地区行政セン
ター・公民館にお問い合わせください。

埼玉県 飯能市 ③
加治地区文化祭（加治地区音
楽祭）

地区行政センター(公民館)で活動しているサークル、地域の方々
の成果を発表します。合唱、合奏、独唱、独奏等の発表をします。

11月23日 美杉台地区行政センター 無料
美杉台地区行政センター
042-971-5151

参加につきましては、美杉台地区行政セン
ター・公民館にお問い合わせください。

埼玉県 飯能市 ① 吾野地区文化祭
地区行政センター(公民館)で活動しているサークルの成果(作品・
芸能)発表及び地区内の園児・児童・生徒・住民の作品展示を行い

10月12日,13日 吾野地区行政センター 無料
吾野地区行政センター
042-978-1211

サークルへの説明会及びセンターだよりで募
集します。

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 飯能市 ①②
第27回東吾野・地域を歩こう！
～阿寺諏訪神社例大祭を訪ね
て～

東吾野地区の自然と文化に触れながら、伝統の獅子舞や神楽の
見学を通じて、地域の魅力を再発見する健康ウォーキングです。

10月13日 東吾野地内 無料
吾野地区行政センター
042-978-1211

どなたでも参加

埼玉県 飯能市 ① 原市場地区文化祭(展示部門)
園児・児童・生徒・一般の作品の展示及び地区行政センター(公民
館)で活動しているサークル等の成果発表などを行います。

10月中旬 原市場地区行政センター 無料
原市場地区行政センター
042-977-1232

予約先：右問い合わせまで

埼玉県 飯能市 ① 原市場地区文化祭(発表部門)
地区行政センター(公民館)で活動しているサークル等の成果発表
などを行います。

11月中旬 原市場地区行政センター 無料
原市場地区行政センター
042-977-1232

予約先：右問い合わせまで

埼玉県 飯能市 ③ 第15回名栗地区文化祭
公民館サークルや地区内の児童・生徒による作品展示及び紙芝
居・人形劇などを行います。

10月26日,27日 名栗地区行政センター

埼玉県 飯能市 ①③ 第10回名栗ハイキング
地区内の観光名所を歩くことで趣味と健康づくりを兼ねたウオーキ
ングの習慣を提唱している講座です。

10月27日 棒の峯
申込締切：10/16（水）まで電話、FAX、E-Mail
にて受付ます。

埼玉県 飯能市 ③ 特別展「飯能の名宝」
開館30年を記念して、市内の県指定文化財を中心とする「名宝」を
展示します。

10月20日～12月8日 飯能市立博物館 無料
飯能市立博物館
042-972-1414

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19日のテーマは「地域の
文化・歴史」です。

10月19日 駿河台大学 駿河台大学
https://www.surugadai.ac.jp/c
hiiki/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19日は「宇宙と人類」が
テーマです。

10月19日 駿河台大学 駿河台大学
https://www.surugadai.ac.jp/c
hiiki/syogaigakushu/koza/

地域連携課
042-972-1181

埼玉県 飯能市 ① リース作り講座
どなたでも受講できる公開講座です。11月23日は「北欧テイストの
ナチュラルクリスマスリース作り」をテーマに実施します。

11月23日 駿河台大学 駿河台大学
https://www.surugadai.ac.jp/c
hiiki/syogaigakushu/koza/

地域連携課
042-972-1181

埼玉県 飯能市 ③ 駿輝祭
「百花斉放（ひゃっかさいほう)」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。

2019/10/26・27 駿河台大学 駿輝祭実行委員会 http://syunki.sakura.ne.jp/
学生支援課
042-972-1101

埼玉県 東松山市 ③ 野本地区文化祭
野本市民活動センターで活動する団体等が成果発表などを行い、
地域の方々との交流を深めます。

10月26日,27日 野本市民活動センター 無料
野本市民活動センター
0493-23-7077

野本市民活動センターまでお問い合わせくだ
さい。

埼玉県 東松山市 ③ 野本地区かかし祭コンテスト
野本地区内の各種団体・個人が趣向を凝らした手作りかかしを出
品します。また、スリーデーマーチ期間には会場を新江川堤防に
移し、訪れたウォーカーたちの目を楽しませます。

①10月13日～31日
②11月2日～4日

野本市民活動センター 無料
野本市民活動センター
0493-23-7077

野本市民活動センターまでお問い合わせくだ
さい。

埼玉県
比企郡
鳩山町

②③ 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

①②
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.pref.saitama.lg.jp
/a0603/4-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

①②
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/abo
ut/contribute/extention/kouk
ai_kamoku_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 日高市 ①③ 第29回日高市美術展
絵画・書・彫塑工芸・写真の各部門ごとに市民の力作を展示しま
す。

11月13日～17日 日高市文化体育館「ひだかアリーナ」 無料
生涯学習課
042-989-2111

出品資格は、16歳以上の市内在住、在勤及
び在学の方。または市内の文化サークルで
活動している方。未発表のオリジナル作品に

埼玉県 深谷市 ① オカリナコンサート 地域在住の音楽家によるオカリナコンサートを開催します。 10月18日予定 深谷公民館中庭 無料
深谷公民館
048-571-0506

定員100名（先着順）深谷公民館までお問い
合わせください。

埼玉県 深谷市 ① 中庭コンサート 公民館利用サークルによるバンド演奏会を開催します。 11月2日 深谷公民館中庭 無料
深谷公民館
048-571-0506

定員100名（先着順）深谷公民館までお問い
合わせください。

埼玉県 深谷市 ③ 菊化展
藤沢地区の菊愛好者に作品の発表及び鑑賞の場を提供すること
により地域の交流を図ります。

10月29日～11月7日 藤沢公民館 無料
藤沢公民館
048-571-0345

藤沢地区の菊愛好者が出展し、どなたでも見
学できます。

埼玉県 深谷市 ① 輪投げ大会
老人会との共催による輪投大会を開催し、地域の方との交流、世
代間の交流を図ります。

11月5日 藤沢公民館 無料
藤沢公民館
048-571-0345

どなたでもご参加いただけます。

埼玉県 深谷市 ① 秋季グラウンド・ゴルフ大会 スポーツを通して地域住民の交流と親睦を図ります。 11月14日 藤沢公民館
藤沢公民館
048-571-0345

どなたでもご参加いただけます。

埼玉県 深谷市 ③ 菊花盆栽展
緑と花の愛好会の会員や地域愛好家の作品の発表の場を提供
するとともに、市民に鑑賞の場を提供し、地域の方との交流を図り

11月1日～3日 渋沢栄一記念館・八基公民館 無料
八基公民館
048-598-7757

どなたでも見学できます。

埼玉県 深谷市 ③ 芸能祭
高齢者を招待し、地域住民や公民館利用者のサークル活動の成
果発表及び展示などを行い、地域の方との交流を図ります。

11月24日 渋沢栄一記念館・八基公民館 無料
八基公民館
048-598-7757

自治会・公民館利用登録団体を通して募集し
ます。

埼玉県 深谷市 ③ 菊花展
菊の会の会員の作品の発表の場を提供するとともに、市民に鑑
賞の場を提供し、地域の方との交流を図ります。

11月2日～4日 豊里公民館 無料
豊里公民館
048-587-2111

参加の公募はしておりません。

埼玉県 深谷市 ③ 第1回岡部公民館まつり
公民館で活動しているサークル等の成果発表、小学生の書道、中
学生の作品、子どもの絵画展示などを行い、地域の方々との交流
を深めます。

11月2日,3日 岡部公民館 無料
岡部公民館
048-585-4974

一般作品の展示は公民館だよりで募集

埼玉県 深谷市 ① 川本地区市民体育祭
地域における各世代の交流と親睦を深める事業として開催しま
す。

10月6日 川本天神グラウンド 無料
川本公民館
048-583-3234

自治会を通じて募集

埼玉県 深谷市 ① グラウンドゴルフ大会
地区の方を対象に、グラウンドゴルフ大会を開催し、地区の交流
を図ります。

10月18日 川本グラウンドゴルフ場
川本公民館
048-583-3234

地区内公募

埼玉県 深谷市 ① 第2回家庭教育学級
保育園・幼稚園・小中学校の児童生徒と保護者を対象に、「みん
なで音楽を楽しもう」をテーマに音楽会を開催します。

10月27日 川本公民館 無料
川本公民館
048-583-3234

地区内公募

埼玉県 深谷市 ① 文学歴史散歩 文学・歴史をテーマにバスでの日帰りツアーを行います。 11月12日 未定
川本公民館
048-583-3234

地区内公募

埼玉県 深谷市 ①
第4回ふれあい子育て講座
（親子でリズムあそび）

乳幼児を持つ親の不安を解消し、楽しく子育てができるよう子育て
に関するアドバイスをします。

11月15日 川本公民館 無料
川本公民館
048-583-3234

予約先：右問い合わせ川本公民館まで

埼玉県 深谷市 ① 幸齢（高齢）者学級
高齢者の生きがい、健康で豊かな生活を充実させるために必要な
教養、運動等を行なう講座です。

10月3日 花園公民館 無料
花園公民館
048-584－2184

公募、花園地区在住、65歳以上　定員：25名

埼玉県 深谷市 ① 幸齢（高齢）者学級
高齢者の生きがい、健康で豊かな生活を充実させるために必要な
教養、運動等を行う講座です。

10月10日 花園公民館 無料
花園公民館
048-584－2184

公募、花園地区在住、65歳以上　定員：25名

埼玉県 深谷市 ① 幸齢（高齢）者学級
高齢者の生きがい、健康で豊かな生活を充実させるために必要な
教養、運動等を行う講座です。

10月17日 花園公民館 無料
花園公民館
048-584－2184

公募、花園地区在住、65歳以上　定員：25名

埼玉県 深谷市 ① 花園地区子ども綱引き大会 小学生を対象に、子ども会対抗の綱引き大会を行います。 11月9日 花園小学校　体育館 無料
花園公民館
048-584－2184

花園地区子ども会

埼玉県 深谷市 ① 親子料理教室
親子で楽しみながら料理し、食事への関心を高め、家族とのコミュ
ニケーションを推進します。

11月16日 花園公民館
花園公民館
048-584－2184

公募、花園地区在住・在勤親子
定員：親子20名

埼玉県 富士見市 ①③ 第38回水谷東文化祭
水谷東公民館利用団体・サークルの活動の成果を発表する場とし
て、また、地域住民の交流を図る機会として実施します。

11月16日,17日 水谷東公民館 無料
水谷東公民館
048-473-8717

来場自由

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61回「教育・文化週間」関連行事

埼玉県 富士見市 ①
第2回富士見子どもビブリオバ
トル大賞決勝戦

市内協力校3校により選出された代表児童によるビブリオバトルの
決勝戦。決勝の模様を撮影し、映像は市内小中特別支援学校へ
配布、投票。また、当日観覧者による投票も行い観客賞（チャンプ
本）を決めます。

11月10日 富士見市立中央図書館 無料
富士見市立中央図書館
049-252-5825

観覧のみ参加可、申込み不要

埼玉県 ふじみ野市 ①②③
第15回ふじみ野市民文化祭
[かみふくおか会場]

①ミュージックフェスタ、②作品展、③芸能発表会など、文化祭事
業を実施します。

10月20日～11月3日
上福岡公民館、コミュニティセンター
上福岡西公民館、勤労福祉センター

無料
上福岡公民館  049-261-6678
上福岡西公民館  049-266-9501

参加については、上福岡公民館及び上福岡
西公民館にお問い合わせください。
※来場はどなたでも自由です。

埼玉県 ふじみ野市 ①②③
第15回ふじみ野市民文化祭
［おおい会場］

子どもフェスティバル、作品展、芸能祭、子ども劇場、大会（茶会・
模擬店・囲碁将棋大会）、洋舞音楽祭、青年祭の各部門による文
化祭事業を実施します。参加には事前申し込みが必要です。※来
場はどなたでも自由です。

10月26日～11月24日 大井中央公民館
大井中央公民館
049-261-0648

参加対象：市内で活動するサークル等
※来場はどなたでも自由です。

埼玉県 ふじみ野市 ① 第10回大井図書館まつり
リサイクル本の無料提供のほか、おはなし会やマジックショーな
ど、子どもから大人まで楽しめる様々なイベントを開催します。

10月6日 ふじみ野市立大井図書館 無料
https://www.library.fujimino.sa
itama.jp/

ふじみ野市立大井図書館
049-263-1100

どなたでもご参加いただけます。

埼玉県 ふじみ野市 ① 第21回上福岡図書館まつり
リサイクル本の無料提供のほか、おはなし会やコンサートなど、子
どもから大人まで楽しめる様々なイベントを開催します。

11月2日 ふじみ野市立上福岡図書館 無料
https://www.library.fujimino.sa
itama.jp/

ふじみ野市立大井図書館
049-263-1100

どなたでもご参加いただけます。

埼玉県 ふじみ野市 ①
2019文京学院大学・淑徳大学
共催公開講座「大人の造形あ
そび」

『わたしの色でつくる宝箱』…モダンテクニック（マーブリ
ングや折り染め等）で偶然の色を楽しみながら宝箱を作りま
しょう。

10月5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 https://www.shukutoku.ac.jp/
総務部
049-274-1501

両日とも先着45名

埼玉県 本庄市 ① 青少年健全育成のつどい
地域青少年団体活動発表、青少年の主張発表会、表彰式（青少
年の主張発表者、青少年健全育成標語優秀作品、青少年・青少
年育成者等功労表彰）を実施します。

11月23日 児玉文化会館セルディ
生涯学習課生涯学習係
0495-22-3248

生涯学習課生涯学習課へお問い合わせくだ
さい。

埼玉県 本庄市 ① 本庄歴史講座～江戸時代編～
明和の大一揆や本庄宿焚火事件など江戸時代の本庄の歴史を
学びます。

10月2日,9日,16日 本庄公民館 無料
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

右記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ③
本庄市文化団体連合会第13回
文化祭

本庄市文化団体連合会による展示、舞台、実演発表を行います。 10月5日,6日 本庄市民文化会館 無料
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

観覧は可能ですが、参加の公募は行なって
おりません。

埼玉県 本庄市 ①
ミルフィオリによるミクロモザイ
ク教室

ベネチアンガラスのカラフルなガラス片ミルフィオリを枠の中に並
べてデザインしブローチやペンダントトップを作ります。

10月23日 本庄東公民館
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① 季節の飾り巻き寿司教室
季節に合わせた飾り巻き寿司の作り方を学びます。（花巻き、バ
ラ、ぶどうを予定）

11月8日 本庄東公民館
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① 麹教室 健康志向で人気の「麹」のバリエーションを学びます。 11月8日 本庄東公民館
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① X'masリース教室 年末の季節感を彩るリース飾りの作り方を学びます。 11月12日 本庄東公民館
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ①
「ピーターラビット（あひるのジ
マイマのおはなし）」を原文で読
む会

幼少期に触れることが多く、愛読本になるなど人気のある「ピー
ターラビット」を原文で読み、その英語表現や時代背景なども紹介
し学びます。

11月19日,26日,(12月3日) 本庄東公民館 無料
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ①
本庄東公民館クラブ活動発表
会（展示の部）

クラブ利用者団体などによる活動成果の発表会です。写真、フラ
ワーアレンジメント、書道、編み物、フランス刺繍、手芸などを展示

11月16日,17日 本庄東公民館 無料
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

観覧は可能ですが、出展の公募は行っており
ません。

埼玉県 本庄市 ①
本庄西公民館クラブ活動発表
会

西公民館利用者協議会主催の活動発表会です。文化活動クラブ
の展示発表、芸能活動クラブの演技発表があります。

10月5日,6日 本庄西公民館 無料
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

観覧は可能ですが、参加の公募は行っており
ません

埼玉県 本庄市 ① オカリーナ入門教室 どなたでも参加できるオカリーナ入門教室です。 10月21日,28日,11月11日 本庄西公民館 無料
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① 華道入門教室 どなたでも参加できる華道入門教室です。 10月25日,11月8日 本庄西公民館
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① 囲碁入門教室 どなたでも参加できる囲碁入門教室です。 11月9日,16日,30日 本庄西公民館 無料
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① 木目込み人形教室 来年の干支（子）を題材に木目込み人形の作り方を学びます。 10月1日,8日 本庄南公民館
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① 初めてのつまみ細工教室
伝統工芸のひとつである「つまみ細工」の技法を学び、髪飾りなど
のアクセサリー作りを体験します。

10月2日 本庄南公民館
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① 初心者陶芸教室 陶芸の基礎を学び、自分のオリジナル作品を完成させます。 10月5日,12日 本庄南公民館
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① スパイス入門講座
スパイスの歴史や種類を学び、その後スパイスを使った料理、
テーブルコーディーネートまでをトータルで学びます。

10月6日 本庄南公民館
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ①
本庄南公民館利用者団体主催
クラブ発表会

本庄南公民館利用者協議会主催の活動発表会。展示発表・実演
発表などを実施します。

10月19日,20日 本庄南公民館 無料
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

観覧は可能ですが、参加の公募は行っており
ません

埼玉県 本庄市 ① 木目込み人形教室 来年の干支「子」にチャレンジします。 10月9日,16日,23日,30日 藤田公民館
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① 創作藍染絞り教室 絹のストールを自分で絞り藍染に染めます。 11月11日,18日 藤田公民館
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① ミステリーウォーキング講座
正しいフォームでインターバル速歩･スローピング運動を実践し、
史跡の再発見で脳も活性化するウォーキングです。

11月14日,21日,28日 藤田公民館
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① 藤田公民館クラブ活動発表会
藤田公民館利用者協議会主催の活動発表会。展示発表・実演発
表があります。

11月30日 藤田公民館 無料
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

観覧は可能ですが、参加の公募は行っており
ません

埼玉県 本庄市 ① 絵手紙教室 心のこもった年賀状を来年の干支で作成します。 10月5日,12日,19日 仁手公民館
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① リズム＆ストレッチ教室 中、高年齢者を対象に楽しくリラックスした全身運動を行います。 11月14日,21日,28日 仁手公民館 無料
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① パッチワークキルト教室 パッチワークの手法で人気の飾りつるしを作ります。 10月日～11月5日の中で4回 旭公民館
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① 歌声教室 唱歌、童謡など懐かしい歌をみんなで合唱します。 10月下旬 旭公民館 無料
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① 旭おもしろ演芸会 アマチュアによる演芸を開催します。 10月中旬 旭公民館 無料
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① 朗読教室
名文、詩、民話などを大きな声で朗読し、心身のストレス解消と健
康をはかります。

10月24日～11月７日までで3
回

旭公民館 無料
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① 筆ペン書道教室 正月の年賀状を書けるように練習します。
10月30日～11月20日までの4
回

旭公民館
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① 初心者饅頭作り教室
昔懐かしい饅頭作りに挑戦し、手作りの母の味の習得をめざしま
す。

10月4日 北泉公民館
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ①
北泉公民館利用者団体クラブ
発表会

北泉公民館利用者団体各クラブの作品展示及び実演発表を行い
ます。

10月12日,13日 北泉公民館 無料
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

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 本庄市 ① 短歌入門講座
自己の想いを景にからめて31音で表現します。基礎知識の習得、
実作、そして優れた歌を読むことも行います。

10月24日,31日,11月7日,14日
午後

北泉公民館 無料
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① 初心者太極拳教室
武術太極拳の初歩的な内容を学び、同時に太極拳を通した健康
作りも理解します。

10月24日,31日,11月7日,14日
夜間

北泉公民館 無料
生涯学習課公民館係
0495-24-7383

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① パソコン教室（ワード）
4回シリーズで、パソコン（ワード）の基礎のワン・ランク上を学びま
す。

10月上旬（4回）
10：00～11：30

児玉中央公民館
生涯学習課文化会館係
0495-72-8851

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ①
アルガンオイルのクリーム作り
教室

ビタミンEが豊富なアルガンオイルのクリームを作ります。 11月中旬 児玉中央公民館
生涯学習課文化会館係
0495-72-8851

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① SOUKO先生のママヨガ教室
産後のママを対象としたヨガレッスンをします。子連れでもOKで
す。

10月2日,9日,16日,23日
午後

共和公民館 無料
生涯学習課文化会館係
0495-72-8851

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① ヨガ教室
気軽に楽しめて参加者の 健康増進につなげることを目的としま
す。

11月6日,13日
10：00～11：30

児玉中央公民館 無料
生涯学習課文化会館係
0495-72-8851

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① 秋の手作り酵素教室 自分で作らなければ手に入らない酵素作りの方法を学びます。 10月2日 9：00～ 共和公民館
生涯学習課文化会館係
0495-72-8851

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① アートフラワー教室 薄い絹を素材にアートフラワーを作ります。 10月 共和公民館
生涯学習課文化会館係
0495-72-8851

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ③ クラブ活動発表会
共和公民館利用者団体協議会における展示、実演発表会を行い
ます。

10月27日 共和公民館 無料
生涯学習課文化会館係
0495-72-8851

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ①
絵手紙で送る年賀状づくり教
室

年賀状を絵手紙で作ります。 11月8日,22日（2回） 共和公民館
生涯学習課文化会館係
0495-72-8851

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ①
秋の手軽で簡単美味しいス
イーツ作り教室

手軽で簡単美味しいスイーツを作ります。 11月 共和公民館
生涯学習課文化会館係
0495-72-8851

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① 新そば打ち体験教室 新そば粉を使用した「そば打ち」を体験学習します。 11月20日 ふれあいの里「いずみ亭」
生涯学習課文化会館係
0495-72-8851

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ①
クリスマスアレンジメント（アー
トフラワー）教室

クリスマスに向けて、アートフラワーを使ったフラワーアレンジメン
トを作ります。

11月29日 共和公民館
生涯学習課文化会館係
0495-72-8851

左記問い合わせ先へ

埼玉県 本庄市 ① 秋の旬野菜料理教室 秋に旬を迎える野菜を材料にした料理を作ります。 10月 共和公民館
生涯学習課文化会館係
0495-72-8851

左記問い合わせ先へ

埼玉県 松伏町 ①③ 第44回松伏町民文化祭
今年は「新しい時代につなぐ　文化祭」をテーマにアトラクションの
発表や作品の展示を行います。

11月3日 中央公民館
教育文化振興課
048-991-1873

申込先：左記

埼玉県 松伏町 ①
第31回田園ミュージックフェス
ティバル

演奏・コーラス等の町内外のアマチュア団体・個人の成果発表の
場として開催します。

11月17日 松伏町中央公民館 無料 048-992-1321
参加申込については左記にお問い合わせく
ださい。

埼玉県 松伏町 ① おはなしランド・作って遊ぼう
幼児から小学生等に地元のボランティアサークルが読み聞かせを
行ったり、身近にあるものを利用して簡単なおもちゃを作って遊ん
だりします。

10月12日,26日,11月9日,23日 多世代交流学習館 無料 048-991-2338
参加申込については左記にお問い合わせく
ださい。

埼玉県 三郷市 ① みさと秋の読書まつり2019
「日本一の読書のまち三郷」を身近に感てもらうための、読書に親
しむ市民参加型のイベントです。

11月17日 三郷市文化会館 無料
日本一の読書のまち推進課
048-930-7818

当日時間までに来場

埼玉県 三郷市 ① 親子おはなし会 親子（０～３歳）で、絵本とわらべうたを楽しむ会を開催します。 10月9日,11月13日 三郷市立図書館 無料
https://www.lib.misato.saitama
.jp/

三郷市立図書館
048-952-8800

当日時間までに来館

埼玉県 三郷市 ① わくわくラボ かがくに関する実験・工作遊びと、本の紹介を行います。 10月26日,11月23日 三郷市立図書館 無料
https://www.lib.misato.saitama
.jp/

三郷市立図書館
048-952-8800

当日時間までに来館

埼玉県 三郷市 ①
おとなのための秋のおはなし
会

おとなのために絵本の読み聞かせ等を行う。 10月23日 早稲田図書館 無料
https://www.lib.misato.saitama
.jp/

三郷市立早稲田図書館
048-958-1040

どなたでも参加は自由です。

埼玉県 三郷市 ①
脳をイキイキ！回想法で「思い
出語りの会」

昔なつかしい道具や写真を用い、語りあうことで心身を健康に保
つ「回想法」を体験する。

10月2日,16日,30日,11月13
日,27日,12月11日（全6回）

早稲田図書館 無料
https://www.lib.misato.saitama
.jp/

三郷市立早稲田図書館
048-958-1040

市内在住、在勤の65歳以上で、全6回参加で
きるかた
募集：6名（先着順）
受付開始：9月3日（火）午前10時から

埼玉県 三郷市 ①
ボランティアさんのおはなしか
い

地域のボランティアが絵本の読み聞かせ、紙芝居をします。 10月27日,11月24日
北部図書館

無料
https://www.lib.misato.saitama
.jp/

北部図書館
048-958-8900

当日時間までに来館

埼玉県 三郷市 ① 英語絵本読み聞かせ 英語・日本語両方で英語絵本読み聞かせと英語手遊びをします。 10月19日,11月16日
北部図書館

無料
https://www.lib.misato.saitama
.jp/

北部図書館
048-958-8900

当日時間までに来館

埼玉県 三郷市 ① 図書館活用講座
図書館機器の使い方、資料の探し方の案内と、図書館内見学をし
ます。 11月9日

北部図書館
無料

https://www.lib.misato.saitama
.jp/

北部図書館
048-958-8900

当日時間までに来館

埼玉県 三郷市 ①
大人のためのお話会「図書館
司書による朗読講座」

図書館司書による古典等朗読と参加型朗読体験講座を行いま
す。

10月26日,11月23日
北部図書館

無料
https://www.lib.misato.saitama
.jp/

北部図書館
048-958-8900

当日時間までに来館

埼玉県 三郷市 ① ほくほくタイム かがくあそび、工作、絵本の読みきかせをします。 10月13日,11月10日
北部図書館

無料
https://www.lib.misato.saitama
.jp/

北部図書館
048-958-8900

当日時間までに来館

埼玉県 三郷市 ① ちいさいこえほんタイム 絵本やわらべうた、手あそびなどを行います。 10月15日,11月19日
北部図書館

無料
https://www.lib.misato.saitama
.jp/

北部図書館
048-958-8900

当日時間までに来館

埼玉県 美里町 ① 美里町民体育祭
スポーツに親しみ、地域の人々と触れ合います。行政区対抗種
目、自由参加種目があります。

10月6日 美里町遺跡の森総合グランド 無料
教育委員会事務局生涯学習係
0495-76-3431

問い合わせは右記まで
※参加は地域の方に限ります。

埼玉県 美里町 ①
美里町民祭
文化祭・芸能まつり

美里町文化協会加盟団体の作品展示及び芸能発表会を主として
開催します。作品展示は、一般の方、デイサービスセンター入所
者、県展入選者、町内小中学生の絵画も展示します。ほか菊花
展、将棋大会、茶会、古美術品の活動発表を行います。芸能発表
会は、町内一般参加も募集します。

10月26日,27日 美里町民体育館・美里町遺跡の森館　他 無料
教育委員会事務局生涯学習係
0495-76-3431

申し込み・問い合わせは右記まで
※出展・発表は地域の方に限ります。

埼玉県 美里町 ③ 美里町歴史文化財講演会
「美里町の歴史と文化を伝える会」の会員に講師を務めていただ
き、講演会を実施します。

10月27日 未定 無料
教育委員会事務局生涯学習係
0495-76-3431

問い合わせは左記まで

埼玉県 美里町 ③
埼玉県芸術文化祭2019
第24回美里町遺跡の森ピアノ
コンクール

音楽文化の向上に寄与することを目的とし、青少年を対象としたコ
ンクールです。スタインウェイ社製のグランドピアノを使用し、幼児
から高校生までの6部門に分かれて3日間開催します。

10月12日～14日 美里町遺跡の森館ホール 無料
教育委員会事務局生涯学習係
0495-76-3431

参加申し込み・問い合わせは左記まで

埼玉県 美里町 ① 人権を考える町民の集い
人権が尊重される社会の実現を目指し、小・中学生による人権作
文・人権標語の発表を行う他、著名人による講演会を開催しま
す。

11月17日 美里町遺跡の森館ホール 無料
教育委員会事務局
生涯学習係
0495-76-3431

参加申し込み・問い合わせは左記まで

埼玉県 皆野町 ①③ みんなの皆野ふれあいまつり
公民館活動者の作品展示、芸能発表、農産物直売、福祉バザー
等を行います。

10月27日 皆野町文化会館
皆野総合センター
0494-62-0454

地域の方々はどなたでも参加自由

埼玉県 宮代町 ③ 第41回宮代町民文化祭
町民の日頃の成果を発表する場として、作品展示、舞台発表、催
し物などを行います。

11月2日～5日 宮代町立ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ進修館
宮代町教育推進課
生涯学習・スポーツ振興担当
0480-34-1111  内線434

申込票を窓口、又は郵送(7月10日（水）～8月
16日（金）まで)

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 三芳町 ①
三芳町青少年健全育成町民大
会

青少年自身の社会的自立と豊かな人間形成を図ることを目的に、
中学生から青年までを対象に「青少年の主張発表」を開催すると
ともに、青少年育成啓発活動の一環として、著名人による青少年
教育講演会を開催します。

11月2日 三芳町立中央公民館 無料
社会教育課
049-257-4266

埼玉県 三芳町 ①
オランダの絵本と音楽のひとと
き

オランダの絵本と音楽を楽しみましょう。翻訳家・作家の野坂悦子
さんと、演奏家・作曲家の佐伯恵美さんをお招きします。

10月6日 藤久保公民館ホール 無料
三芳町立中央図書館
049-258-6464

予約先：左問い合わせ中央図書館まで。9月
上旬から受付開始予定。

埼玉県 三芳町 ①
大人のためのストーリーテリン
グ＆フルート演奏

日本の民話や外国の昔話などをストーリーテリングで楽しみましょ
う。合わせて、フルートの演奏もご用意しております。

11月10日 中央図書館2階視聴覚室 無料
三芳町立中央図書館
049-258-6464

予約先：左問い合わせ中央図書館まで。10月
上旬から受付開始予定。

埼玉県 三芳町 ① ほんのむし学習会
物語絵本の読み方について、当館館長が分かりやすくお教えしま
す。

11月17日 中央図書館2階視聴覚室 無料
三芳町立中央図書館
049-258-6464

予約先：左問い合わせ中央図書館まで。10月
上旬から受付開始予定。

埼玉県 三芳町 ①
中高年の読書会―ビブリオバ
トル方式―

今話題の知的書評合戦「ビブリオバトル」方式での読書会です。発
表者（バトラー）7名と聞き手30名を募集します。

11月21日 中央図書館2階視聴覚室 無料
三芳町立中央図書館
049-258-6464

予約先：左問い合わせ中央図書館まで。10月
下旬から受付開始予定。

埼玉県 三芳町 ① ぐりぐらタイム（6ヶ月～1歳向）
絵本、紙芝居、わらべうた、手遊び、ストーリーテリング、本の紹介
などを行います。さまざまな本に楽しく出会い、「聞く力」も伸びるよ
うに工夫した内容です。

10月4日,18日,11月1日,15日
三芳町立中央図書館
おはなしの部屋

無料
三芳町立中央図書館
049-258-6464

当日参加です。
公募はしておりません。

埼玉県 三芳町 ① ぐりぐらタイム（2,3歳向）
絵本、紙芝居、わらべうた、手遊び、ストーリーテリング、本の紹介
などを行います。さまざまな本に楽しく出会い、「聞く力」も伸びるよ
うに工夫した内容です。

10月6日,11月3日
三芳町立中央図書館
おはなしの部屋

無料
三芳町立中央図書館
049-258-6464

当日参加です。
公募はしておりません。

埼玉県 三芳町 ①
おひざでだっこ えほんとわらべ
うたの会

親子で楽しめる、絵本とわらべうたの会です。お子さんと一緒に和
やかなひとときをすごしましょう。

10月29日,11月26日 中央公民館 無料
中央公民館
049-258-0050

予約先：右問い合わせ中央公民館まで。

埼玉県 三芳町 ① 竹間沢スイミーおはなし会
絵本、紙芝居、わらべうた、手遊び、ストーリーテリング、本の紹介
などを行います。さまざまな本に楽しく出会い、「聞く力」も伸びるよ
うに工夫した内容です。

10月12日,11月9日 竹間沢公民館2階図書室 無料
三芳町立中央図書館
049-258-6464

当日参加です。
公募はしておりません。

埼玉県 三芳町 ①
おはなしサークル かにかにこ
そこそ例会

昔話などを覚えて語る練習をしています。 10月16日,11月20日 三芳町立中央図書館2階会議室 無料
三芳町立中央図書館
049-258-6464

当日参加です。
公募はしておりません。

埼玉県 三芳町 ① 土曜体験教室
子どもから大人までを対象に、文化、歴史に親しむ内容の体験講
座を実施します。詳細は、ＨＰ等で確認してください。

10月6日 三芳町立歴史民俗資料館
http://www.Jade.dti.ne.jp/~mi
yoshir/

049-258-6655
電話申込み　先着15人
要参加費

埼玉県 三芳町 ③ 資料館まつり
藍染、まが玉作り、どんぐりペイント等の体験コーナーや、竹間沢
車人形・里神楽の郷土芸能観賞、焼き団子や新鮮野菜の販売も

10月26日 三芳町立歴史民俗資料館
http://www.Jade.dti.ne.jp/~mi
yoshir/

049-258-6655
申込み不要。
直接会場にお越しください（雨天決行）

埼玉県 三芳町 ① 土曜体験教室
子どもから大人までを対象に、文化、歴史に親しむ内容の体験講
座を実施します。詳細は、ＨＰ等で確認してください。

11月10日 三芳町立歴史民俗資料館
http://www.Jade.dti.ne.jp/~mi
yoshir/

049-258-6655
電話申込み　先着15人
要参加費

埼玉県 三芳町 ②③ 第24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19日～20日 淑徳大学埼玉キャンパス 淑徳大学 無料 http://www.shukutoku.ac.jp/
学事部学生厚生
049-274-1502

埼玉県 三芳町 ①
2019文京学院大学・淑徳大学
共催公開講座「大人の造形あ
そび」

『ステンドグラス風ウインドアート』…身近な材料で簡単に
作れるステンドグラス風のウインドアート作りを楽しみま
しょう。

10月12日 淑徳大学埼玉キャンパス
文京学院大学/淑
徳大学

無料 https://www.shukutoku.ac.jp/
総務部
049-274-1501

両日とも先着45名

埼玉県 毛呂山町 ① 古文書解読講座
町指定文化財の江戸時代の古文書から毛呂山の歴史を学びま
す。

9月～11月（全5回） 毛呂山町歴史民俗資料館 無料
毛呂山町歴史民俗資料館
049-295-8282

定員20名

埼玉県 毛呂山町 ①
第52回町民レクリエーション大
会

町内を24幹事区に分け、リレーや綱引き等の地区対抗種目や自
由参加種目を行います。

10月6日 毛呂山総合公園グラウンド 無料 049-294-7101 町内24幹事区に参加依頼

埼玉県 毛呂山町 ① 指定文化財特別公開 県内最古の木彫仏である桂木寺伝釈迦如来坐像を展示します。 10月12日～12月15日 毛呂山町歴史民俗資料館 無料
毛呂山町歴史民俗資料館
049-295-8282

見学自由

埼玉県 毛呂山町 ①

令和元年度後期企画展
『毛呂山町遺跡調査60年のあ
ゆみ～明かされてきた太古の
歴史と文化～』

毛呂山町における埋蔵文化財保護行政のあゆみと調査からわ
かった毛呂山の歴史について、出土資料などから紹介します。

10月12日～令和2年3月1日 毛呂山町歴史民俗資料館 無料
毛呂山町歴史民俗資料館
049-295-8282

見学自由

埼玉県 毛呂山町 ① 図書館祭り
寄贈していただいた本をリサイクル図書として無料で提供するほ
か、催し物があります。

10月20日 毛呂山町立図書館 無料
http://www.library.moroyama.s
aitama.jp

毛呂山町立図書館
049-295-1015

参加自由

埼玉県 毛呂山町 ① もろやまゆずの里ウォーク
健康増進と町の観光PRを目的に、特産のゆずが実る里山を歩き
ます。7km、14km、14km（山道）の3コースです。

11月23日
毛呂山町内（桂木観音、ゆずの里オート
キャンプ場など）

http://www.town.moroyama.sa
itama.jp

毛呂山町中央公民館
049-294-1250

申込は電話、FAX、電子申請にて毛呂山町
中央公民館まで。当日参加も可。

埼玉県 八潮市 ① 青少年の主張大会
青少年の主張発表および市内中学校の吹奏楽部によるアトラク
ションを行います。

11月9日 八潮市民文化会館 無料
八潮市社会教育課
048-996-2111  内線365

埼玉県 八潮市 ① おはなし会
幼児・児童を対象に、本に興味を持ってもらい、読書の楽しさを伝
えるため、絵本や紙芝居等の読み聞かせを行います。

毎週水曜日,毎週土曜日 八潮市立八幡図書館 無料
八潮市立八幡図書館
048-995-6215

申込不要

埼玉県 八潮市 ① 上映会 幼児から児童向けの上映会を行います。 毎月第2・第4日曜日 八潮市立八幡図書館 無料
八潮市立八幡図書館
048-995-6215

申込不要

埼玉県 八潮市 ① やわたとしょかんわくわくクラブ
児童を対象に図書館に親しんでもらい、また資料の貸出を促進す
るために、絵本の読み聞かせや工作、折り紙等を行います。

10月下旬 八潮市立八幡図書館 無料
八潮市立八幡図書館
048-995-6215

要申込(日付は未定)

埼玉県 八潮市 ① おはなし会
子ども達に本に興味をもってもらい、読書の楽しさを伝えるため
に、絵本の読み聞かせや紙芝居を行います。

毎週木曜日,毎週土曜日 八潮市立八條図書館 無料
八潮市立八條図書館
048-994-5500

申込不要

埼玉県 八潮市 ① 上映会 児童向けおよび一般向けの上映会を行います。 毎週日曜日 八潮市立八條図書館 無料
八潮市立八條図書館
048-994-5500

申込不要

埼玉県 八潮市 ① おりがみ教室
おりがみを通して図書館資料に興味をもってもらうため、テーマを
決めておりがみを折ります。

10月19日,11月16日 八潮市立八條図書館 無料
八潮市立八條図書館
048-994-5500

申込不要

埼玉県 八潮市 ① 特集展示「走る！」
走ることをテーマにした小説やスポーツに関する本の特集を行い
ます。（一般向け）

10月1日～31日
八潮市立八幡図書館
八潮市立八條図書館

無料
八潮市立八幡図書館
048-995-6215

館内で展示

埼玉県 八潮市 ① 特集展示「おばけがいっぱい」 おばけが出てくる絵本や児童書を紹介します。（児童向け） 10月1日～31日
八潮市立八幡図書館
八潮市立八條図書館

無料
八潮市立八幡図書館
048-995-6215

館内で展示

埼玉県 八潮市 ① 特集展示「子育て特集」 子育てに関する本の特集を行います。（一般向け） 10月1日～31日 八潮市立八條図書館 無料
八潮市立八條図書館
048-994-5500

館内で展示

埼玉県 八潮市 ①
特集展示「3Rでゴミをへらそ
う！リサイクル」

10月の3R推進月間にちなみ、環境・リサイクル・リサイクル工作に
ついて特集を行います。（児童向け）

10月1日～31日 八潮市立八條図書館 無料
八潮市立八條図書館
048-994-5500

館内で展示

埼玉県 八潮市 ① 特集展示「神話のお話」 日本や世界の神話についての特集を行います。（YA向け） 10月1日～11月30日 八潮市立八條図書館 無料
八潮市立八條図書館
048-994-5500

館内で展示

埼玉県 八潮市 ①
第7回“本の帯”大賞 受賞作品
展示

図書館利用者から応募があった作品のうち、大賞、特別賞に選ば
れた作品を展示します。

10月18日～11月3日 八潮市立八條図書館 無料
八潮市立八條図書館
048-994-5500

館内で展示

埼玉県 八潮市 ① 特集展示「美術館へ行こう！」
世界や日本の美術館巡りや、美術館の建築物としての魅力などを
特集します。（一般向け）

11月1日～30日
八潮市立八幡図書館
八潮市立八條図書館

無料
八潮市立八幡図書館
048-995-6215

館内で展示

埼玉県 八潮市 ①
特集展示「手作りしよう！工芸
や工作」

いろいろな素材を使って手作りしてみようという特集です。（児童向
け）

11月1日～30日
八潮市立八幡図書館
八潮市立八條図書館

無料
八潮市立八幡図書館
048-995-6215

館内で展示

埼玉県 八潮市 ① 特集展示「クリスマス特集」
絵本や部屋の装飾などクリスマス関連の本の特集を行います。
（一般向け）

11月1日～30日 八潮市立八條図書館 無料
八潮市立八條図書館
048-994-5500

館内で展示

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 八潮市 ①
特集展示「〇〇力をつけよ
う！」

体力、知力、コミュニケーション力など、「～力」を身につけ自分磨
きに役立てる特集です。（児童向け）

11月1日～30日 八潮市立八條図書館 無料
八潮市立八條図書館
048-994-5500

館内で展示

埼玉県 八潮市 ① 記念日図書
誕生日、卒業、結婚などの記念日にちなんだ図書をスタッフが所
蔵資料から選び、説明のカードと共に貸し出し、新たな本との出会
いを提供します。

11月上旬 八潮市立八條図書館 無料
八潮市立八條図書館
048-994-5500

詳細未定

埼玉県 八潮市 ① バリアフリー上映会（予定） 障がい者を対象とした上映会です。一般の方の参加も可能です。 11月9日 八潮市立八條図書館 無料
八潮市立八條図書館
048-994-5500

詳細未定

埼玉県 八潮市 ①
八條公民館講座
幼児向け体操講座

詳細未定 10月5日 八潮市立八條公民館
八潮市立八條公民館
048-994-3200

詳細未定

埼玉県 八潮市 ①
八條公民館講座
わくわく科学工作教室

次代を担う子供たちに、少しでも身近な事柄・情報などを通じてサ
イエンスに興味を持ってもらおうという講座です。

10月12日 八潮市立八條公民館
八潮市立八條公民館
048-994-3200

予約先:右問合せ八條公民館まで。
定員15名。9月18日（水）から窓口または電話
にて受付

埼玉県 八潮市 ①
聞かせ屋。けいたろう読み聞
かせライブ

聞かせ屋。けいたろうによる絵本の読み聞かせライブを行いま
す。

10月20日 八潮市立八條公民館 無料
八潮市立八條図書館
048-994-5500

申込不要

埼玉県 八潮市 ①③ 第45回八潮市民文化祭
市内在住・在勤・在学もしくは市内で活動する書道・華道・手工芸・
文芸団体等の作品展示、歌謡・舞踊・芸能発表を実施します。

11月3日,4日 八潮市民文化会館
八潮市文化協会事務局(八潮市立八
幡公民館内)
048-995-6216

対象：市内在住・在勤・在学、もしくは市内で
活動する団体・個人
予約先：右問い合わせ八潮市文化協会事務
局まで

埼玉県 八潮市 ①
八條公民館講座
収納アドバイザーによる収納
講座

精神的・経済的効果があると言われている「整理・収納」について
学びます。

11月23日 八潮市立八條公民館 無料
八潮市立八條公民館
048-994-3200

詳細未定

埼玉県 八潮市 ①③ 第35回八潮市民音楽祭
市内在住・在勤・在学もしくは市内で音楽活動を行っている団体・
個人による音楽演奏発表会を行います。

11月24日 八潮市民文化会館
八潮市文化協会事務局(八潮市立八
幡公民館内)
048-995-6216

対象：市内在住・在勤・在学、もしくは市内で
活動する団体・個人
予約先：右問い合わせ八潮市文化協会事務
局まで

埼玉県 八潮市 ① 第3回パソコン講座 日常に活かせるパソコンの基礎知識、操作方法を学習します。
11月6日～12月4日
(全5回毎週水曜日)

八潮市立八幡公民館
八潮市立八幡公民館
048-995-6216

対象：市内在住・在勤・在学のパソコン初心
者の方
予約先：右問い合わせ八潮市立八幡公民館
まで

埼玉県 八潮市 ① いきいき健康ヨーガ教室
ヨーガの三つの技法であるアーサナ（体操）・呼吸法・瞑想法をもと
に個人の体調や体力に合わせて無理なく実践します。

9月18日～10月23日
(全6回毎週水曜日)

八潮市立八幡公民館
八潮市立八幡公民館
048-995-6216

対象：市内在住・在勤・在学の方
予約先：右問い合わせ八潮市立八幡公民館
まで

埼玉県 八潮市 ③ 企画展「田中四一郎展」

八潮市立資料館開館30周年を記念して、八潮の近代史を語る上
で欠くことのできない人物「田中四一郎」を紹介します。四一郎の
足跡をたどることで、八潮市東南部のおかれていた歴史的な状況
や、四一郎が村人たちとともに目指したまちづくりを見ていきま

10月10日～12月22日 八潮市立資料館企画展示室 無料
八潮市立資料館
048-997-6666

事前予約なし

埼玉県 八潮市 ③
資料館体験講座「カマドでご飯
たき」

資料館付属古民家のカマドを使った炊飯体験と江戸時代の料理
本を参考に当時の食事を再現します。参加には事前予約が必要
です。

10月26日 八潮市立資料館学習室
八潮市立資料館
048-997-6666

予約先：10月14日から24日までに右問い合
わせ八潮市立資料館まで
定員：20名(申込順)
対象者：小学生以上

埼玉県 八潮市 ③ 資料館体験講座「藁細工（亀）」
正月飾りの製作体験を通し、行事の由来を学びます。参加には事
前予約が必要です。

11月30日 八潮市立資料館学習室
八潮市立資料館
048-997-6666

予約先：11月14日から28日までに右問い合
わせ八潮市立資料館まで
定員：20名(申込順)
対象者：小学生以上

埼玉県 八潮市 ③ 歴史講座「市外の史跡巡り」
市外の優れた文化財や文化財を生かした活動を見学します。参
加には事前予約が必要です。

11月ごろ 八潮市立資料館（集合・解散）
八潮市立資料館
048-997-6666

定員：26名(申込順)
日程・予約開始日・等については右問い合わ
せ八潮市立資料館まで

埼玉県 横瀬町 ① 第36回横瀬町民体育祭
子どもからお年寄りまで参加できる町主催の体育祭です。町内７
地区が対抗戦を行い優勝を争う種目がほとんどですが、誰でも参
加できる種目もあります。

10月6日 横瀬町民グラウンド 無料
横瀬町教育委員会
0494-25-0118

埼玉県 横瀬町 ③ 第42回よこぜまつり

郷土芸能（横瀬の人形芝居・芦ヶ久保の獅子舞・里宮の神楽・秩
父屋台囃子）やキャラクターショーを観たり、新そばや手打ちうど
んなど郷土料理を食べたり、子どもからお年寄りまで、横瀬町を満
喫できる郷土祭です。

10月27日 横瀬町町民会館駐車場 無料
横瀬町振興課
0494-25-0114

どなたでも参加自由

埼玉県 横瀬町 ③ 横瀬町文化祭
横瀬町文化協会加盟団体、保育所、児童館、幼稚園、小中学校、
個人出展者等が参加して、作品展示や舞台公演を行い、日頃の
活動の成果を発表する機会です。

11月1日～3日 横瀬町町民会館 無料
横瀬町町民会館
0494-22-2267

どなたでも参加自由

埼玉県 横瀬町 ①③ 土曜ミュージアムトーク
展示品や文化財の1部門を解説します。予定としては、「明治期の
町の変遷について」をテーマとしています。

10月19日 横瀬町歴史民俗資料館 無料
横瀬町歴史民俗資料館
0494-24-9650

どなたでも参加自由

埼玉県 吉川市 ③ 第24回吉川市民文化祭
市民と市が協働で取り組んでいる吉川市民文化祭は、日頃の活
動成果発表と市民交流の場として、芸能・音楽の部（ステージ発
表）、展示・公開の部（作品展示、模擬店・大会)を行います。

11月2日,3日
・吉川市中央公民館
・平沼地区公民館
・老人福祉センター

無料 048-984-3563

期日：7月1日から7月31日まで
方法：参加申込書に必要事項を記入し、直接
（窓口は生涯学習課、中央公民館、平沼地区
公民館）またはメールにて

埼玉県 吉川市 ③ 演劇公演「らしょうもんのおに」
彩の国さいたま芸術劇場の支援を受けながら、演劇公演を開催す
る。老若男女の生きがいとなる活躍の場を提供し、市民に芸術文
化に触れる機会を提供します。

11月23日,24日 市民交流センターおあしす 048-984-3563 未定

埼玉県 吉見町 ①③ 第48回吉見町文化祭
サークル団体、個人の美術・写真等の作品展示や小中学校・幼稚
園・保育所の美術や書道の展示を行います。また11月3日（日）に
は、舞台発表やお茶会を実施します。

10月29日～11月3日 吉見町民会館（フレサよしみ） 無料
生涯学習課公民館係（フレサよしみ
内）
0493-53-1331

見学自由、参加は別途募集（公民館係までお
問い合わせください）

埼玉県 寄居町 ①③ よりい絵画展
寄居をテーマとした課題部門及び自由部門の絵画を募集し展示し
ます。

10月6日～13日
※7日は休館

中央公民館 無料
寄居町中央公民館
048-581-2662 ※月曜休館日

左記問い合わせ寄居町中央公民館まで

埼玉県 寄居町 ①③④ お月見の会 鉢形城公園で琴・尺八の演奏や野点などを実施します。 10月13日 鉢形城公園
寄居町生涯学習課
048-581-2121  内線533

左記お問い合わせ寄居町生涯学習課まで

埼玉県 寄居町 ① 町民ハイキング
子どもから年配まで楽しめる、町内の名所を巡るハイキングを実
施します。

10月26日 男衾地区 無料
寄居町生涯学習課
048-581-2121  内線533

左記お問い合わせ寄居町生涯学習課まで

埼玉県 嵐山町 ① 嵐山まつり・時代まつり 文化展、武者行列、火縄銃の実演、流鏑馬を実施します。 11月2日,3日 国立女性教育会館 無料

文化展：ふれあい交流センター
0493-62-2144
それ以外：教育委員会事務局
0493-62-0824

武者行列のみ公募（申込先：教育委員会事
務局）

埼玉県 嵐山町 ①③
ＮＷＥＣアニバーサリーウイー
ク2019

国立女性教育会館の創立記念イベントです。
映画上映会＆シネマトーク、女子栄養大学の先生によるミニ講座
「からだを助けるおやつ」。近隣高校生の書道パフォーマンスや子
ども達のチアダンスなど。本格茶室でのお茶体験もできます。

11月12～16日 国立女性教育会館
NWECアニバーサ
リーウィーク実行委
員会

https://www.nwec.jp/event/tr
aining/anniversary2019.html

総務課広報･情報班
0493-62-6715

男女問わず参加いただけます。

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 和光市 ③ 中央公民館文化祭
ダンス・コーラス・陶芸・茶道などの４０余りのサークルが日ごろの
学習成果を発表し、地元野菜市も出て地域交流を図ります。

10月25日～27日 和光市中央公民館 無料
和光市中央公民館
048-464-1123

出演参加は利用団体のみ。
見学自由

埼玉県 和光市 ①
高齢者対象事業「かがやき学
級」

年間をとおして実生活に役立てられるような講座を開催します。10
月のテーマは「ごみ減量とリサイクル」です。

10月16日 和光市南公民館 無料
和光市南公民館
048-463-7621

対象：市内在住の概ね60歳以上の人
定員：先着30名

埼玉県 和光市 ③
少年・親子対象事業「和太鼓体
験教室」

和太鼓をとおして参加者同士の交流を図り、日本の伝統的な和の
文化を学習します。

11月～令和2年3月 和光市南公民館
和光市南公民館
048-463-7621

対象：市内在住の小学生以上、定員：先着20
名

埼玉県 和光市 ①
一般対象事業「手打ちうどん教
室」

武蔵野風手打ちうどんづくりを体験します。 11月30日 和光市南公民館
和光市南公民館
048-463-7621

対象：市内在住・在勤の成人、定員：先着12
名

埼玉県 和光市 ①③ 囲碁・将棋の集い 囲碁・将棋の対局を通じて、地域住民の交流を図ります。 10月12日,11月9日
和光市
坂下公民館

無料
和光市坂下公民館
048-464-5230

対象不問
申込不要

埼玉県 和光市 ① 和光市図書館まつり
古本市、絵本の読み聞かせ、英語絵本の読み聞かせ、工作、ブッ
クツリーなどを開催します。

10月26日,27日 和光市図書館 無料 http://www.wakolib.jp/
和光市図書館
048-463-8723

参加自由

埼玉県 和光市 ① 新倉ふるさと民家園収穫祭 さつまいもを収穫し、試食とともに収穫の喜びを体験します。 11月17日
和光市
新倉ふるさと民家園

無料
和光市新倉ふるさと民家園
048-467-7575

どなたでも参加自由

埼玉県 蕨市 ① 介護おしゃべりサロン
在宅で介護をしている方の日々のストレスや悩みを同じ立場の人
たちとおしゃべりを通して共有したり情報交換したりできる場として
開催します。

10月24日,11月28日 東公民館 無料
東公民館
048-442-4052

在宅で介護に携わっている方、これから介護
に携わる方

埼玉県 蕨市 ①
子育てサロン「Ｍａｍｍａひろ
ば」

0歳の子どもを持つ母親の育児不安や育児ストレスを解消し、楽し
く子育てができるよう情報交換や友だちづくりのできる場として実
施します。

10月15日,11月19日 東公民館 無料
東公民館
048-442-4052

0歳児親子

埼玉県 蕨市 ① おはなしワラビン
絵本の読み聞かせや紙芝居の実演を通してその楽しさを知っても
らい、子どもたちの健全な人格形成に寄与します。

10月15日 東公民館 無料
東公民館
048-442-4052

乳幼児親子

埼玉県 蕨市 ①
錦町地区生涯学習フェスティバ
ル

公民館で活動している団体等の成果発表や各種イベントを開催
し、地域の方々の交流を深めます。またわらびりんご普及・啓発活
動を通して、まちへの愛着を高めるイベントを同時に行います。

9月28日,29日
西公民館
松原会館

無料
西公民館
048-442-4054

どなたでもご参加できます。

埼玉県 蕨市 ①
0.1.2ちゃんママのおしゃべり広
場

近隣に知り合い・友達の少ない0・1・2歳児の親子が集いおしゃべ
りできる場所を提供し、育児の悩みや不安、ストレスを解消し、育
児を楽しめる一助となるよう「0・1・2ちゃんママおしゃべり広場」を

11月18日 西公民館 無料
西公民館
048-442-4054

どなたでもご参加できます。

埼玉県 蕨市 ①
南町地区　生涯学習フェスティ
バル

作品の展示や産直野菜の販売、コンサート、喫茶、サイエンス教
室、ニュースポーツ体験、公民館利用者による発表会などを開催

10月5日,6日 南公民館 無料
南公民館
048-442-4055

埼玉県 蕨市 ①
子育てママのおしゃべりサロン
（0歳児ママ）

日常子育てに忙しい0歳児を持つ母親同士がおしゃべりをしながら
悩みや情報交換などをして仲間作りをし、楽しく子育てができるよ
うな場を自由に出入りできるＳＡＬＯＮ形式で提供します。一部託

10月2日,11月6日 北町公民館 無料
北町公民館
048-432-2225

事前の申し込みは不要。直接、北町公民館
へお越しください。

埼玉県 蕨市 ①
子育てママのおしゃべりサロン
（1.2歳児ママ）

日常子育てに忙しい1.2歳児を持つ母親同士がおしゃべりをしなが
ら悩みや情報交換などをして仲間作りをし、楽しく子育てができる
ような場を自由に出入りできるＳＡＬＯＮ形式で提供します。一部託

10月16日,11月6日 北町公民館 無料
北町公民館
048-432-2225

事前の申し込みは不要。直接、北町公民館
へお越しください。

埼玉県 蕨市 ① 英語の絵本でＡＢＣ
児童館と共催で、ママの交流事業の中で英語の読み聞かせを
行っています。

10月8日,11月12日 北町児童館 無料
北町公民館
048-432-2225

事前の申し込みは不要。直接、北町児童館
へお越しください。

埼玉県 蕨市 ①

第39回北町コミュニティ祭り兼
第21回北町地区生涯学習フェ
スティバル

市民体育館／北町公民館で活動しているサークルや地域団体等
の成果発表や模擬店・フリーマーケット等の各種イベントを行いま
す。また、児童館とも連携し、親子、児童対象の催しもあります。

11月9日,10日 北町公民館
北町公民館
048-432-2225

どなたでもご参加できます。

埼玉県 蕨市 ①
０・１歳児をもつ保護者のため
の「子育てぴよちゃん」

ゼロ・１歳児をもつ保護者を対象にした子育てサロンです。手遊び
やリトミックを通じて地域の仲間をつくり、子育ての情報交換や悩
み相談を行い交流を深めます。また、紙芝居の読み聞かせにより
情操を育みます。事業は年間を通して行っており、10･11月以降
も、原則として毎月第1(ゼロ歳児)･第3（1歳児）月曜日に行ってい

10月21日,28日,11月18日,25
日

中央公民館
中央公民館
048-432-2530

事前申し込み制（募集は終了）

埼玉県 蕨市 ① しもわらびベビーパーク
0歳の子どもを持つ保護者を対象としたサロンです。手遊び・絵本
の紹介（読み聞かせ）・子育てに関する情報交換等を行い、友達を
たくさんつくることを目的としています。

10月25日 下蕨公民館 無料
下蕨公民館
048-441-1560

事前の申し込みは不要。直接、下蕨公民館
へお越しください。

埼玉県 蕨市 ① おもちゃの病院
月に一度、地域のボランティアが壊れたおもちゃのほか、傘・時計
などを修理し、物を大切にする心を育むことなどを目的としていま

10月20日,11月10日 下蕨公民館
下蕨公民館
048-441-1560

事前の申し込みは不要。直接、下蕨公民館
へお越しください。

埼玉県 蕨市 ① すまいるぱーく

子どもから大人まで、誰でも自由に気軽に利用できる居場所を提
供することによって、敷居の低い、訪れやすい公民館作りと公民
館の活性化につなげることを目的として行いました。公民館の１階
講座室を大人から子どもまで自由に気軽に利用できるように開放

不定期 下蕨公民館 無料
下蕨公民館
048-441-1560

事前の申し込みは不要。直接、下蕨公民館
へお越しください。

埼玉県 蕨市 ①
旭町地区生涯学習フェスティバ
ル

公民館で活動している団体の成果発表や各種イベントを開催し、
地域の方々の交流を深めます。

10月25日～27日 旭町公民館 無料
旭町公民館
048-445-4055

どなたでもご参加できます。

埼玉県 蕨市 ① おはなし会 語りと絵本や紙芝居の読み聞かせを実施します。
10月2日,9日,16日,23日,11月6
日,13日,20日,27日

市立図書館 無料
市立図書館
048-444-4110

どなたでもご参加できます。

埼玉県 蕨市 ① 小学生のためのお話し会
小学生を対象にした語りと絵本や紙芝居の読み聞かせを実施しま
す。

10月5日,11月2日 市立図書館 無料
市立図書館
048-444-4110

どなたでもご参加できます。

埼玉県 蕨市 ① 絵本と紙芝居 絵本や紙芝居の読み聞かせを実施します。
10月5日,12日,19日,26日,11月
2日,9日,16日,23日

市立図書館 無料
市立図書館
048-444-4110

どなたでもご参加できます。

埼玉県 蕨市 ① 日曜紙芝居 紙芝居の実演を実施します。 10月20日,11月17日 市立図書館 無料
市立図書館
048-444-4110

どなたでもご参加できます。

埼玉県 蕨市 ① 日曜こども映画会 子どもに人気のアニメを中心に上映します。 11月24日 市立図書館 無料
市立図書館
048-444-4110

どなたでもご参加できます。

埼玉県 蕨市 ① 新体力テスト
市民の体力・運動能力の状況を明らかにするとともに、体育・ス
ポーツの指導と市としての基礎資料を得るために開催予定です。

10月14日 市民体育館 無料
生涯学習スポーツ課
048-433-7730

20～79歳の方なら誰でも、当日にお越しくだ
さい。

埼玉県 蕨市 ①
第77回市民体育祭
兼第49回支部体育祭

スポーツを通じて、地域住民の親睦及び健康増進を図るため、市
内行政地域ごとに創意工夫を凝らした体育祭を開催予定です。

10月20日,27日
※10月27日は参議院補欠選
挙の場合中止。

市内5か所の小学校 無料
生涯学習スポーツ課
048-433-7730 事前にご連絡ください。

埼玉県 蕨市 ③ 第56回蕨市文化祭
各団体などによる多様な芸術文化活動を多くの市民に発表するこ
とで、芸術文化の推進に寄与することを目的に開催します。

10月～12月
市民会館
中央公民館　他

無料
生涯学習スポーツ課
048-433-7729

どなたでも参加・ご覧になれます。

埼玉県 蕨市 ③ 第51回蕨市公募美術展覧会
広く市民の美術への理解と創造力の啓発を図り、豊かな人間性を
養い、文化の振興に寄与することを目的に開催します。

11月20日～11月24日
文化ホールくるる
旭町公民館

無料
生涯学習スポーツ課
048-433-7729

どなたでもご覧になれます。

埼玉県 ②④
第71回埼玉県科学教育振興展
覧会中央展

県内児童・生徒の優れた科学的研究物の展示を行います。 10月26日 さいたま市青少年宇宙科学館 無料
教育局市町村支援部義務教育指導
課048-830-6752

見学自由

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 ②
第61回埼玉県児童・生徒発明
創意くふう展

児童・生徒の発明考案品を展示します。 10月26日,27日 新都心ビジネス交流プラザ 無料

教育局県立学校部高校教育指導課
048－830－6775
教育局市町村支援部義務教育指導
課
048－830－6783
産業労働部産業支援課
048－830－3736
一般社団法人埼玉県発明協会

見学自由
(どなたでも御来場いただけます。)

埼玉県 ②
第52回埼玉県高等学校定時制
通信制生徒生活体験発表会

本県の定時制及び通信制の課程で学ぶ生徒が、自己の生活体験
などを発表します。

10月5日
さいたま文学館

無料

教育局県立学校部高校教育指導課
048－830－6772
埼玉県定時制教育及び通信制教育
振興会事務局（羽生高校）
048－561－0718

各校で代表者を選出し東西南北各地区での
予選会の実施。

埼玉県 ②
第61回埼玉県児童・生徒発明
創意くふう展

児童・生徒の発明考案品を展示します。 10月26日,27日 新都心ビジネス交流プラザ 無料

教育局県立学校部高校教育指導課
048－830－6775
教育局市町村支援部義務教育指導
課
048－830－6778
産業労働部産業支援課
048－830－3736
一般社団法人埼玉県発明協会

見学自由
(どなたでも御来場いただけます。)

埼玉県 ② 第16回郷土芸能祭 埼玉県の高校生による郷土芸能の発表を行います。 11月6日 深谷市民文化会館 無料
教育局県立学校部高校教育指導課
048-830-7391

埼玉県 ② 第36回高校写真展 埼玉県の高校生による写真作品を展示します。 11月12日～17日 埼玉会館第３展示室 無料
教育局県立学校部高校教育指導課
048-830-7391

埼玉県 ② 第29回埼玉県産業教育フェア
産業界・高等教育機関等と連携し、専門高校の日頃の学習成果
を、小・中学生、保護者など、広く県民に対して紹介します。

11月9日,10日
ソニックシティ
大宮駅 無料

教育局県立学校部高校教育指導課
048－830－6769
公益財団法人埼玉県産業文化セン
ター

見学自由
(どなたでも御来場いただけます。)

埼玉県 ② 高校生によるサイエンスフェア
埼玉県の高校生による研究発表と小中学生のための科学教室を
行います。

11月10日
ソニックシティ
4F市民ホール

無料
教育局県立学校部高校教育指導課
048－830－6772

見学自由
（どなたでも御来場いただけます。）

埼玉県 ② 高等学校演劇祭中央発表会 埼玉県の高校生による演劇祭を行います。 11月16日,17日 彩の国さいたま芸術劇場 無料
教育局県立学校部高校教育指導課
048-830-7391

埼玉県 ②
センター一般公開
「集まれ！ "センター探検隊"」

センターの施設設備を公開し、県民の皆様にセンターの取組への
理解を深めていただくとともに、工作や科学実験などの体験教室
を開催して、子供たちの好奇心や探究心の伸長を図ります。

10月19日 県立総合教育センター 無料 http://www.center.spec.ed.jp/
県立総合教育センター企画調整担当
（048-556-3319）

内容については9月上旬までに決定し、セン
ターＨＰ等でお知らせします。

埼玉県 ①②
管内市町教育委員会パネル展
示

彩の国教育週間に合わせて、浦和合同庁舎1階に、管内13市町
教育委員会の取組を紹介したパネル展示を行います。

10月28日～11月11日 浦和合同庁舎1階 無料
教育局南部教育事務所
048-822-4382

見学自由（どなたでもご覧いただけます。）

埼玉県 ③
古典の日記念事業「ふれあい
短歌賞」

ご応募いただいた「ふれあい短歌」を審査し、入賞作品の授賞式
を行います。また、本事業は埼玉県芸術文化祭2019「芸術文化ふ
れあい交流フェア」の一環でもあります。

作品募集期間：
6月20日～9月6日
授賞式：
11月24日

ソニックシティ（さいたま市大宮区）小ホール 無料
http://www.pref.saitama.lg.jp/f
2216/geibunsai/fureaitanka.ht
ml

文化資源課芸術文化推進担当
048-830-6921

短歌作品募集締切:9月6日

埼玉県 ③
埼玉県芸術文化祭2019「芸術
文化ふれあい交流フェア」

さまざまなジャンルの文化芸術活動を１度に体験できる事業です。
（折り紙、舞踊、茶道、ワークショップ等）

11月24日 ソニックシティ（さいたま市大宮区）
https://www.pref.saitama.lg.jp
/f2216/geibunsai/kouryufair.h
tml

文化資源課芸術文化推進担当
048-830-6921

見学自由（一部事前申込あり）

埼玉県 ①②③
秋期企画展「水車は日本の原
風景だ」

全国には構造や用途を異にするさまざまな水車がありましたが、
その大半は失われてしまいました。展示では模型・写真・絵画など
を多用して、水車のすばらしさを紹介します。

9月21日～11月24日 第一展示室
埼玉県立川の博物館
048-581-7333

埼玉県 ①②
かわはく体験教室
砂金採り教室

かつては砂金が採れた荒川で、砂金採りにチャレンジします。
（雨天時は室内でパンニング体験※おみやげはありません）

10月12日
講座室・
かわせみ河原

埼玉県立川の博物館
048-581-7333

13:30～15:30(予定）
定員：20名

埼玉県 ①②
かわはく体験教室
土の中の生き物を探せ！

土の中の生きものを、道具を使って取り出して観察します 11月16日 講座室
埼玉県立川の博物館
048-581-7333

13:30～15:30
定員：15名

埼玉県 ①②
荒川ゼミナールⅠ
荒川の堤防探検5 横堤

現在の荒川を特徴づける堤防の1つ、「横堤」を見学しながら散策
します。

10月6日 さいたま市桜区周辺
埼玉県立川の博物館
048-581-7333

10:00～16:00
定員：20名

埼玉県 ①②
荒川ゼミナールⅠ
入間川を歩く1～入間川の扇状
地を歩く～

荒川の支流、入間川を歩く企画の第1弾として、入間川の扇状地
を歩きます。

11月3日
西武新宿線狭山市駅～東武東上線川越市
駅

埼玉県立川の博物館
048-581-7333

10:00～16:00
定員：20名

埼玉県 ①②
かわはく研究室
川のはたらき・地形・歴史を学
ぼう！②

学芸員と一緒にかわはくの周辺の地形や川のはたらき、荒川の
歴史等について学びます。学習する内容は参加者の皆さんに選
んでいただきます。

11月17日 かわはく敷地内
埼玉県立川の博物館
048-581-7333

①10:00～11:00　②11:00～12:00　③13:30～
14:30　④14:30～15:30
各回10名程度

埼玉県 ③
かわはくであそぼうまなぼう
かわはくdeハロウィン

自然の素材を使って仮装してみます。写真撮影OKで、参加した子
供にはオリジナル缶バッジをプレゼントします。仮装して来館した
方にはプレゼントがあります。

10月19日,20日,22日,26日,27
日

かわはく敷地内
埼玉県立川の博物館
048-581-7334

10:00～16:00

埼玉県 ②③
かわはくであそぼうまなぼう木
の実あそび　（かわはく秋まつ

どんぐりコマやどんぐりヤジロベエつくりを体験します。 11月14日 かわはく敷地内
埼玉県立川の博物館
048-581-7335

10:00～12:00
13:00～15:00

埼玉県 ②③ かわはく秋まつり 埼玉県民の日を祝って、無料開放いたします。 11月14日 かわはく敷地内
埼玉県立川の博物館
048-581-7335

10:00～16:00

埼玉県 ①
十二単・小袿と男子装束の着
装体験

十二単・小袿、男子装束の着装を体験でき、平安時代の貴族の気
分が味わえるイベントです。

10月5日 県立歴史と民俗の博物館
埼玉県立歴史と民俗の博物館
048-645-8171

9月5日（木）までに往復はがき（応募者多数
は抽選）

埼玉県 ①
江戸組紐キーホルダーと眼鏡
紐作り

江戸組紐のキーホルダーと眼鏡紐を作ります。 10月11日 県立歴史と民俗の博物館
埼玉県立歴史と民俗の博物館
048-645-8171

9月11日（水）から電話申込み（先着順）

埼玉県 ① 十二単・小袿の着装体験
十二単・小袿の着装を体験でき、平安時代の貴族の気分が味わ
えるイベントです。

11月30日 県立歴史と民俗の博物館
埼玉県立歴史と民俗の博物館
048-645-8171

10月30日（水）までに往復はがき（応募者多
数は抽選）

埼玉県 ①
お囃子体験教室「さんてこ囃
子」

埼玉県北部地域などで演奏される「さんてこ」と呼ばれるお囃子の
体験ができます。

11月9日 県立歴史と民俗の博物館 無料
埼玉県立歴史と民俗の博物館
048-645-8171

10月9日（水）から電話申込み（先着順）

埼玉県 ① 火おこし体験教室
昔の人がどのように火をおこしたのかを実際に体験できるイベント
です。

11月2日 県立歴史と民俗の博物館
埼玉県立歴史と民俗の博物館
048-645-8171

10月2日（水）から電話申込み（先着順）

埼玉県 ③
特別展「子ども/おもちゃの博
覧会」

いつの時代も、子どもだちとともにあった玩具。その時々の社会や
世相が映し出された玩具からは、人々が子どもに向けたまなざし
がうかがえます。江戸時代から戦後のさまざまな玩具をとおして、
子どもをめぐる社会の移り変わりとその意味を探ります。

10月12日～24日 県立歴史と民俗の博物館
埼玉県立歴史と民俗の博物館
048-645-8171

一般600円、高校生・学生300円（中学生以
下、障害者手帳等をお持ちの方（付添1名）は
無料）

埼玉県 ③ 弥生時代復元住居見学会
普段は中に入れない、弥生時代の復元住居の見学会を行しま
す。

11月14日 県立歴史と民俗の博物館 無料
埼玉県立歴史と民俗の博物館
048-645-8171

午前・午後とも、開始15分前から会場にて整
理券を配布（先着順）

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 ① 博物館裏方探検隊 普段は見られない博物館の裏側を学芸員が案内します。 毎週土曜日 県立歴史と民俗の博物館
埼玉県立歴史と民俗の博物館
048-645-8171

当日受付

埼玉県 ③ 昔の遊び
ベーゴマ、竹とんぼ、貝合わせなどの昔の子どもの遊び体験を実
施します。

11月14日 埼玉県立嵐山史跡の博物館 無料
http://www.ranzan-
shiseki.spec.ed.jp/

埼玉県立嵐山史跡の博物館
0493-62-5896

当日受付です。
人数に制限はありません。

埼玉県 ③ 館跡ガイドツアー
国指定史跡比企城館跡群「菅谷館跡」を当館ガイドボランティア及
び学芸員がわかりやすく説明します。

10月5月,11月16日 埼玉県立嵐山史跡の博物館（菅谷館跡） 無料
http://www.ranzan-
shiseki.spec.ed.jp/

埼玉県立嵐山史跡の博物館
0493-62-5896

当日受付です。
人数に制限はありません。

埼玉県 ③ 鎧・小袿着装体験
鎧を着て武士に、小袿（こうちき）を纏って貴族の女性に変身する
着装体験を実施します。

10月6日 埼玉県立嵐山史跡の博物館（菅谷館跡） 無料
http://www.ranzan-
shiseki.spec.ed.jp/

埼玉県立嵐山史跡の博物館
0493-62-5896

当日受付です。
10時～15時30分
定員：各回5人×9回

埼玉県 ① 秋の岩畳観察会
長瀞駅から自然の博物館まで、美しい結晶片岩や、ポットホール、
昆虫、植物など自然観察をしながら、秋の岩畳を歩きます。

10月12日 長瀞駅～自然の博物館 http://www.shizen.spec.ed.jp/
自然の博物館自然担当
0494-66-0407

申込み：9月1日から9月24日
募集人数：30名（多数の場合は抽選）

埼玉県 ① 講演会「埼玉10万年の旅」
私たちが暮らす台地や低地はいつごろ、どのようにできたのでしょ
うか？最近10万年間の埼玉県の地形の成り立ちをわかりやすくご
紹介します。

10月26日 自然の博物館 http://www.shizen.spec.ed.jp/
自然の博物館自然担当
0494-66-0407

申込み：9月1日から10月8日
募集人数：80名
（多数の場合は抽選）

埼玉県 ①
古秩父湾化石発掘体験バスツ
アー

秩父にあった太古の海「古秩父湾」を巡り学芸員が解説するバス
ツアー。途中で化石の発掘も体験できます。

11月9日 自然の博物館ほか
秩父観光興業株式会社
048-525-3701

申込み：7月中旬から

埼玉県 ① 県民の日　記念イベント
顕微鏡をのぞいてみたり、いろいろなイベントを楽しもう！イベント
参加者や、博物館の観覧料が無料でおトクです。

11月14日 自然の博物館 無料 http://www.shizen.spec.ed.jp/
自然の博物館企画企画広報担当
0494-66-0407

申込み不要

埼玉県 ①
企画展「徹底解剖！埼玉古墳
群」

博物館来館者を対象に企画展を開催します。 9月14日～11月14日 埼玉県立さきたま史跡の博物館
http://www.sakitama-
muse.spec.ed.jp/

埼玉県立さきたま史跡の博物館
（048-559-1181）

埼玉県 ①
企画展「徹底解剖！埼玉古墳
群」ガイドツアー

博物館来館者を対象に企画展のガイドツアーを開催します。
10月6日,13日,20日,27日,11月
3日,10日

埼玉県立さきたま史跡の博物館
http://www.sakitama-
muse.spec.ed.jp/

埼玉県立さきたま史跡の博物館
（048-559-1181）

当日先着順30名

埼玉県 ① さきたま講座 企画展関連講座を行います。 10月12日,11月9日 埼玉県立さきたま史跡の博物館
http://www.sakitama-
muse.spec.ed.jp/

埼玉県立さきたま史跡の博物館
（048-559-1181）

事前申込必要
（実施日の前月１日から受付開始）
先着順70名

埼玉県 ① 古代体験　古代人に変身 古代の鎧や衣装を着て、古墳を背景に写真をとる体験です。 11月9日 埼玉県立さきたま史跡の博物館
http://www.sakitama-
muse.spec.ed.jp/

埼玉県立さきたま史跡の博物館
（048-559-1181）

当日4回実施
先着順（各回10名）

埼玉県 ① 古代体験　火おこしに挑戦
古代からの発火方法である摩擦法と打撃法（火花式）を舞錐（まい
ぎり）式発火具と火打石を使って体験していただきます。

10月6日 埼玉県立さきたま史跡の博物館
http://www.sakitama-
muse.spec.ed.jp/

埼玉県立さきたま史跡の博物館
（048-559-1181）

当日8回実施
先着順（各回5組）

埼玉県 ①
古典の日記念事業　古墳群ガ
イドツアー「万葉歌碑を巡る」

公園来園者・博物館来館者を対象に古墳群等のガイドツアーを開
催します。

11月2日 埼玉県立さきたま史跡の博物館 無料
http://www.sakitama-
muse.spec.ed.jp/

埼玉県立さきたま史跡の博物館
（048-559-1181）

当日先着順30名

埼玉県 ① さきたま秋祭り
公園来園者・博物館来館者を対象に、多くの古代体験等を実施し
ます。

11月14日 埼玉県立さきたま史跡の博物館
http://www.sakitama-
muse.spec.ed.jp/

埼玉県立さきたま史跡の博物館
（048-559-1181）

体験によって異なります。
一部定員あり（当日先着順）

埼玉県 ③ お話の部屋
幼児、小学生を対象としたお話会です。ボランティアの方が絵本の
読み聞かせや素話をしてくれます。

10月12日,11月9日 さいたま文学館 無料
さいたま文学館
048-789-1515

事前申し込み不要（定員40名）

埼玉県 ③ 近代文学講読講座 県民の皆様の文学活動を講読の面から支援する講座です。 11月7日,14日,21日 さいたま文学館 無料
さいたま文学館
048-789-1515

往復はがきで申込（募集人員42人）

埼玉県 ① ネットアドバイザーの派遣
インターネットの危険性と保護者の役割を啓発するネットアドバイ
ザーを派遣して子供のための安全・安心な環境づくりを推進しま
す。

年間を通じて実施 県内各地 無料
http://www.pref.saitama.lg.jp/
a0307/filtering/na-
mousikomi.html

県青少年課
048-830-5858

派遣数に限りがあります。青少年課のホーム
ページで御確認ください。

埼玉県 ①②③
令和元年度埼玉県優良図書の
推奨

青少年の健全な育成に優良と認められる、図書を推奨します。推
奨図書のリーフレットを配布し、埼玉県ホームページに掲載しま

10月中旬 県ホームページ 無料
http://www.pref.saitama.lg.jp/
a0307/jourei/yu-ryou.html

県青少年課
048-830-2907

令和2年度の推奨候補図書を令和2年3月6日
まで募集しています。

埼玉県 ②
第2回保護者や教員のための
不登校セミナー

不登校の悩みを抱える子供や保護者、教員等が不登校への支援
の在り方について、理解を深めるためのセミナーです。
午前の部は講演、午後の部は県立高校や民間団体、保護者の会
等による個別相談や情報提供を実施する予定です。

10月12日 さいたま市民会館うらわ 無料
県教育局県立学校部生徒指導課
048-830-6740

来場自由
午前の部のホールは定員470名

埼玉県 ① 彩の国いきいきフェスティバル
ＮＰＯ、ボランティア、県民活動団体が日ごろ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17日 埼玉県県民活動総合センター
公益財団法人
いきいき埼玉活動支援担当
0480728-7116

どなたでもご来場いただけます。

埼玉県 ②③ 第48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 無料
一般社団法人
埼玉県私立中学高等学校協会
048-863-2110

埼玉県 ①
第43回埼玉県なわとび選手権
退会

児童・生徒及び一般の方々の体力向上をめざし、豊富な種目・部
門で競い合うことにより互いに切磋琢磨し、生涯スポーツとしての
なわとびを行うきっかけとなる大会です。

11月23日 上尾運動公園体育館
http://nawasaitama.wix.com/i
ndex

埼玉県なわとび協会 参加資格:埼玉県民

埼玉県 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いま
す。特に、次の世代を担う子供たちに本市の歴史と伝統を体感し
てもらうことで、「わがまち鴻巣」に誇りを持ち、郷土愛を育む一助

10月20日
鴻巣駅周辺
旧中山道

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 ① 第17回ふれあいフェスタ長瀞

子どもから大人まで、各世代間の交流の場の提供、地域社会の
活性化、町民意識の向上等を目的として行っております。内容とし
ては、縁日、白バイ・消防車等の展示・試乗体験、スカイランタン
体験、フリーマーケット等により子供達に様々な体験をしてもらい

11月2日
長瀞岩畳周辺（荒川荘南側町有地及びみ
やま駐車場川寄り）

http://www.nagatoro.or.jp/
長瀞町商工会
0494-66-0268

入場自由（一部有料のところあり）

埼玉県 ①
第28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を約2名募集し、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体験事業です。

10月27日 八潮市役所周辺 無料
八潮市商工会青年部
048-996-1926

市内各中学校を通じて募集

埼玉県 ① 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、行田市内の県立高等学校ダンス
部によるストリートダンスを予定しています。

11月3日 行田市立南河原　中学校駐車場 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 ②
西川材を使った夏休み木工工
作コンクール　優秀作品の展
示（約100点）

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。その優秀作品約
100点を展示します。

10月30日～4日 飯能商工会議所 無料
飯能商工会議所
042-974-3111

作品の募集7～8月

埼玉県 ②
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10日 飯能市役所　　　（西川材フェアー会場内） 無料
飯能商工会議所
042-974-3111

作品の募集7～8月

埼玉県 ①
あげお産業祭・そろばんデモン
ストレーション

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“読み上げ暗算デモンストレーション”を実施します。

11月10日予定 上尾市民体育館まつり特設ステージ 無料
上尾珠算連盟　上尾商工会議所内
048-773-3111㈹

見学自由（どなたでもご来場いただけます。
デモンストレーション参加者の公募はしており
ません。）

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 ③ 川口市市産品フェア2019

「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25日～27日 SKIPシティ 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 ④ 第3回川口オープンファクトリー

川口市内の工場など普段は見ることのできない生産現場を公開し
ます。最新のハイテクマシンや、伝統の技術を見学したり、社長や
職人・従業員の話を通じて、ものづくりに対するこだわりや熱い思
いを感じることができます。

11月8日,9日 川口市内の参加工場
川口商工会議所
048-228-2220

事前に予約が必要。見学自由の工場もあり
ます。

埼玉県 ② 2019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

11月3日 草加市内・　まつばら綾瀬川公園 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 ① わくわくウォーキング教室 健康にあるくためのウォーキングの基本を学ぶ教室です。 10月19日 さいたま市北原公園
事務局　　　048-831-4702
水土日除10:00～17:00

予約不要

埼玉県 ① わくわくウォーキング教室 健康にあるくためのウォーキングの基本を学ぶ教室です。 10月22日 熊谷市荒川公園
事務局　　　048-831-4702
水土日除10:00～17:00

予約不要

埼玉県 ① わくわくウォーキング教室 健康にあるくためのウォーキングの基本を学ぶ教室です。 10月23日 川越市クレアパーク
事務局　　　048-831-4702
水土日除10:00～17:00

予約不要

埼玉県 ① わくわくウォーキング教室 健康にあるくためのウォーキングの基本を学ぶ教室です。 11月16日 さいたま市北原公園
事務局　　　048-831-4702
水土日除10:00～17:00

予約不要

埼玉県 ① わくわくウォーキング教室 健康にあるくためのウォーキングの基本を学ぶ教室です。 11月19日 熊谷市荒川公園
事務局　　　048-831-4702
水土日除10:00～17:00

予約不要

埼玉県 ① わくわくウォーキング教室 健康にあるくためのウォーキングの基本を学ぶ教室です。 11月20日 川越市クレアパーク
事務局　　　048-831-4702
水土日除10:00～17:00

予約不要

埼玉県 ①
第24回
埼玉ドラゴンカップ

ドラゴンカヌーレース　200ｍの部（トーナメント）、2000mの部 11月3日
行幸湖
権現堂調節池

埼玉ドラゴン実行委員会
090-9136-7800

小学5年生以上、1チーム15名以内（男女混
合可）

埼玉県 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）に分かれてのソ
フトテニス研修大会（団体戦）を実施

10月20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
048-771-7075

各クラブ各種別単位で1チーム

埼玉県 ① 上尾キッズダンス教室
上尾市ダンススポーツ連盟が主催し、小学生を対象とした上尾
キッズダンス教室を開催します。

10月5日,11月30日 上尾市民体育館会議室 無料
上尾市ダンススポーツ連盟（野口）
090-4133-4257

見学参加自由
（どなたでも御来場いただけます。）

埼玉県 ① フリーダンスパーティー 地域のダン愛好者によるダンスパーティーを開催します。 10月10日、11月14日 浦和コミュニティーセンター
埼玉県ダンススポーツ連盟事務局
048-873-7949

見学参加自由
（どなたでも御来場いただけます。）

埼玉県 ①
関東甲信越ブロック選手権大
会

関東甲信越ブロック選手権（団体戦）に代表選手を派遣します。 11月4日 駒沢体育館 無料
埼玉県ダンススポーツ連盟事務局
048-873-7949

見学自由
（どなたでも御来場いただけます。）

埼玉県 ①
三笠宮杯全日本ダンススポー
ツ選手権

三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権大会に役員を派遣します。 11月10日 駒沢体育館
埼玉県ダンススポーツ連盟事務局
048-873-7949

見学自由
（どなたでも御来場いただけます。）

埼玉県 ①
ねんりんピックダンススポーツ
大会

ねんりんピックダンススポーツ大会（団体戦）に代表選手を派遣し
ます。

11月10日
和歌山県那智勝浦町
体育文化会館

無料
埼玉県ダンススポーツ連盟事務局
048-873-7949

見学自由
（どなたでも御来場いただけます。）

埼玉県 ①
埼玉県ジュニアダンススポーツ
大会

第32回県民総合体育大会「第１４回埼玉県ジュニアダンススポー
ツ大会」を開催します。

11月17日 上尾市民体育館 無料
埼玉県ダンススポーツ連盟事務局
048-873-7949

見学参加自由
（どなたでも御来場いただけます。）

埼玉県 ①
2019年度全日本9人制バレー
ボールトップリーグ男子入替戦
出場チーム決定戦

バレーボール大会 10月12日 加須市騎西総合体育館 www.svba.jp/
埼玉県バレーボール協会
080-9561-5400

登録チームへの連絡及びホームページへの
掲載・見学自由

埼玉県 ①
令和元年度埼玉県9人制バ
レーボールクラブ男・女選手権

バレーボール大会 10月13日
男子：熊谷市籠原体育館
女子：熊谷市立江南体育館

www.svba.jp/
埼玉県バレーボール協会
080-9561-5400

登録チームへの連絡及びホームページへの
掲載・見学自由

埼玉県 ①
2019/20 Vリーグ Division1 女
子レギュラーラウンド上尾大会

バレーボール大会 10月19日,20日 県立武道館 www.svba.jp/
埼玉県バレーボール協会
080-9561-5400

埼玉県 ①
2019/20 Vリーグ Division1 女
子レギュラーラウンド深谷大会

バレーボール大会 11月2日 深谷市総合体育館 www.svba.jp/
埼玉県バレーボール協会
080-9561-5400

埼玉県 ①
第16回モルテン旗争奪兼第35
回関東小学生バレーボール大
会埼玉県決勝大会

バレーボール大会 11月3日,4日 毎日興行アリーナ久喜 www.svba.jp/
埼玉県バレーボール協会
080-9561-5400

登録チームへの連絡及びホームページへの
掲載・見学自由

埼玉県 ①
全国家庭婦人バレーボールい
そじ大会　埼玉県予選会(決勝
大会)

バレーボール大会 11月9日 さいたま市大宮武道館 www.svba.jp/
埼玉県バレーボール協会
080-9561-5400

登録チームへの連絡　　　　 見学自由

埼玉県 ①
第72回全日本バレーボール高
等学校選手権大会県予選会

バレーボール大会 11月8日～10日
サイデン化学アリーナ
（さいたま市記念）
さいたま市岩槻文化公園体育館

www.svba.jp/
埼玉県バレーボール協会
080-9561-5400

登録チームへの連絡及びホームページへの
掲載

埼玉県 ①
中学校新人体育大会兼県民総
合体育大会

バレーボール大会 11月10日,11日,13日,4日
新座市総合体育館(10日)
川越運動公園体育館(11日,13日 ,14日)

www.svba.jp/
埼玉県バレーボール協会
080-9561-5400

登録チームへの連絡及びホームページへの
掲載・見学自由

埼玉県 ① 第18回ことぶき親善大会 バレーボール大会 11月13日 毎日興行アリーナ久喜 www.svba.jp/
埼玉県バレーボール協会
080-9561-5400

登録チームへの連絡　　　　 見学自由

埼玉県 ①
第25回埼玉県ママさんバレー
ボール大会（決勝大会）

バレーボール大会 11月23日 桶川サンアリーナ www.svba.jp/
埼玉県バレーボール協会
080-9561-5400

登録チームへの連絡　　　　 見学自由

埼玉県 ①
彩の国ふれあいビッグバレー
ボール大会

バレーボール大会 11月23日 埼玉県立武道館 www.svba.jp/
埼玉県バレーボール協会
080-9561-5400

登録チームへの連絡　　　　 見学自由

埼玉県 ①
第一回埼玉県シニアダンス
パーティー

(公社)日本フォークダンス連盟は今年から11月23日を中心とする1
カ月をシニアダンスの日と定め、健康づくりに最適なダンスの、シ
ニア層への普及を図っています。同連盟の埼玉県支部を構成する
3部門、私たちフォークダンスと、レクリエーションダンス、民踊が共
同して、未経験者でも楽しんでいただけるパーティーを行います。

11月23日1:30から さいたま市与野体育館アリーナ
埼玉県フォークダンス連盟理事長
04-2939-0593

当日直接会場へ

埼玉県 ①
市民総合体育大会第17回マ
レットゴルフの部

マレットゴルフを通し一般市民を中心に交流・健康体力作りを目的
に親睦を深める大会を実施

11月4日 新座市総合運動公園マレットゴルフ場
新座市マレットゴルフ協会事務局
高橋イネ
048-481-3232

協会会員他一般市民100名

埼玉県 ①
新座市マレットゴルフ協会設立
30周年記念親睦マレットゴルフ

協会会員等を中心に長野県方面への親睦旅行と池の平ホテルを
中心に当地での大会を実施します

10月日,9日 池の平ホテルマレツトゴルフ場
新座市マレットゴルフ協会事務局
048-481-3232

協会会員を中心に実施50名

埼玉県 ①
第72回川越市市民体育祭マ
レットゴルフの部開催

マレットゴルフ体験並び交流大会 10月14日
川越市霞ヶ関緑地（入関川初雁橋下川
敷）・川越市今福中台2823－1（林間コース）

無料
川越市マレットゴルフ連盟
内田宗一
049-242-4880

一般参加者

埼玉県 ①
第16回川越市生涯スポーツフ
イステイバル

マレットゴルフ体験コーナーマレットゴルフの普及と、併せて市民と
の交流を図る。

11月3日 川越市総合運動公園 無料
川越市マレットゴルフ連盟
内田宗一
049-242-4880

小学高学年以上一般参加者

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61回「教育・文化週間」関連行事

埼玉県 ①
第27回東日本マレットゴルフ彩
の国大命

埼玉県マレットゴルフ連盟事業計画に基づき実施します。 10月12日,13日
東松山市高坂リバーフイールドマレットゴル
場

東松山市マレットゴルフ連盟
野口　武
0493-22-1323

県内外のマレットゴルフ愛好者220名

埼玉県 ①
第48回市民総体チャリテーマ
レットゴルフ大会

東松山市市民による大会を実施します。 11月24日 同上
東松山市マレットゴルフ連盟
野口　武
0493-22-1323

市内在住・在勤80名

埼玉県 ①②④
第19回ノーマライゼーション
ビームライフル射撃大会

障害者と健常者が共にどなたでも楽しめる許可不要のビームライ
フルを使った射撃大会を開催します。一人2種目まで参加できま
す。
今年で19回目であり、県内高等学校射撃部の生徒も選手及びボ
ランティアとして参加し、一般参加者及び障害者と交流し、毎回社

11月17日 埼玉県障害者交流センター
http://hit.sports.coocan.jp/no
rma/norma.html

埼玉県ライフル射撃協会事務局西野
048-767-4052

基本的にネットから申し込みください。
参加自由
ただし、認知障害者等で安全確認及び役員
の説明が理解出来ない方は御遠慮ください。

埼玉県 ① レクリエーションダンス講習会
県内又は県外から講師を招きレクリエーションダンス講習会を開
催します

10月のいずれかの土曜日又
は日曜日

さいたま市内の公共施設
事務局　新井
090-2255-2025

参加は自由です
直接会場に来て下さい

埼玉県 ①
埼玉県レクリエーション大会
inかわぐち
レクリエーションダンス大会

埼玉県レクリエーション大会inかわぐちの中で県民の参加によるレ
クリエーションダンス大会を開催します

11月17日
川口市内の駅から近い小･中学校の体育
館を希望しています

無料
事務局　新井
090-2255-2025

参加は自由です
直接会場に来て下さい

埼玉県 ③ 第43回埼玉県女子部弓道大会
埼玉県女子の参加による第43回埼玉県女子部弓道大会を開催す
る予定としております。

11月4日 埼玉県立武道館（上尾市） 無料
埼玉県弓道連盟理事長
048-866-8225

見学自由（どなたでもご来場いただけます）。
参加の公募はしておりません。

埼玉県 ③ 国体選手育成会
成年男女の参加による国体選手の育成のための練習会を開催す
る予定としております。

11月10日 埼玉県立武道館（上尾市） 無料
埼玉県弓道連盟理事長
048-866-8225

見学自由（どなたでもご来場いただけます）。
参加の公募はしておりません。

埼玉県 ②③ 埼玉県高校弓道選手権大会
埼玉県内高校生の参加による弓道選手権大会を開催する予定と
しております。

11月2日,3日,9日 大宮公園弓道場（さいたま市） 無料
埼玉県弓道連盟理事長
048-866-8225

見学自由（どなたでもご来場いただけます）。
参加の公募はしておりません。

埼玉県 ②③ 第17回埼玉県武道大会
埼玉県内各支部から選抜された中学生、高校生、一般の参加に
よる第17回埼玉県武道大会（弓道の部）を開催する予定としてお

11月24日 埼玉県立武道館（上尾市） 無料
埼玉県弓道連盟理事長
048-866-8225

見学自由（どなたでもご来場いただけます）。
参加の公募はしておりません。

埼玉県 ① 秋季実業団テニス選手権大会 県内実業団チームの団体戦 10月14日,19日,2日,9日 大宮第二公園テニスコート
https://sta-tennis.org/048-
778-1213

HPに要項発表

埼玉県 ①
紅葉チャレンジトライアスロン&
デュアスロンフェスティバル

渡良瀬遊水地 10月28日 見学自由（どなたでもご来場いただけます）
http://teamkens.co.jp/2019_ra
ce/kazo.html

埼玉県 ②
朝霞市
ロードレース大会

朝霞市中央公園陸上競技場周辺コースで、ロードレース大会を行
う。

11月23日
朝霞市中央公園陸上競技場（陸上競技場
周辺コース）

朝霞市教育委員会
生涯学習・スポーツ課
048（463）2403

健康な方。未成年者は保護者の承諾を受け
ている方。

埼玉県 ②
朝霞市民総合体育大会
市民体育祭

市内在住・在勤者により体育祭を行う。 10月13日 朝霞市中央公園陸上競技場
朝霞市教育委員会
生涯学習・スポーツ課
048-463-2403

①地区対抗種目
地区ごとに申し込みを行った在住者
②自由種目　市内在住・在勤者

埼玉県 ① 第51回陸上競技大会 陸上競技大会を予定しています。 10月上旬 入間市運動公園陸上競技場
入間市教育委員会
入間市体育協会
04-2964-1111

希望者（一般も含む）

埼玉県 ①
第16回ロープ・ジャンピング大
会

ロープ・ジャンピング大会を予定しています。 11月下旬 入間市市民体育館 無料
入間市教育委員会
入間市体育協会
04-2964-1111

希望者（一般も含む）

埼玉県 ① 町民体育祭
町民の親善及び健康の保持増進のため開催される。小学生は小
学校対抗リレー等の種目がある。

10月13日 杉戸第二小学校 無料
杉戸第二小学校
0480-34-6231

・自由参加
・対抗リレーは各校4、5、6年代表児童

埼玉県 ①
生涯現役野球大会
（親子三世代を結ぶ大会）

参加チームを平均年齢別に4チームを1ブロックとし勝敗に関係な
く参加チームが2試合を戦います。大会要項として参加選手全員を
出場させることが必須とする

11月23日 ふじみ野市荒川公園野球場
大会事務局電話
FAX 048-862-1679
携帯090-1409-5760

申込期限10月末募集チーム計30チーム

埼玉県 ①
さいたま市民体育大会
第16回さいたま市太極拳連盟
交流大会

さいたま市太極拳連盟加盟団体の各教室が練習の成果を発表し
ます。

11月24日 さいたま市武道館 無料
さいたま市太極拳連盟事務局
048-711-9193

直接来館観覧自由

埼玉県 ①
深谷市武術太極拳連盟
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する。

10月21日 深谷市「みどりの王国」
深谷こぶし会
048-571-2933

公募（太極拳に興味・関心のある方）

埼玉県 ① 本庄市スポレクフェスタ2019

「市民一人1スポーツ」の実現に向け「みる・する・楽しむ」をキャッ
チフレーズに市民が気楽に参加し、楽しむ事ができるスポーツ・リ
クレーションイベントを開催します。その中の1つとして本庄市太極
拳連盟は、太極拳の体験教室と太極拳の表演を行います。

10月14日
本庄総合公園体育館
（シルクドーム）

無料
本庄市太極拳連盟　事務局
0495-21-9467

体験・見学自由　（どなたでも御来場いただけ
ます。）

埼玉県 ① 太極拳オープン講習会
町民（近隣市町民も可）に向け健康維持や地域交流を目的とし、
太極拳を体験していただく予定です。

11月23日,24日,30日,12月1日 笠原小学校体育館（予定）
宮代町太極拳連盟事務局
0480-35-1796

宮代町町民（近隣市町民も参加可）

埼玉県 県内全域 ①③④ 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准教授の梶原　直樹氏により、「「主観的
なこころ」と「客観的なこころ」」をテーマとして、講演いただきます。

11月16日 埼玉学習センター 放送大学 無料
https://www.sc.ouj.ac.jp/cent
er/saitama/about/open.html

放送大学埼玉学習センター
048-650-2611
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