
報道機関 各位

オリンピック・パラリンピックをテーマとした 

さいたま市生涯学習「学びのネットワーク」を実施します 

さいたま市教育委員会では、東京２０２０大会の開催に際し、さいたま市生涯

学習「学びのネットワーク」を下記のとおり実施します。

学びのネットワークとは、公民館、図書館、博物館などの生涯学習関連施設に

おいて、同じ時期に同じテーマで、各施設の特色を生かした多様な学びの場を市

民の皆様に提供する取組です。

今回は「オリンピック・パラリンピック」をテーマに、様々な講座や展示事業

が行われます。 

記 

１ 実施期間 

令和３年７月上旬から９月上旬まで 

※詳細は、別紙をご参照ください。 

２ 実施施設 

鹿室南集会所、五反田会館、青少年宇宙科学館、宇宙劇場、市立博物館、 

浦和博物館、浦和くらしの博物館民家園、旧坂東家住宅見沼くらしっく館、 

岩槻郷土資料館、与野郷土資料館、うらわ美術館、各公民館、各図書館 

３ その他 

新型コロナウイルス感染防止のため３密（密集・密閉・密接）を避けてご利用く

ださい。施設をご利用の際はマスクの着用や手指の消毒などにご協力ください。 

今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては予告なくイベントを中止する

場合がございます。 
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令和３年７月７日（水）

問い合わせ先：生涯学習振興課

課長：山本
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施設名 取組名 期日 実施内容

浦和博物館 夏休み子ども博物館 ７月１０日（土）～８月２２日（日）
コーナー展示で、昭和39年東京オリンピック関連収蔵資
料を紹介する。

浦和くらしの博物館民家園 東京オリンピック関連資料紹介 ７月１０日（土）～８月２２日（日）
昭和39年東京オリンピックに関連した、博物館施設収蔵
資料を展示する。

旧坂東家住宅見沼くらしっく
館

東京オリンピック関連資料紹介 ７月１０日（土）～８月２２日（日）
昭和39年東京オリンピックに関連した、博物館施設収蔵
資料を展示する。

うらわ美術館 動きを楽しむアートな絵本 ７月１０日（土）～８月２９日（日）
うらわ美術館情報コーナーにて、運動やスポーツに関連
する絵本を紹介する。

与野郷土資料館
ミニ展示
「日本代表ＧＫ川島永嗣さんと与野サッカー」

７月１３日（火）～８月２９日（日）

さいたま市中央区出身のサッカー日本代表GK川島永嗣
さんゆかりの品や、昭和52年に第1回全日本少年サッ
カー大会に出場し、全国制覇を成し遂げた下落合サッ
カースポーツ少年団の活躍など、さいたまのサッカーを下
支えしている「与野のサッカー」に関する資料を写真も交
えて紹介する。

五反田会館 オリンピック五輪カラーの鶴の展示 ７月２０日（火）～７月３０日（金）
五反田会館利用者や職員等で、オリンピックの五輪カ
ラーで数多くの鶴を作成し、館内に展示する。

さいたま市立博物館 夏休み子ども博物館 ７月２１日（水）～８月２５日（水）
コーナー展示で、昭和39年東京オリンピック関連収蔵資
料を紹介する。

岩槻郷土資料館 東京オリンピック関連資料紹介 ７月２１日（水）～８月２５日（水）
昭和39年東京オリンピックに関連した、博物館施設収蔵
資料を展示する。

青少年宇宙科学館 SPORTS×SCIENCE ７月２２日（木）～８月２２日（日）
企画展「SPORTS×SCIENCE」のスポーツに関する展示
物を館内展示する。

春野図書館
資料テーマ展示
「東京オリンピック・パラリンピック」

６月２９日（火）～８月１日（日）
オリンピック・パラリンピックの歴史や種目などに関する資
料の展示。

七里図書館
資料テーマ展示
「東京オリンピック・パラリンピック」

６月３０日（水）～８月２日（月）
オリンピック・パラリンピックの歴史や種目などに関する資
料の展示。

岩槻駅東口図書館
児童書テーマ展示
「オリンピック・パラリンピック」

７月１日（水）～８月８日（日）
オリンピック・パラリンピックの歴史、種目、参加国の紹介
などに関する資料の展示。

岩槻東部図書館
児童書テーマ展示
「オリンピック・パラリンピック」

７月１日（水）～８月９日（月）
オリンピック・パラリンピックの歴史、種目、参加国の紹介
などに関する資料の展示。

大宮図書館
資料テーマ展示
「BSGS 読んで楽しもうオリンピック！」

７月１日（木）～７月３１日（土）
埼玉県で開催予定の競技、バスケ・サッカー・ゴルフ・射
撃（B.S.G.S）をテーマに、各協議に関する資料や、オリン
ピック・パラリンピックに関する資料を展示。

与野図書館
資料テーマ展示
オリンピック・パラリンピック」

７月１日（木）～７月３１日（土）
オリンピック・パラリンピックの歴史、種目などに関する資
料の展示。

与野南図書館
資料テーマ展示
「オリンピック・パラリンピック」

７月１日（木）～７月３１日（土）
オリンピック・パラリンピックの歴史、種目などに関する資
料の展示。

与野図書館西分館
資料テーマ展示
「オリンピック・パラリンピック」

７月１日（木）～７月３１日（土）
オリンピック・パラリンピックの歴史、種目などに関する資
料の展示。

北図書館
資料テーマ展示
「オリンピック・パラリンピック」

７月１日（木）～７月３１日（土） オリンピック・パラリンピックに関連した資料の展示。

岩槻図書館
児童書テーマ展示
「オリンピック・パラリンピック」

７月１日（木）～８月９日（月）
オリンピック・パラリンピックの歴史、種目、参加国の紹介
などに関する資料の展示。

北浦和図書館
資料テーマ展示
「オリンピックとパラリンピックの本を紹介しま
す。」

７月６日（火）～７月３１日（土）
オリンピック・パラリンピックの歴史や種目などに関する資
料の展示。

岩槻駅東口図書館
資料テーマ展示
「本でめぐる世界」

７月６日（火）～８月１日（日）
TOKYO2020には200あまりの国と地域が参加する予定で
す。世界を身近に感じるこの期間、それぞれの地域の民
俗・文化に関する本を展示します。

「学びのネットワーク」 取組一覧 ［展示］ ３５会場 別 紙
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施設名 取組名 期日 実施内容

「学びのネットワーク」 取組一覧 ［展示］ ３５会場 別 紙

桜図書館
資料テーマ展示
「オリンピック・パラリンピックの出場国を知ろ
う！」

７月６日（火）～９月５日（日）
オリンピック・パラリンピック出場国を知ることができる資
料の展示。

岩槻図書館
資料テーマ展示
「スポーツを身近に」

７月７日（水）～８月２日（月） スポーツ全般に関する資料の展示。

岩槻東部図書館
資料テーマ展示
「東京五輪・大阪万博・三波春夫」

７月７日（水）～８月２日（月）
昭和39年の東京五輪、昭和45年の大阪万博、それらを明
るく朗らかに歌い上げた三波春夫に関する資料を展示し
ます。

宮原図書館
資料テーマ展示
「スポーツを読む」

７月７日（水）～８月２日（月）
オリンピック・パラリンピック・スポーツに関連した資料の
展示。

美園図書館
資料テーマ展示
「オリンピック・パラリンピック」

７月１３日（火）～８月１０日（火） オリンピック・パラリンピックに関する資料の展示。

東浦和図書館
資料テーマ展示
「オリンピック・パラリンピック」

７月２０日（火）～８月１０日（火） オリンピック・パラリンピックに関する資料の展示。

武蔵浦和図書館
資料テーマ展示
「オリンピック・パラリンピック」

７月２０日（火）～８月１０日（火）
オリンピック・パラリンピックの歴史、種目などに関する資
料の展示。

南浦和図書館
資料テーマ展示
「オリンピック～東京・夏・スポーツ～」

７月２０日（火）～８月１０日（火）
オリンピック・パラリンピックの歴史、種目などに関する資
料の展示。

東浦和図書館
児童書テーマ展示
「オリンピック＆パラリンピック」

７月２０日（火）～８月１日（日）
オリンピック、パラリンピック、スポーツ、スポーツ用具、選
手を支える人々に関する児童書の展示。

大宮西部図書館
資料テーマ展示
「スポーツに親しむ」

７月２０日（火）～８月１日（日）
オリンピック・パラリンピックを始め、スポーツに関する資
料の展示。

中央図書館
資料テーマ展示
「オリ・パラを読む」

７月２０日（火）～９月５日（日）
オリンピック・パラリンピックの歴史、種目などに関する資
料の展示。

桜図書館大久保東分館
資料テーマ展示
「オリンピック・パラリンピックの種目を知ろう！」

７月２１日（水）～８月３０日（月）
オリンピック・パラリンピック種目について知ることができ
る資料の展示。

大宮東図書館
資料テーマ展示
「東京オリンピック・パラリンピック」

８月４日（水）～８月１６日（月）
オリンピック・パラリンピックの歴史や種目などに関する資
料の展示。

片柳図書館
資料テーマ展示
「東京オリンピック・パラリンピック」

８月４日（水）～８月１６日（月）
オリンピック・パラリンピックの歴史や種目などに関する資
料の展示。
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施設名 取組名 期日 申込受付 実施内容

岩槻本丸公民館 空手体験教室 ７月３日（土）・７月１０日（土） 受付終了
オリンピックの前に空手を体験し、試合のルールー等を
学ぶ事により、興味を持って観戦できるようにする。

上落合公民館
オリンピックを百倍楽しもう！
『ウォーキングの楽しさを知ろう』

７月７日（水）・７月１４日（水） 受付終了
元オリンピック選手を招き、オリンピックに対する知識を
深め、正しいウォーキングの知識を学び、ウォーキング
の楽しさを体験する。

南箇公民館 １９４０年　幻の東京オリンピック ７月１２日（月） 受付終了

ベルリン大会の始まる直前にIOCの投票でヘルシンキ
を破り決定した東京オリンピック。しかし、翌年に日中戦
争が始まり準備は迷路に入り込んでしまいます。１９４０
年の東京オリンピックはどうなってしまったのでしょう
か？

仲町公民館 夏休みチャレンジ教室／卓球教室 ７月１８日（日） 受付終了
小学生を対象にオリンピック・パラリンピック競技「卓球」
の講座を実施する。

日進公民館 キッズサマーカーニバル「絵画教室」 ７月２１日（水） 受付終了
小学生を対象に、オリンピックやパラリンピックの感動を
絵で表現する。

桜木公民館 夏休み子ども公民館／ボッチャ教室 ７月２１日（水） 受付終了
小学生を対象とした障害者スポーツのボッチャを体験す
る教室。パラリンピックの正式種目であるボッチャを体
験することで、障害者に対する理解を深める。

仲町公民館 夏休みチャレンジ教室／空手教室 ７月２１日（水） 受付終了
小学生を対象にオリンピック競技「空手」の体験講座を
実施する。

尾間木公民館 人権講座「ブラインドフットボール体験」 ７月２１日（水） 受付終了
パラリンピック種目であるブラインドフットボールの基礎
を体験し、視覚障害者への理解を深める。

田島公民館 たじま倶楽部（前期） ７月２１日（火） 受付終了
1964年の東京オリンピックの名場面について、当時の
実況放送を再現し、スポーツの楽しさを再認識してもら
い、東京オリンピックへの関心を高める。

大久保東公民館
SDGsとオリンピック
けやき倶楽部　第６回
「SDGsと一緒にマイライフ」

７月２１日（火） 受付終了
オリンピック・パラリンピックにおける、持続可能性に配
慮した取組みについて学ぶ。

尾間木公民館 夏休み子ども公民館「卓球教室」 ７月２６日（月）
夏休みを利用した小学生が対象の体験活動としてオリ
ンピック・パラリンピックの種目を体験する。

大宮南公民館 夏休み子ども公民館／ボルダリング教室 ７月２７日（火） 受付終了
青少年の健全育成を目的とした、オリンピック種目であ
るボルダリングを体験する。

片柳公民館
やなぎ特別講演会
「感動と爆笑の東京オリンピック１９６４」

７月２７日（火）
１９６４年の東京オリンピックにまつわる逸話・秘話を学
ぶ。

上木崎公民館 夏休み子ども公民館／空手 ７月２７日（火） 受付終了 オリンピック種目である「空手」を体験する。

上木崎公民館 夏休み子ども公民館／ボルダリング教室 ７月２８日（水） 受付終了
オリンピック種目である「ボルダリング（スポーツクライミ
ング）」を体験する。

南浦和公民館
夏休み子ども体験教室
ボッチャを楽しもう！

７月２８日（水）
夏休みこども体験教室の一コマで、パラリンピック種目
であるボッチャを楽しむ。

大砂土公民館 夏休み子ども公民館③卓球教室 ７月２９日（木） 受付終了
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会にちな
み、地域の小学生が卓球の基礎を学ぶ。

仲町公民館 夏休みチャレンジ教室／人権講座　ボッチャ教室 ７月２９日（木） 受付終了
小学生を対象にパラリンピック競技「ボッチャ」の体験講
座を実施する。

東浦和公民館
夏休みこども公民館
ピンポンを楽しもう　午後①・午後②

７月２９日（木） 受付終了
オリンピック種目である卓球を通して、スポーツの楽しさ
を体感する。

北浦和公民館 夏休み子ども公民館／お箏教室（A・B） ７月３０日（金）
日本の伝統楽器のひとつであるお箏を体験し、日本文
化の再認識と継承・発展に繋げる。

善前公民館 ボッチャ体験会 ７月３１日（土）
パラリンピック正式種目であるボッチャを通して、パラス
ポーツの魅力を知ってもらうとともに、障がいについて
考えるきっかけを提供する。

大砂土公民館 夏休み子ども公民館⑤空手教室 ７月３１日（土） 受付終了
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会にちな
み、地域の小学生が空手の基礎を学ぶ。

栄和公民館
サマースクールさかわ
卓球教室

７月３１日（土）
東京オリンピック2020においてメダルが期待される卓球
を地元小学生が体験する。

「学びのネットワーク」 取組一覧 ［講座等］ ５３種 （受付終了講座を含む）
別 紙
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施設名 取組名 期日 申込受付 実施内容

「学びのネットワーク」 取組一覧 ［講座等］ ５３種 （受付終了講座を含む）
別 紙

内野公民館
夏休み子どもHappy公民館
～めざせ！2024ブレイキン

８月１日（日） 受付終了
2024年オリンピック正式競技のブレイキン（ブレイクダン
ス）を体験する。

六辻公民館
夏休みこども公民館
「卓球教室（午前）」

８月１日（日） 受付終了
地域の小学生（１年～３年生）がオリンピック種目である
卓球を学びスポーツに親しむ機会とする。

六辻公民館
夏休みこども公民館
「卓球教室（午後）」

８月１日（日） 受付終了
地域の小学生（４年～６年生）がオリンピック種目である
卓球を学びスポーツに親しむ機会とする。

南浦和公民館
夏休み子ども体験教室
わくわく卓球部体験

８月２日（月）
夏休みこども体験教室の一コマで、オリンピック種目で
ある卓球を楽しむ。

尾間木公民館 夏休み子ども公民館「空手教室」 ８月２日（月）
夏休みを利用した小学生が対象の体験活動としてオリ
ンピックの種目を体験する。

鹿室南集会所 東京オリ・パラストラップ作り ８月３日（火） プラ板を使って東京オリ・パラストラップを作成する。

原山公民館
夏休み子ども公民館
「めざせオリパラ空手教室」

８月２日（月） 受付終了
夏休みに小学生が空手教室に参加することで再認識し
たり新発見したり様々な体験を通して成長することの支
援をする。

春岡公民館
介護予防事業　つるかめ塾　前期
（ボッチャをやってみよう）

８月３日（火） 受付終了
65歳以上の方を対象に、東京パラリンピック種目ボッ
チャの体験をする。

美園公民館 夏休み子ども公民館　空手教室 ８月３日（火） オリンピック種目の空手を体験する。

本太公民館 本太サマースクール／空手教室 ８月４日（水）
オリンピック種目である日本の伝統武道｢空手｣を体験
する。

大成公民館 夏休み子ども公民館／ボッチャ体験教室 ８月４日（水） 受付終了
東京パラリンピック種目ボッチャのルールを学び、プレイ
の楽しさを学ぶ教室。（小学生対象）

植竹公民館
夏休み子ども公民館・オリパラ事業・
障害者の生涯学習事業「ボッチャを体験！」

８月５日（木）
パラリンピック競技種目であるボッチャに関して、地域の
小学生参加の講座を行う。

別所公民館 夏休み子ども公民館「卓球」 ８月５日（木）
オリンピック種目である卓球を通して、スポーツの楽しさ
を体感する。

大宮中部公民館 夏休み子ども公民館／空手 ８月６日（金）
青少年の健全育成を目的とした、オリンピック種目であ
る空手を学ぶ。

大宮東公民館 夏休み子ども公民館／ボッチャ体験教室 ８月６日（金）
東京パラリンピック種目ボッチャを体験する教室。実際
に体験することで、障害者に対する理解を深める。（小
学生対象）

南浦和公民館
夏休み子ども体験教室
テコンドーをやってみよう！

８月６日（金）
夏休みこども体験教室の一コマで、オリンピック種目で
あるテコンドーを楽しむ。

三室公民館
夏休み子ども公民館
「卓球教室」

８月６日（金） 受付終了
夏休みを利用した小学生が対象の体験活動として、オ
リンピック競技である卓球を体験して楽しく基本を学ぶ。

春岡公民館
夏休み子ども公民館
「レクレーションボッチャ教室」

８月１１日（水） 受付終了
東京パラリンピック種目ボッチャの体験をする。（小学生
対象）

大宮中部公民館 夏休み子ども公民館／ボッチャ体験教室 ８月１２日（木）
青少年の健全育成を目的とした、パラリンピック種目で
あるボッチャを体験する。

西浦和公民館
夏休み子ども公民館
レッツゴーぴんぽん

８月１３日（金）・８月１６日（月）・
８月１７日（火）

ピンポンを楽しみ、世代交流を図る機会とする。

宇宙劇場
全編英語音声プラネタリウム番組
「UNIVERSE」の投映

８月１５日（日）

オリンピック・パラリンピックを意識し、海外からのお客
様や、グローバルに興味のある市民の方にお楽しみい
ただけるよう、全編英語音声のプラネタリウム番組の投
映を行う。

馬宮公民館 夏休み子ども公民館／卓球教室 ８月１８日（水）
小学生を対象にオリンピック・パラリンピック競技「卓球」
の基礎を学ぶ。

善前公民館 夏休み子ども卓球教室 ８月１８日（水） 受付終了
オリンピック種目である卓球を通して、スポーツの楽しさ
を体感する。
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施設名 取組名 期日 申込受付 実施内容

「学びのネットワーク」 取組一覧 ［講座等］ ５３種 （受付終了講座を含む）
別 紙

大成公民館 夏休み子ども公民館／空手教室 ８月１８日（水） 受付終了
空手を通して礼儀作法や武道の技を学ぶ。（小学生対
象）

宮原公民館 夏休み子どもわくわく教室　ボッチャ体験教室 ８月１９日（木） 受付終了
子どもたちが東京パラリンピック種目であるボッチャを学
ぶとともに、地域で交流できる場を設ける。

三橋公民館
夏休み子ども公民館
「国旗の秘密を知って国旗博士になろう」

８月２０日（金） 受付終了
NPO民族フォーラム理事を講師に、国旗を題材に国際
理解について学ぶ。（小学生対象）

七里公民館
夏休み子ども公民館
「運動教室～ボッチャを体験しよう～」

８月２１日（土）
東京パラリンピック種目ボッチャの体験をする。（小学生
対象）

別所公民館
夏休みこども公民館
「パラリンピックのお話＆親子ボッチャ体験」

８月２１日（土）
親子でパラリンピックについて学び、障がい者スポーツ
であるボッチャを体験する。

文蔵公民館
親の学習事業②
「かけっこ教室」

８月２２日（日）・８月２９日（日）
オリンピック種目でもひときわ注目をあつめる陸上競技
100ｍやリレーに憧れる小学生を対象に、早く走るため
のコツを学び運動会等で活躍できるよう練習する。

三室公民館
夏休み子ども公民館
「うんどう教室」

８月２３日（月） 受付終了
夏休みを利用した小学生が対象の体験活動として、
ボールを使ったゲームなどを体験してオリンピック・パラ
リンピックへの関心を高める。
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