
種類 施設名 取組名 期日 実施内容

公民館等 生涯学習総合センター 学びのネットワーク　SDGｓ展示 8月2日㈫～8月21日㈰

各公民館が作成したSDGsの取組に関するPRシートをまとめ、
スライドショーとして上映する。
また、PRシートとSDGｓについての資料（ポスター）等を展
示し、公民館での取組やSDGｓについて認知してもらうきっ
かけづくりとする。

指扇公民館 「親子SDGｓ講座」展示 8月2日㈫～8月21日㈰
親子SDGｓ講座で勉強した「エネルギーを作る責任・使う責
任」から参加者の考えた、私達はどうしていくべきかについ
ての意見を展示する。

与野本町公民館
与野本町公民館から発信するSDGｓ
～事業を通して地域へ～

8月4日㈭～8月15日㈪ 与野本町公民館事業のSDGｓに対する取り組みを紹介する。

南箇公民館
リサイクルの着物や古布を使った
作品展示

8月1日(月)～8月26日(金)
着物はほどけば一枚の反物に戻り、繰り返し利用できる日本
が誇る持続可能な伝統文化である。着物や古布を通して、つ
くる責任つかう責任について考えるきっかけを作る。

三室公民館 SDGｓ展示 8月2日㈫～8月21日㈰
SDGｓについて展示を行う。さいたま市の取り組みを紹介
し、市民の理解を深める。

鹿室南集会所 学びのネットワーク展示広報 8月2日㈫～8月19日㈮
同じ時期に同じテーマを設定して、展示会や講座を行うさい
たま市生涯学習「学びのネットワーク」の開催に係る展覧会
を実施する。

図書館 中央図書館 テーマ資料展示 8月2日㈫～8月21日㈰ SDGsに関するテーマ資料展示

北浦和図書館
資料展示
「ＳＤＧｓ ～本から考える地球の未来～ 目標
３すべての人に健康と福祉を」

8月2日㈫～8月21日㈰
ＳＤＧｓの目標３「すべての人に健康と福祉を」をテーマに
関連する児童書の資料展示を行う。

東浦和図書館 テーマ資料展示
8月2日㈫～8月21日㈰
（予定）

ＳＤＧｓにちなんだテーマで資料を集め、展示する。

美園図書館 テーマ資料展示 7月26日㈫～8月28日㈰ SDGsに関するテーマ資料展示

大宮図書館
資料テーマ展示
「子どもと学ぶ。ＳＤＧｓ 」

8月1日㈪～8月31日㈬
子どもと大人が一緒にSDGsについての理解を深められるよ
う、17の目標別に児童書の展示を行う。

桜木図書館 テーマ資料展示 8月2日㈫～8月21日㈰ SDGsに関するテーマ資料展示

大宮西部図書館 テーマ資料展示 8月2日㈫～8月21日㈰ SDGsに関するテーマ資料展示

馬宮図書館 テーマ資料展示 8月3日㈬～8月22日㈪ SDGsに関するテーマ資料展示

大宮西部図書館三橋分館 テーマ資料展示 8月3日㈬～8月22日㈪ SDGsに関するテーマ資料展示

春野図書館 テーマ資料展示 8月2日㈫～8月28日㈰ SDGsに関するテーマ資料展示

大宮東図書館 テーマ資料展示 8月3日㈬～8月29日㈪ SDGsに関するテーマ資料展示

七里図書館 テーマ資料展示 8月3日㈬～8月29日㈪ SDGsに関するテーマ資料展示

片柳図書館 テーマ資料展示 8月3日㈬～8月29日㈪ SDGsに関するテーマ資料展示

与野図書館 テーマ資料展示 8月2日㈫～8月21日㈰ SDGsに関するテーマ資料展示

与野南図書館 テーマ資料展示 8月3日㈬～8月21日㈰ SDGsに関するテーマ資料展示

与野図書館西分館 テーマ資料展示 8月3日㈬～8月21日㈰ SDGsに関するテーマ資料展示

岩槻図書館 テーマ資料展示 8月3日㈬～8月21日㈰ SDGsに関するテーマ資料展示

桜図書館 テーマ資料展示 8月2日㈫～9月4日㈰ SDGsに関するテーマ資料展示

「生涯学習学びのネットワーク」　取組一覧　[展示] 39会場
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「生涯学習学びのネットワーク」　取組一覧　[展示] 39会場

図書館 桜図書館大久保東分館 テーマ資料展示 8月3日㈬～8月22日㈪
展示タイトル：戦争・平和の児童書
SDGsロゴ（16 平和と公正をすべての人に）を看板に表示

北図書館 テーマ資料展示 8月2日㈫～8月21日㈰ SDGs関するテーマ資料展示

宮原図書館 テーマ資料展示 8月3日㈬～8月22日㈪ SDGs関するテーマ資料展示

武蔵浦和図書館 テーマ資料展示 8月2日㈫～8月21日㈰ SDGsに関するテーマ資料展示

南浦和図書館 テーマ資料展示 8月2日㈫～8月21日㈰ SDGsに関するテーマ資料展示

博物館等 土器の館
展示「地面の下のひみつ　～さいたま市のむか
し～（仮）」

8月2日㈫～8月19日㈮

ＳＤＧｓの目標４「質の高い教育をみんなに」及び目標１１
「住み続けられるまちづくりを」に関連し、地域に愛着を深
めるきっかけとなるよう、発掘調査によって発見された発掘
資料の展示を行う。

青少年宇宙科学館
図書コーナー
宇宙を調べて、SDG'sを考えよう

8月2日㈫～8月21日㈰
宇宙や環境に関する書籍を展示し、子どもたちがSDG'sを身
近に感じ、考える機会を設ける。

市立博物館 夏休み子ども博物館
7月16日㈯～8月28日㈰
休館日:月曜日(7月18日を除く)
及び7月19日㈫、8月12日㈮

『さいたま市の「ＳＤＧｓ」』コーナーで、持続可能な開発
目標「ＳＤＧｓ」の紹介や、さいたま市立博物館の取組の紹
介を行う。

浦和くらしの博物館民家園 写真で見る古民家の復原
7月26日㈫～9月25日㈰
休館日：月曜日(9月19日を除く)
及び8月12日㈮、9月20日㈫

民家園に移築・復原した古民家の記録写真から、自然素材を
用いた日本の伝統的な家づくりや古材を生かす伝統技法を紹
介し、ＳＤＧｓの目標１１「住み続けられるまちづくりを」
への理解を深める。

岩槻郷土資料館 夏休み子ども博物館
7月16日㈯～8月28日㈰
休館日:月曜日(7月18日を除く)
及び7月19日㈫、8月12日㈮

「昭和のおもちゃ」の展示と、実際に遊ぶことができる体験
コーナーを設ける。木や紙などの再生可能な素材が使われて
いること、手作りできることなどを紹介する。

与野郷土資料館 夏休み子ども博物館
7月16日㈯～8月28日㈰
休館日:月曜日(7月18日を除く)
及び7月19日㈫、8月12日㈮

・「昔のおもちゃ」の展示、体験を行う。
・与野地域の歴史や文化に親しむ「歴史クイズ」ワークシー
トを３種類（小学校３・４年生向け、小学校５・６年生向
け、中学生以上向け）配布する。

岩槻藩遷喬館 常設展示
8月2日㈫～8月21日㈰
休館日：月曜日及び8月12日㈮

岩槻藩に仕えていた儒者・児玉南柯が開いた私塾であり、後
に藩校となり岩槻藩の武士の子弟が勉学や武芸の稽古に励ん
だ岩槻藩遷喬館の建物を公開する。

鴻沼資料館 常設展示
8月2日㈫～8月21日㈰ 9時～12時
休館日：月曜日・木曜日(8月11日㈭
を除く)及び8月12日㈮

鴻沼一帯の開発の歴史を後世に残すため、地域住民から寄贈
された農具等の民俗資料の展示を中心に公開する。

岩槻人形博物館
特集展示「郷土玩具～おまもり・えんぎもの
～」

4月29日㈮～8月21日㈰
SDGsの目標「4質の高い教育をみんなに」に基づき、人形文
化のうち、縁起物やお守りなどの信仰的な側面を持つ郷土玩
具を展示する。

漫画会館 北沢楽天常設展示
8月2日㈫～8月21日㈰
休館日：月曜日及び8月12日㈮

SDGsの目標「4質の高い教育をみんなに」に基づき、日本近
代漫画の先駆者「北沢楽天」の業績や当時の写真などをご紹
介します。
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「生涯学習学びのネットワーク」　取組一覧　[講座等]　82講座
種類 施設名 取組名 期日 実施内容 定員 申込期間

公民館等 馬宮公民館
夏休み子ども公民館
ＳＤＧｓワークショップ教室

8月5日㈮

子どもたちが“SDGs”の視点から考えた未来を守るアイデア
を発表してもらい、SDGsの意味や目的を市民一人一人に理解
してもらう。また、トランプ・すごろく・スタンプ作りなど
を通して誰もがSDGsを学ぶ。

20人 7月1日㈮～7月13日㈬

植水公民館
学びのネットワーク　夏休み子ども公民館６／
工作教室③自然素材のモビール

8月4日㈭
木の実などの身近な自然素材を使って、モビールを作り、
「学びのネットワーク」の一環として「SDGs」の目標15「陸
の豊かさも守ろう」を身近に感じる。

15人 受付終了

植水公民館
学びのネットワーク　夏休み子ども公民館10／
こども電気教室

8月10日㈬

「地球温暖化防止」のために地球にやさしい電気の上手な使
い方の解説を聞き、「学びのネットワーク」の一環として
「SDGｓ」の目標13「気候変動に具体的な対策を」を身近に
感じる。

15人 受付終了

内野公民館
学びのネットワーク事業
「野菜ソムリエに学ぶ夏野菜の魅力」

8月17日㈬
夏野菜のおいしい食べ方を学び、SDGsへの取り組みを伝え
る。

20人 7月14日㈭～7月26日㈫

大砂土公民館 SDGsの視点で考える健康講座／脳のおはなし 8月19日㈮ 脳卒中になる仕組みやその予防を学ぶ。 40人 8月1日㈪～8月10日㈬

日進公民館
（工事休館中のため、
日進小学校で開催）

夏休み子ども公民館
「野菜ソムリエの『クイズで野菜博士に』」

8月3日㈬
野菜ソムリエを講師に、子どもたちが、クイズ形式で夏野菜
とＳＤＧｓについて学ぶ。

20人 受付終了

宮原公民館
夏休み子どもわくわく教室
理科の自由研究ヒント教室

8月2日㈫ 子どもたちが、SDGｓに基づいて、科学実験を体験する。 15人 受付終了

宮原公民館
夏休み子どもわくわく教室
バルーン教室

8月3日㈬
子どもたちが、SDGｓを考えながら、バルーンで小物づくり
を体験する。

15人 受付終了

宮原公民館
夏休み子どもわくわく教室
革細工教室

8月6日㈯
子どもたちが、SDGｓを考えながら、革で小物づくりを体験
する。

12人 受付終了

宮原公民館
夏休み子どもわくわく教室
プログラミング教室

8月8日㈪
子どもたちが、SDGｓを考えながら、プログラミングの仕方
を学ぶ。

15人 受付終了

宮原公民館
夏休み子どもわくわく教室
木工工作教室

8月10日㈬
子どもたちが、SDGｓを考えながら、木材で手作りおもちゃ
を作る。

20人 受付終了

植竹公民館
夏休み子ども公民館
障害者の生涯学習推進事業「ボッチャを体
験！」

8月5日㈮
夏休み期間中に小学生を対象としての体験教室（ボッチャの
体験）を行う。障害者と交流することにより、SDGｓ10番に
ついて考えるきっかけづくりとする。

10人 受付終了

桜木公民館
夏休み子ども公民館
親子で学ぶSDGs教室

8月17日㈬
小学生の親子を対象とした教室。身近なことからSDGｓにつ
いて学ぶ。

10組 受付終了

大宮南公民館
夏休み子ども公民館
科学教室　Ｍｙ箸を作ろう

8月3日（水）
木の大切さや役割について学ぶ環境教室。学びながら自分だ
けの箸を作る。

12人 受付終了

大宮中部公民館
夏休み子ども公民館
リサイクル工作教室

8月9日(火)
リサイクル工作を通じ、環境問題を学ぶ。
牛乳パックやいらなくなった包装紙を再利用して、小物入れ
を作る。

12人 受付終了

大宮北公民館
SDGｓ関連事業
料理教室

8月5日(金) 肉を使わずに植物性たんぱく質を使った絶品料理を作る。 10人 7月11日㈪～7月20日㈬

三橋公民館
夏休み子ども公民館
SDGｓ教室

8月9日㈫
小学生を対象にリサイクルハガキづくりを通じてSDGｓにつ
いて学ぶ。

20人 受付終了

大成公民館
SDGｓ／夏休み子ども公民館
子ども食堂

8月4日(木) 子ども食堂のメニューを実際につくる。 12組 受付終了

大宮東公民館
夏休み子ども公民館
リサイクル工作教室

8月8日(月) 青少年の健全育成を目的に、工作を学ぶ。 18人 受付終了

大砂土東公民館
夏休み子ども公民館
「SDGsワークショップ」

8月9日㈫
小学生を対象に、ワークショップ形式でトランプやすごろく
などを通して楽しみながらみんなでSDGsについて学び、考え
る。

25人 受付終了

片柳公民館 公民館介護予防事業／やなぎ学級（前期） 8月9日㈫
65歳以上のシニア学級の1回として、さいたま市都市経営戦
略部職員を講師に迎え、SDGsの概要やSDGs未来都市について
学ぶ。

20人 受付終了

七里公民館
夏休み子ども公民館
「環境教室～木について学び、マイ箸をつくろ
う～」

8月2日㈫ 木について学び、マイ箸づくりに挑戦する。 20人 受付終了

七里公民館
夏休み子ども公民館
「環境教室～牛乳パックでリサイクルはがきを
つくろう～」

8月4日㈭
リサイクルはがき作りを通じて、牛乳パックのリサイクルに
ついて学ぶ。

20人 受付終了

春岡公民館
公民館介護予防事業
つるかめ塾　前期

8月2日㈫
65歳以上のシニア学級の1回として、さいたま市水道局職員
を講師に迎え、水道局の概要やSDGsについて学ぶ。

30人 受付終了

鈴谷公民館
夏休み子ども公民館
「楽しく学ぼう！SDGs（エスディージーズ）」

8月8日㈪
前半は、地球が抱えている問題やSDGsの目標について学び、
後半は、ゲームを通してSDGsで自分にできることを考える。

20人 受付終了

大戸公民館
夏休み子ども教室
「大切な水と生活(SDGs)」

8月10日㈬
安全な水道水の供給のしくみを知ることで、持続可能な地域
にするためにどのようなことが必要か考える。

20人 6月22日㈬～7月11日㈪

上落合公民館 サマーキッズ：クイズで楽しいSDGs 8月19日㈮
地球で起きている問題を知り、クイズ等を通してSDGsを楽し
く学ぶ。

12人 6月20日㈪～7月8日㈮

下落合公民館
夏休み子ども公民館
「牛乳パックdeはがき作り教室」
　～SDGsを学ぼう～

8月2日㈫
牛乳パックを利用したはがき作りを通して、リサイクル・
SDGsについて分かりやすく学ぶ。

16人 6月6日㈪～7月6日㈬

田島公民館
（工事休館中のため
土合公民館で開催）

親の学習事業
親子で楽しくＳＤＧｓ

8月20日㈯
親子で新聞紙をリユースした作品作りを楽しみながら、家庭
でできるSDGｓについて考える。

15組 7月11日㈪～8月10日㈬

土合公民館 ＳＤＧｓを知ろう 8月10日㈬
SDGsについての講和とワークショップ（トランプ・すごろ
く・スタンプ作り・人形作り・アクションプランの木）で体
験をしながら学ぶ。

30人 7月8日㈮～7月22日㈮

大久保公民館
夏休み子ども公民館「環境講座 マイ箸を作ろ
う」

8月3日㈬
木について学んだ後、かんなを用いて、自分だけの箸を作
る。

12人 受付終了
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「生涯学習学びのネットワーク」　取組一覧　[講座等]　82講座
種類 施設名 取組名 期日 実施内容 定員 申込期間

公民館等 栄和公民館
サマースクールさかわ
プラ板教室（午前）

8月2日㈫
公民館利用団体の方による地元小学生を対象としたプラ板作
品体験

14人 受付終了

栄和公民館
サマースクールさかわ
プラ板教室（午後）

8月2日㈫
公民館利用団体の方による地元小学生を対象としたプラ板作
品体験

14人 受付終了

栄和公民館
サマースクールさかわ
陶芸教室

8月3日㈬ 公民館利用団体の方による地元小学生を対象とした陶芸体験 18人 受付終了

栄和公民館
サマースクールさかわ
競技かるた教室

8月9日(火)
公民館利用団体である埼玉大学学生を講師とした、地元小学
生を対象とした競技かるた体験

10人 受付終了

栄和公民館
サマースクールさかわ
ヒップホップ教室(1·2·3年生)

8月4日㈭
公民館利用団体の方による地元小学生を対象としたヒップ
ホップ体験

10人 受付終了

栄和公民館
サマースクールさかわ
ヒップホップ教室(4·5·6年生)

8月4日㈭
公民館利用団体の方による地元小学生を対象としたヒップ
ホップ体験

10人 受付終了

大久保東公民館 公民館の「小さな映画会」 8月14日㈰ 映画を通じた交流・学習・地域づくりを行う。 23人 当日直接会場へ

大久保東公民館 夏休み子ども公民館「楽しい木工工作」 8月17日㈬
夏休みに小学生を対象として、木工工作を体験。廃材の木片
で工作する。

12人 7月4日㈪～15日㈮

岸町公民館
SDGｓ講座
リサイクルはがき

8月10日㈬
リサイクルについて学び、牛乳パックを使ってはがきを作
る。

20人 受付終了

領家公民館
夏休みこども公民館／料理教室／おいしい薬膳
料理を作ろう／SDGs講座

8月4日㈭

料理作りの体験を通して、無駄なく食材を使い切ることや食
べ残しをなくすことなど、SDGsが掲げる「12つくる責任　つ
かう責任」に関連した「食品ロス」削減のための取り組みに
ついて学ぶ。

6人 受付終了

浦和南公民館
夏休み子どもランド／ランプシェードをつくろ
う

8月2日㈫
身近なもの使ってランプシェードを作り、作品を通してSDG
ｓでの視点から環境について考えるきっかけとする。

15人 受付終了

上木崎公民館
考えてみよう みんなでＳＤＧｓ ～今、私たち
にできること～

8月3日㈬
ＳＤＧｓについて、トランプやすごろく、紙芝居等を通し
て、楽しみながらより深く理解するとともに、今、自分たち
に何ができるかをみんなで考える。

25人 7月6日㈬～7月24日㈰

大東公民館
SDGｓ講座
牛乳パックでリサイクルはがきを作ろう

8月5日㈮

ＳＤＧｓが目指す17のゴールに向けて自分たちができる取り
組みをみんなで一緒に考える。
今回は環境について学び、牛乳パックでリサイクルはがきを
作る。

20人 7月1日㈮～7月9日㈯

仲本公民館
夏休み子ども公民館／埼大生とSDGｓを考えよ
う

8月10日㈬

SDGｓについてクイズを交え楽しみながら学ぶ。また、目標
14に関する取り組みとして「アクリルたわしづくり」、目標
12に関する取り組みとして「ペットボトルを使ったけん玉づ
くり」を行う。

30人 受付終了

針ヶ谷公民館 SDGｓを学ぶ～私たちにできることとは～ 8月17日㈬
SDGｓの基本概念や市の取り組みを学び、自身に何ができる
かを考えることでSDGｓの理解を深める。

20人 7月8日㈮～7月22日㈮

本太公民館
本太サマースクール／工作教室「卵の殻のモザ
イクアート」

8月4日㈭

卵のカラのモザイクアートを作成することで、限りある資材
を利用する。また、各国が積極的に導入を進めているSDGｓ
(再生可能エネルギ)について考えるきっかけとする講座を実
施する。

14人 受付終了

仲町公民館 夏休みチャレンジ教室／ＳＤＧｓ教室 8月2日㈫
小学生を対象にトランプ、すごろく、スタンプ作りなどでＳ
ＤＧｓを楽しく学ぶ講座を実施する。

20人 受付終了

常盤公民館 ときわサマースクール／でんき教室 8月8日㈪
SDG'sの目標７に関する、電気エネルギーについて、学習す
る。レモンを用いた電気エネルギー製作を試みる。

12人 受付終了

北浦和公民館 チューリップサロン 8月8日㈪
不要なチラシや新聞などを使って子どもが喜ぶ遊べる折り
紙、またママは台所で使える生ごみ入れなど、SDGsの視点か
ら環境に優しい折り紙を楽しむ。

6組 7月8日㈮～8月7日㈰

文蔵公民館
夏休み子ども公民館
「エコバックを作って、『SDGｓ』について、
考えよう」

8月5日㈮
小学生を対象に草や木の葉に色を塗ってエコバックに写し、
オリジナルのエコバックを作り、環境について考える。
（SDGs関連事業）

20人 受付終了

南浦和公民館
夏休みこども体験教室
「君も天文博士　プラネタリウム編」

8月3日㈬
小学生を対象にスクリーンに夜空の星座を投影しながら星の
お話を聴き、星座に関する工作を行う。

20人 7月1日㈮～7月9日㈯

南浦和公民館
夏休みこども体験教室
「科学工作」

8月9日㈫
小学生を対象に科学工作と題して、「空中コマ」を製作し、
科学の身近な現象等について学ぶ。

20人 7月1日㈮～7月9日㈯

谷田公民館

子ども公民館
サマースクール⑩
科学教室
①磁石のふしぎ
②SDGｓについて

8月3日㈬
小学生を対象に磁石を使っていろいろな実験を体験し、科学
のおもしろさに触れる。

16人 受付終了

六辻公民館
夏休み子ども公民館
科学教室「スライムの科学」

8月9日㈫
小学生を対象に身近にある材料でスライムを作り実験等を行
う。

15人 受付終了

六辻公民館
夏休み子ども公民館
理科実験教室「レモン電池」

8月10日㈬
小学生を対象にレモンを材料に電池を作成し、電気の基礎知
識と安全について学ぶ。

15人 受付終了

六辻公民館
夏休み子ども公民館　科学教室
「ムラサキキャベツのふしぎ実験！」

8月17日㈬
小学生を対象にムラサキキャベツの試液を使用して実験を行
う。

10人 受付終了

西浦和公民館
親の学習事業
エコバッグ作成講座

8月7日㈰ 親子でエコバッグを作り、ＳＤＧｓについて考える。 8組 7月5日㈫～7月19日㈫

別所公民館
夏休みこども公民館
ＳＤＧｓ

8月18日㈭ 小学生を対象にＳＤＧｓとは何かを学ぶ。 16人 受付終了

東浦和公民館
夏休み子ども公民館
サイエンス教室（高学年）

8月2日㈫
理科の実験を通して、身近な省エネについて学び、科学の楽
しさや関心を育む講座を実施する。

16人 受付終了

善前公民館
夏休み子ども公民館
「音で遊ぶ科学工作とミニサイエンス
ショー！」

8月5日㈮
身近なもので音が出る発生装置を作り、雷や鳥の鳴き声を再
現し、なぜ音が出るのかを考え、科学の面白さを学ぶ。

20人 受付終了

大古里公民館
生きがい健康づくり教室／大古里ドリーミーラ
イフ（前期）
第5回「SDGsとは何か」

8月8日㈪
さいたま市都市経営戦略部職員を招き、SDGsについて基礎か
ら学ぶ。

40人 受付終了
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公民館等 尾間木公民館
夏休み子ども公民館
「みんなで学ぼうSDGs」

8月4日㈭
SDGsの視点から様々なアイデアを発表し、SDGsについて学
ぶ。

20人 受付終了

原山公民館
夏休み子ども公民館
「親子で作ろう包装紙の
　おしゃれコサージュ」

8月6日㈯
親子で包装紙を用いたコサージュ作りを体験し、リサイクル
の大切さ等SDGsについての理解を深める。

12人（6組）
（小3～6年生）

受付終了

美園公民館
夏休み子ども公民館
「料理教室」

8月4日㈭
地産地消や残さず食べることを通して、身近なところから
SDGsを考える。

9人（小3～6年生） 7月1日㈪～7月11日

岩槻本丸公民館 夏休み子ども公民館「科学教室（低学年）」 8月2日㈫
小学校低学年を対象とした身近なものを利用した科学実験を
行う。

10人 7月1日㈮～7月9日㈯

岩槻本丸公民館 夏休み子ども公民館「科学教室（高学年）」 8月2日㈫
小学校高学年を対象とした身近なものを利用した科学実験を
行う。

10人 7月1日㈮～7月9日㈯

岩槻本町公民館
夏休み子ども公民館「こども料理教室～一緒に
作ろう～」

8月3日㈬
親子で一緒に料理することで、料理することの楽しさや食の
大切さを学ぶ。

5組 7月4日㈪～7月11日㈪

岩槻南部公民館 夏休み子どもチャレンジ⑥「科学教室」 8月4日㈭ 小学生を対象として身近なものを使って、科学実験を行う。 20人 受付終了

岩槻北部公民館 サマースクールほくぶ「子ども料理教室」 8月5日㈮ 小学生を対象とした料理教室を実施する。 8人 受付終了

岩槻北部公民館
サマースクールほくぶ「真福寺貝塚発掘体験教
室」

8月10日㈬ 真福寺貝塚について学び、発掘調査を体験する。 20人 受付終了

岩槻城址公民館 城址サマーコンサート 8月7日㈰ ハワイアンの演奏とフラの競演を鑑賞する講座を実施する。 30人 7月13日㈬～20日㈬

五反田会館 夏休みものづくりひろば 8月18日㈭ 身近な素材を使って生活を豊かにするモノづくり 12人
7月25日（月）
9:00～10:00

博物館等 宇宙劇場
放送大学・さいたま市宇宙劇場コラボレーショ
ン講演会
星座の成立とギリシャ・ローマ神話

8月6日㈯
質の高い教育をみんなにという目標同様、プラネタリウムで
は通常解説のできない星座の成立期についての講演という高
度な内容を無料で実施する。

280名（予定） 7月2日㈯～7月23日㈯

浦和博物館 うらはく工芸くらぶ 8月20日㈯、８月21日㈰ 和紙を使ってうちわを作る。 各回定員10人 8月5日㈮から

浦和くらしの博物館民家園 夏休み子ども講座 8月2日㈫
園内の竹や布をリサイクルして、玩具や生活用品を作る。
布で作るぞうり

小学生とその保護者5組 7月11日㈪まで

浦和くらしの博物館民家園 夏休み子ども講座 8月4日㈭、8月5日㈮
園内の竹や布をリサイクルして、玩具や生活用品を作る。
竹で作るゴムでっぽう

小学生とその保護者5組 7月11日㈪まで

浦和くらしの博物館民家園 夏休み子ども講座 8月9日㈫、8月10日㈬
園内の竹や布をリサイクルして、玩具や生活用品を作る。
竹ぽっくりと鉛筆立て

小学生とその保護者5組 7月11日㈪まで

旧坂東家住宅見沼くらしっく館 夏休み小学生講座 8月6日㈯ 竹の水鉄砲作り／手作りの水鉄砲を作って遊ぶ 小学生とその保護者５組 7月23日㈯9時から

旧坂東家住宅見沼くらしっく館 夏休み小学生講座 8月7日㈰
竹の体操人形作り／部品を組み立てて回転するおもちゃを作
る

小学生とその保護者５組 7月24日㈰9時から

うらわ美術館
創作コーナー「うらびぃのアトリエ村でつくっ
ちゃおう」

7月16日㈯～8月28日㈰
当該会期で開催中の創作コーナーにて“SDGs”の
視点から考えた創作活動に親しめる場を設ける。

各回20人(予定) 当日直接会場へ

大宮盆栽美術館 スライドトーク 8月20日㈯
SDGsの目標「4質の高い教育をみんなに」に基づ
き、盆栽の見どころを解説する。

20人程度 当日直接会場へ
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