
令和５年度 さいたま市

シニアユニバーシティ

60歳以上の⽅が地域での活躍を⽬指して学ぶ、
通年講座です。講義やグループワークなどを通じて

健康づくり、仲間づくり、⽣きがいづくりを
しませんか︖

募 集 案 内

募集期間︓令和５年１⽉１６⽇（⽉）から
令和５年２⽉２８⽇（⽕）まで

※本事業は、令和５年度予算の執⾏を伴うため、市議会２⽉定例会での議決後に確定します。

シニアの仲間づくり・活躍の場づくりを応援



学⻑（さいたま市⻑）の挨拶

新型コロナウィルス感染症対策について
さいたま市シニアユニバーシティでは、三つの密（密閉・密集・密接）を避ける、
マスクを着⽤する、⼿洗いを⾏うなど、感染防⽌対策を徹底します。
参加者の皆様にも、毎⽇の検温、体調の悪いときは休む、⼤声を出さないなど、
感染防⽌対策を徹底していただきます。
状況によっては、定員や開校時期など、事業の内容を⾒直す可能性もありますの
で、予めご了承ください。

⽇本は⾼齢化率が世界⼀の⻑寿社会を迎えており、⼈⽣100年時代
をより充実したものにするためには、定年退職後や⼦育てを終えた後
のいわゆる「セカンドライフ」をどのように過ごすかが重要となって
います。
皆様は、セカンドライフをどのように過ごしたいとお考えですか。

この募集案内を⼿にした皆様は、再び勉強をしたい、仲間を作りたい、
いつまでも健康でいたい、新しいことに挑戦したいなど、様々な想い
を抱いていることでしょう。
シニアユニバーシティには、そのような想いを持った⽅々がたくさ

ん⼊学します。
皆様にはぜひ、このシニアユニバーシティで同じ想いを持つ仲間と

ともに学び、様々な活動を通じて、⾃分の⽬指すセカンドライフを実
現していただきたいと思います。
さて、令和４年度は各区で３年ぶりに区⺠まつりが開催されるなど、

新型コロナウイルス感染症の影響で開催できなかったイベントや対⾯
での交流が感染拡⼤防⽌策を取りつつ再開され、ポストコロナの兆し
を感じることができた年でありました。
昨今の困難な状況を乗り越え、引き続き皆様と

ともに、未来に向かって歩みを進めてまいりたい
と思います。
また、皆様には、新しくできた仲間とともに地

域でご活躍いただくことを期待しています。
シニアユニバーシティへの⼊学を⼼よりお待ち

しております。

さいたま市シニアユニバーシティ学⻑（さいたま市⻑）清⽔ 勇⼈

１



シニアユニバーシティ

２

さいたま市シニアユニバーシティが⽬指すもの
さいたま市シニアユニバーシティは、⾼齢者に⽣涯学習の⼀環として、社会変化に
対応する能⼒と⼼⾝の健康を培い、また、積極的な社会参加により⽣きがいを⾼め、
あわせて地域での活躍の道を開くことを⽬的としています。

※イメージ図

⼈⽣100年時代。シニアユニバーシティで仲間をつくり
セカンドライフをいきいきと過ごすきっかけに

・世代を超えた新しい仲間ができた

・コロナ禍で会えなくても、様々な
形で仲間とつながれていることが
嬉しい

・クラブ活動や仲間と出かける機会
が増えて充実した⽇を過ごしている

・2年間過ごしたことをもとにボラン
ティア活動を始める準備をしている

卒業⽣の声

学んだことを
発揮しよう︕

仲間との活動例

・史跡巡りクラブの仲間と名所めぐり

・オカリナクラブで市⺠⾳楽祭へ参加

・市で募集しているボランティアへ
仲間と応募して参加

・卒業後も定期的に、仲間と勉強会を
開催

・校友会連合会（OB/OG
による団体）の活動情
報はこちら ⇒

校友会の活動
卒業⽣のOB/OG会
（連合会）への参加授業

グループ
ワーク・
学習発表会

ボランティ
ア活動

きっかけ・仲間づくり・学びの場

在学中から
地域で活躍︕

就労
起業

ファミリー
サポート
センター会員

クラブ・
サークル
活動

⼤学院
2年⽬

シルバー⼈材
センター会員

⽣涯学習
⼈材バンク
へ登録



２．開催校及び定員
・各開催校とも、講座内容等により、会場・曜⽇・時間などが異なる場合があります。
・申込者が定員を超えた場合は抽選です。先着順ではありません。

開催校 曜⽇ 主な会場（住所） 主な交通⼿段 定員

岩槻校 ⽉
岩槻駅東⼝

コミュニティセンター
（岩槻区本町3-1-1
WATSU⻄館4階）

東武アーバンパークライン
岩槻駅東⼝徒歩1分 76⼈

北浦和校 ⽕ 浦和ふれあい館
（浦和区常盤9-30-22） ＪＲ北浦和駅⻄⼝徒歩5分 80⼈

⼤宮校 ⽔
RaiBoC Hall
（レイボックホール）

（⼤宮区⼤⾨町2-118
⼤宮⾨街6階）

ＪＲ⼤宮駅東⼝徒歩3分 60⼈

中央校 ⽊ さいたま市産業⽂化センター
（中央区下落合5-4-3） ＪＲ与野本町駅東⼝徒歩6分 60⼈

浦和校 ⾦
浦和コミュニティセンター
（浦和区東⾼砂町11-1
コムナーレ9階）

ＪＲ浦和駅東⼝徒歩1分 80⼈

北⼤宮校 ⼟ プラザノース
（北区宮原町1-852-1）

埼⽟新都市交通ニューシャトル
加茂宮駅徒歩8分

ＪＲ⼤宮駅東⼝からバス15分
「北区役所」下⾞徒歩2分

48⼈

３

１募資格
以下の要件を全て満たす⽅
ただし、過去にシニアユニバーシティを卒業した⽅を除く。

※さいたま市シニアユニバーシティは学校教育法に定める⼤学ではありません。
学位の取得や学割の利⽤はできません。

●本市の住⺠基本台帳に記録されている満60歳以上の⽅
（昭和38年４⽉１⽇以前の⽣まれの⽅）
●全課程を通じて通学可能な⽅
（ご家庭の事情や体調不良等による⽋席は可能です）
●在学中及び卒業後、積極的に地域の社会活動へ参加できる⽅

１．応募資格

２．開催校及び定員



４

３．開催期間
・12か⽉
・⽉１〜２⽇実施、１⽇２コマ
※天候や施設の状況により、開催回数が変わる場合があります。

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉

⽉に１〜２⽇実施（合計12⽇ ※合同講座を除く）

卒業式

◆年間スケジュール（イメージ）

学習
発表会合同講座⼊学式

３．開催期間

５．授業料
授業料は無料です。ただし、教材費として上限３，０００円をご負担いただきます。

また、サークル活動など⾃主的活動の費⽤は別途実費負担となります。
※教材費の集⾦については、初回授業のオリエンテーションで説明します。

４．講座内容
セカンドライフをいきいきと過ごすための知識と知恵を学びます。そして、ボラン
ティアや介護予防活動等、在学中から地域社会で活躍できる⼈材の育成を⽬指します。
講座では、班ごとに活動する機会が多いため、お互いの親睦が深まり、地域で活躍
するための仲間をつくることもできます。

◆カリキュラム
・ボランティア活動やクラブ・サークル活動に関する講座
・情報リテラシーやデジタルディバイドに関する講座
・介護予防体操や⼝腔ケアに関する講座
・消費者教育に関する講座
・その他、⼀般教養（⾳楽や国語、歴史など）に関する講座

テーマ 授業内容

街に居場所をつくろう 家族以外の「つながり」についてなど、加齢と付き合
いながら豊かに⽣きていくため考え⽅を学習

スマホを楽しもう！ シニア層でも多くの⼈が使⽤しているスマートフォン
について、おススメの機能やSNSの活⽤法を学習

薬の上⼿な付き合い⽅ 薬が原因となった⾼齢者の事故例や、処⽅箋で注意す
るべきポイントなど、薬に関する知識を学習

◆令和４年度の講座例



申込⽅法

① インターネットで申込み

② 郵送・ＦＡＸで申込み

● 郵送

● ＦＡＸ：０４８−７２９−６６５４

申込締切⽇ 令和５年２⽉２８⽇（⽕）必着

⼊学者の
決定

・80歳以上の⽅と、前年度抽選に漏れた⽅を優先します。
・申込者が募集定員を超えた場合は抽選です。
※先着順ではありません。

結果通知
・令和５年４⽉１０⽇（⽉）より順次、申込者全員に⼊学の可否を郵
送でお知らせします。
・令和５年４⽉１５⽇（⼟）を過ぎても通知が無い場合には、事務局
までお問合せください。

⼊学式 ・⼊学式の⽇程は、市ホームページ（P６参照）でお知らせします。
・⼊学決定通知とともに、⼊学式のご案内・講座⽇程を郵送します。

■問合せ先
さいたま市シニアユニバーシティ事務局
〒330-0854 さいたま市⼤宮区桜⽊町1-185-2

のびのびプラザ⼤宮３階
電 話：０４８−６４１−２２０１
ＦＡＸ：０４８−７２９−６６５４
※お問合せ時間 ⽉〜⼟ 9：00〜17：00

祝休⽇、年末年始を除く。

P７の⼊学申込書に必要事項を記載のうえ、
郵送かFAXでお申込みください。

市ホームページから申込専⽤サイトにアクセスしてください。

シニアユニバーシティ

６．申込⽅法

⼊学申込書をさいたま市シニアユニバーシティ事務局
（本ページ下部参照）まで郵送してください。

※裏表逆送信などＦＡＸが確認できない例があります。
※FAX送信後に受信確認の電話をお願いします。
電話：０４８−６４１−２２０１（⽉〜⼟ 9：00〜17：00）
祝休⽇、年末年始を除く。

５
事務局ホームページ

申込専⽤サイト
（市ホームページ）

⼊学申込書をFAXで送信してください。



７．ホームページ
さいたま市ホームページのトップページ（https://www.city.saitama.jp/）から、

「⼈⽣のできごとから探す＞ ⾼齢・介護 ＞ いきいきとした毎⽇を送るために ＞
学ぶ」の順に選択をすると「さいたま市シニアユニバーシティ」の
ページがご覧いただけます。
また、サイト内の検索で「シニアユニバーシティ」と⼊⼒しても
同じページにアクセスすることができます。

開催校 募集定員 申込者数 ⼊学決定者数 倍率

岩槻校 50 48 58 0.96

北浦和校 80 103 80 1.29

⼤宮校 80 181 80 2.26

中央校 50 33 60 0.66

東浦和校 ※令和5年度より浦和校へ 80 48 53 0.6

北⼤宮校 48 39 48 0.81

【参考】令和4年度⼊学決定状況（4⽉時点）

授業開始前に、学⽣の皆さんで教室の準備をします（当番班ごと）。
その後、事務局教室担当より、学⽣の皆さんへ事務連絡をします。
昼休みや放課後の時間は、クラブ・サークル活動などの⾃主的活動を⾏うことができます。

【学⽣の様⼦】

クラブ活動⾵景授業⾵景

9:00〜9:50 9:50〜10:00 10:00〜11:30 11:30〜13:00 13:00〜14:30 14:30〜

教室の準備 ホームルーム １限⽬ 授業 昼休み ２限⽬ 授業 放課後
（クラブ活動等）（事務連絡）

７．１⽇の流れ

８．ホームページ

市ホームページ

６この募集案内は5,000部作成し、１部当たりの印刷経費は９円です。さいたま市⾼齢者⼤学事業業務のうち、印刷に要した費⽤です。

※第１希望者抽選実施後、第２希望結果反映済み。
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住 所
〒（ − ）
さいたま市 区

フリガナ

⽒ 名
姓 名

電話番号
（⽇中連絡が
とれる番号）

− −

⽣年⽉⽇ ⻄暦 年 ⽉ ⽇ （ 歳）
※令和５年４⽉１⽇時点

希望校
※第１希望の抽選に漏れた場合、第２希望をご案内します

応募の
きっかけ

□市報 □ホームページ □友⼈・知⼈の紹介
□区役所 □図書館 □コミュニティセンター
□公⺠館 □さいたま市関連施設

興味のある
社会活動

（複数回答可）

※この項⽬は申
込者のニーズを
把握するための
調査です。⼊学
の可否に影響を
及ぼすものでは
ございません。

□健康・スポーツ（体操、歩こう会、ゲートボール等）
□趣味（俳句、詩吟、陶芸等）
□地域⾏事（祭りなどの地域の催しものの世話等）
□⽣活環境改善（環境美化、緑化推進、まちづくり等）
□⽣産・就業（⽣きがいのための園芸・飼育、シルバー
⼈材センター等）
□安全管理（交通安全、防犯・防災等）
□教育関連・⽂化啓発活動（学習会、⼦どもの会の育成、
郷⼟芸能の伝承等）
□⾼齢者の⽀援（家事援助、移送等）
□⼦育て⽀援（保育への⼿伝い等）
□その他（ ）

令和5年度 さいたま市シニアユニバーシティ

⼊学申込書
■お申込み⽅法は、P5をご覧ください。
■郵送の⽅はこの⼊学申込書をお送りください。
ＦＡＸ：０４８−７２９−６６５４

○ＦＡＸ申込の場合は、送信後に受信確認の電話をお願いします。
○電話：０４８−６４１−２２０１（⽉〜⼟ 9：00〜17：00）※祝休⽇除く

◀

◀

✂

第１希望 第２希望校 校

７


