
平成31年1月現在

西区 西区役所 西区西大宮3-4-2 048-622-1111

指扇公民館 西区西大宮2-13-1 048-622-4424

馬宮公民館 西区西遊馬236-2 048-623-1904

植水公民館 西区中野林173-2 048-623-0989

秋葉の森総合公園 西区中釘1241 048-620-7186

三橋総合公園 西区三橋5-190 048-623-0505

西遊馬公園 西区西遊馬899-3 048-623-6135

馬宮コミュニティセンター 西区西遊馬533-1 048-625-8821

西部文化センター 西区三橋6-642-4 048-625-3851

内野公民館 西区三橋6-1457-1 048-623-5735

宝来グランドゴルフ場 西区宝来125-1 048-622-0562

北区 北区役所 北区宮原町1-852-1 048-653-1111

日進公民館 北区日進町2-1195-2 048-663-6611

植竹公民館 北区盆栽町430 048-666-1127

宮原公民館 北区宮原町4-66-4 048-667-0621

大砂土公民館 北区本郷町284 048-666-3593

宮原コミュニティセンター 北区吉野町2-195-1 048-653-8558

日進公園コミュニティセンター 北区日進町1-312-2 048-664-4078

プラザノース 北区宮原町1-852-1 048-653-9255

産業振興会館 北区日進町2-1915-4 048-652-6811

大宮区 大宮区役所 大宮区大門町3-1 048-657-0111

生涯学習総合センター 大宮区桜木町1-10-18 048-643-5651

大成公民館 大宮区大成町2-335-1 048-663-4927

大宮南公民館 大宮区吉敷町4-223-2 048-641-4980

桜木公民館 大宮区桜木町1-10-18 048-643-5652

大宮中部公民館 大宮区仲町3-30-2 048-641-8955

大宮東公民館 大宮区堀の内町3-140 048-643-4391

大宮北公民館 大宮区宮町3-113-3 048-641-3747

三橋公民館 大宮区三橋2-20 048-642-6893

大和田公園 大宮区寿能町2-519 048-642-0478

天沼テニス公園 大宮区天沼町1-676-1 048-648-6699

高鼻コミュニティセンター 大宮区高鼻町2-292-1 048-644-3360

大宮工房館 大宮区堀の内町1-577-3 048-645-3838

さいたま市民会館おおみや 大宮区下町3-47-8 048-641-6131

氷川の杜文化館 大宮区高鼻町2-262-1 048-648-1177

宇宙劇場 大宮区錦町682-2 048-647-0011

男女共同参画推進センター 大宮区桜木町1-10-18 048-642-8107
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見沼区 見沼区役所 見沼区堀崎町12-36 048-687-1111

大砂土東公民館 見沼区大和田町2-1445 048-684-9226

片柳公民館 見沼区東新井117-2 048-684-3492

七里公民館 見沼区東宮下265-1 048-686-4721

春岡公民館 見沼区深作1-5-1 048-685-6911

大宮体育館 見沼区大和田町1-305 048-685-2121

堀崎公園 見沼区堀崎町12-1 048-687-2237

大宮武道館 見沼区堀崎町12-36 048-687-1011

七里コミュニティセンター 見沼区大谷1210 048-687-3688

片柳コミュニティセンター 見沼区染谷3-147-1 048-686-8666

東大宮コミュニティセンター 見沼区東大宮4-31-1 048-667-5604

中央区 中央区役所 中央区下落合5-7-10 048-856-1111

大戸公民館 中央区大戸3-14-21 048-832-5495

下落合公民館 中央区下落合5-4-17 048-854-3411

与野本町公民館 中央区本町西1-14-12 048-853-6007

上落合公民館 中央区上落合6-9-3 048-852-3132

鈴谷公民館 中央区鈴谷7-5-11 048-859-7322

与野体育館 中央区下落合5-8-10 048-853-4998

八王子公園 中央区八王子4-2 048-856-1313

上峰コミュニティホール 中央区上峰2-3-5 048-852-0121

下落合コミュニティセンター 中央区下落合1712NW-301･401 048-834-0570

西与野コミュニティホール 中央区桜丘2-6-28 048-854-8584

与野本町コミュニティセンター 中央区本町東3-5-43 048-853-7232

産業文化センター 中央区下落合5-4-3 048-854-0486

与野中央公園（管理事務所） 中央区新中里4-7-2 048-854-0522

桜区 桜区役所 桜区道場4-3-1 048-858-1111

大久保東公民館 桜区大久保領家131-6 048-851-6586

田島公民館 桜区田島3-27-6 048-863-0400

栄和公民館 桜区道場2-11-27 048-857-1127

大久保公民館 桜区五関839-2 048-854-8441

土合公民館 桜区西堀4-2-35 048-862-5135

荒川総合運動公園 桜区在家591 048-857-0451

浦和西体育館 桜区下大久保1676-1 048-855-4541

記念総合体育館 桜区道場4-3-1 048-851-5050

プラザウエスト 桜区道場4-3-1 048-858-9080
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浦和区 浦和区役所 浦和区常盤6-4-4 048-825-1111

上木崎公民館 浦和区上木崎3-2-14 048-831-5342

岸町公民館 浦和区岸町5-1-3 048-824-0168

北浦和公民館 浦和区北浦和2-19-25 048-832-3139

浦和南公民館 浦和区神明1-28-13 048-822-1088

大東公民館 浦和区大東2-13-16 048-886-0656

仲町公民館 浦和区常盤4-1-12 048-822-8425

常盤公民館 浦和区常盤9-30-1 048-832-1841

針ヶ谷公民館 浦和区針ヶ谷3-4-14 048-833-4165

仲本公民館 浦和区本太2-12-40 048-882-4695

本太公民館 浦和区本太4-3-23 048-887-4933

南箇公民館 浦和区領家3-15-10 048-882-1721

領家公民館 浦和区領家4-21-21 048-831-2265

駒場運動公園 浦和区駒場2-1-1 048-882-8149

浦和駒場体育館 浦和区駒場2-5-6 048-885-6010

浦和総合運動場 浦和区元町1-29-10 048-886-3200

恭慶館 浦和区常盤9-30-5 048-835-7450

さいたま市民会館うらわ 浦和区仲町2-10-22 048-822-7101

浦和コミュニティセンター 浦和区東高砂町11-1 048-887-6565

青少年宇宙科学館 浦和区駒場2-3-45 048-881-1515

子ども家庭総合センター 浦和区上木崎4-4-10 048-711-1798

南区 南区役所 南区別所7-20-1 048-838-1111

谷田公民館 南区大谷口1089-1 048-882-9272

東浦和公民館 南区大谷口5339 048-874-0550

南浦和公民館（南浦和コミセン併設） 南区大谷場2-6-25 048-882-6035

六辻公民館 南区根岸3-10-7 048-861-1930

文蔵公民館 南区文蔵4-19-3 048-845-5151

別所公民館 南区別所5-21-13 048-864-6781

善前公民館 南区太田窪2504-5 048-887-0580

西浦和公民館 南区曲本2-7-11 048-862-9522

文化センター 南区根岸1-7-1 048-866-3171

武蔵浦和コミュニティセンター 南区別所7-20-1 048-844-7215
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緑区 緑区役所 緑区中尾975-1 048-874-1111

尾間木公民館 緑区大間木472 048-873-4993

美園公民館 緑区大門1973-1 048-878-0515

原山公民館 緑区原山2-33-1 048-882-8321

三室公民館 緑区三室1946-5 048-873-2594

大古里公民館 緑区三室2614-2 048-810-4155

プラザイースト 緑区中尾1440-8 048-875-9933

さぎ山記念公園 緑区南部領辻359-1 048-878-3656

美園コミュニティセンター 緑区美園4-19-1 048-764-8810

岩槻区 岩槻区役所 岩槻区本町3-2-5 048-790-0111

岩槻本丸公民館 岩槻区本丸3-17-1 048-758-3100

岩槻本町公民館 岩槻区本町4-2-25 048-757-6043

岩槻北部公民館 岩槻区慈恩寺904-1 048-795-1881

岩槻南部公民館 岩槻区笹久保1348-1 048-798-7620

岩槻城址公民館 岩槻区太田3-4 048-756-7855

岩槻文化公園 岩槻区村国229 048-798-8411

川通公園 岩槻区長宮825-5 048-799-0878

岩槻温水プール 岩槻区本丸3-17-2 048-758-2301

コミュニティセンターいわつき 岩槻区本町1-10-7 048-758-1980

岩槻駅東口コミュニティセンター 岩槻区本町3-1-1 048-758-6500

ふれあいプラザいわつき 岩槻区東岩槻6-6 048-756-6000

さいたま市民会館いわつき 岩槻区太田3-1-1 048-756-5151

岩槻城址公園（管理事務所） 岩槻区太田3-4-1 048-757-9122
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