
学びのネットワーク！！？
それは、市内の生涯学習関連施設「図
書館、公民館、博物館等」が、同じ時期
に同じテーマで、各施設の特色を生かし
た「学びの場」を、市民の皆様方に提供
するイベントです。

今回のテーマは…
「オリンピック パラリンピック」！

皆さん、ぜひ見にきてくださいね！

生涯学習

の
ネットワーク

施設名 問合せ先 イベントタイトル 期間 イベント内容

青少年宇宙科学館 浦和区駒場2-3-45
TEL881-1515 FAX882-9702 SPORTS×SCIENCE 7月22日～

8月22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。

宇宙劇場 大宮区錦町682-2
TEL647-0011 FAX647-0066

全編英語音声
プラネタリウム番組
「UNIVERSE」の投映

8月15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。

市立博物館 大宮区高鼻町2-1-2
TEL644-2322 FAX644-2313 夏休み子ども博物館 7月21日～

8月25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。

浦和博物館 緑区三室2458
TEL874-3960 FAX874-3960 夏休み子ども博物館 7月10日～

8月22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

緑区下山口新田1179-1
TEL878-5025 FAX878-5028

東京オリンピック
関連資料紹介

7月10日～
8月22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

見沼区片柳1266-1
TEL688-3330 FAX688-3335

東京オリンピック
関連資料紹介

7月10日～
8月22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。

岩槻郷土資料館 岩槻区本町2-2-34
TEL757-0271 FAX757-0271

東京オリンピック
関連資料紹介

7月21日～
8月25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。

与野郷土資料館 中央区本町東3-5-23
TEL714-5471 FAX714-5472

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～
8月29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。

うらわ美術館 浦和区仲町2-5-1
TEL827-3215 FAX834-4327 動きを楽しむアートな絵本 7月10日～

8月29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。

五反田会館 見沼区南中丸1370-5
TEL684-2574 FAX684-2574

オリンピック五輪カラー
の鶴の展示

7月20日～
7月30日

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。

鹿室南集会所 岩槻区鹿室1120-2
TEL794-0536 FAX794-0536

東京オリ・パラストラッ
プ作り 8月3日 プラ板を使って東京オリ・パラストラップを作

成する。

博物館等

【発行者】

さいたま市教育委員会 生涯学習振興課
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※開催するイベントの内容等については各施設にお問い合わせください。

【ホームページ】

https://www.city.saitama.jp/004/005/001/003/p080761.html

※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、新型コロ
ナウイルス感染症対策にご協力ください。
※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。

※展示イベントを中心に掲載しております。



公民館 公民館でも東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関連した講座を実施しており
ます。詳細等については、各公民館へお問い合わせいただくか、さいたま市生涯学習情報シ
ステムをご覧ください。

施設名 問合せ先 テーマ展示タイトル 期間

中央図書館 浦和区東高砂町11-1
TEL871-2100 FAX884-5500 オリ・パラを読む 7月20日～9月5日

北浦和図書館 浦和区北浦和1-4-2
TEL832-2321 FAX832-2324 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～7月31日

東浦和図書館 緑区中尾1440-8
TEL875-9977 FAX875-9687

オリンピック・パラリンピック 7月20日～8月10日

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～8月1日

美園図書館 緑区美園4-19-1
TEL764-9610 FAX764-9622 オリンピック・パラリンピック 7月13日～8月10日

大宮図書館 大宮区吉敷町1-124-1
TEL643-3701 FAX648-8460 BSGS 読んで楽しもうオリンピック！ 7月1日～7月31日

大宮西部図書館 北区櫛引町2-499-1
TEL664-4946 FAX667-7715 スポーツに親しむ 7月20日～8月1日

春野図書館 見沼区春野2-12-1
TEL687-8301 FAX687-8306 東京オリンピック・パラリンピック 6月29日～8月1日

大宮東図書館 見沼区堀崎町48-1
TEL688-1434 FAX687-9744 東京オリンピック・パラリンピック 8月4日～8月16日

七里図書館 見沼区大谷1210
TEL682-3248 FAX687-3932 東京オリンピック・パラリンピック 6月30日～8月2日

片柳図書館 見沼区染谷3-147-1
TEL682-1222 FAX682-1444 東京オリンピック・パラリンピック 8月4日～8月16日

与野図書館 中央区下落合5-11-11
TEL853-7816 FAX857-1946 オリンピック・パラリンピック 7月1日～7月31日

与野南図書館 中央区大戸6-28-16
TEL855-3735 FAX855-6173 オリンピック・パラリンピック 7月1日～7月31日

与野図書館西分館 中央区桜丘2-6-28
TEL854-8636 FAX854-8694 オリンピック・パラリンピック 7月1日～7月31日

岩槻図書館 岩槻区本町4-2-25
TEL757-2523 FAX758-5100

スポーツを身近に 7月7日～8月2日

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～8月9日

岩槻駅東口図書館 岩槻区本町3-1-1
TEL758-3200 FAX757-8711

本でめぐる世界 7月6日～8月1日

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～8月8日

岩槻東部図書館 岩槻区東岩槻6-6
TEL756-6665 FAX756-8222

東京五輪・大阪万博・三波春夫 7月7日～8月2日

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～8月9日

桜図書館 桜区道場4-3-1
TEL858-9090 FAX858-9091 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～9月5日

桜図書館大久保東分館 桜区大久保領家131-6
TEL853-7100 FAX853-7100 オリンピック・パラリンピックの種目を知ろう！ 7月21日～8月30日

北図書館 北区宮原町1-852-1
TEL669-6111 FAX669-6115 オリンピック・パラリンピック 7月1日～7月31日

宮原図書館 北区吉野町2-195-1
TEL662-5401 FAX653-8563 スポーツを読む 7月7日～8月2日

武蔵浦和図書館 南区別所7-20-1
TEL844-7210 FAX844-7207 オリンピック・パラリンピック 7月20日～8月10日

南浦和図書館 南区根岸1-7-1
TEL862-8568 FAX862-8589 オリンピック～東京・夏・スポーツ～ 7月20日～8月10日

さいたま市図書館では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関連した
資料展示をする予定です。図書館

生涯学習情報システムはこちらから
https://gakushu.city.saitama.jp/


