
さいたま新都心公園 ― 平成30年10月開設 ―
　さいたま新都心駅南東に開設された約10,000㎡の公園です。
　さいたま新都心周辺地区は、さいたま市「さいたま新都心将来ビジョン」において、広
域的な都市活動の拠点として「にぎわいのあふれるまちづくり」が目標にかかげられて
おり、この「さいたま新都心公園」は、多くの人々が集う新都心周辺地区の防災機能の強
化を目的に、災害時には、一時的な避難場所として、さらには広域的な防災活動拠点とし
て活用できるように設置された公園です。
　施設の大部分を占める、「芝生広場」と「にぎわい広場」は、平時には、市民の皆さまの
憩いの場、交流の場、イベントスペースとして利用いただけます。また、子ども向け複合
遊具の他、大人向けの健康遊具も配置され、外周園路（１周約280メートル）はウォーキ
ングにも利用できるなど、健康づくりの場としての機能も備えています。
　このほか園内には、災害時に仮設テントにもなる防災パーゴラや下水道直結式マン
ホールトイレ（20穴）などが整備されており、市民生活の「心強い味方」となる施設です。 所在地：さいたま市大宮区北袋町一丁目
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※このほかにも、さまざまな教室・講座・イベントの開催を予定しています。

※教室・講座の募集やイベント告知は、市報さいたま、当協会ホームページ、ポスター掲示等でご案内いたします。

開催場所 教室・講座・イベントの名称 開催時期 定員 参加費等

原山市民プール 親子着衣泳体験教室 7月 10組 無料

大和田公園
プールワンポイントアドバイス 7・8月 10人 無料

社会人初心者テニス教室 冬頃 45人 有料

大宮公園
サッカー場 体力増進！トレーニング教室 夏頃 10組 有料

天沼緑地 初心者テニス教室 秋頃 45人 有料

堀崎公園
社会人初心者テニス教室 5月 45人 有料

初心者テニス教室 秋頃 45人 有料

岩槻文化公園

乳幼児子育て支援プログラム
（①ベビーマッサージ／
②ベビーヨガ／③親子体操教室）

6月～
①、②
各 15組
③ 25組

有料

親子で虫さがし 寄金事業 夏頃 30組 無料

木目込み人形作り教室 秋頃 40人 有料

岩槻温水プール
楽らく！ロコモ対策ウォーキング 毎週火曜日

(7・8月除く) 25 人 有料

お気軽レッスン！
水中フィットネス

毎週木曜日
(7・8月除く) 24 人 有料

岩槻諏訪公園
初めてのポールウォーキング
～正しい姿勢を身につけて、
つまづき予防に～

秋頃 15人 有料

与野公園 バラ園ガイドツアー 寄金事業 5/16(木)
（4回実施） 各10人 無料

下落合プール
かんたんアクアエクササイズ
水中ウォーキングやアクアビクス
を取り入れて

毎週木曜日
(7～9月除く) 12 人 有料

別所沼公園
はじめての俳句教室 5/13・14 24人 有料

「浦和ハーブ友の会」とつくる　
ミニブーケとアロマジェル 6月 36人 有料

大崎公園 発見！わくわく動物タイム 毎月1回
(第2土曜日) なし 無料

三橋総合公園

健康ヨガ教室①～⑥ 毎週月曜日 各 20人 有料

リンパヨガ教室①～⑧ 毎週水曜日 各 20人 有料

ノルディックウォーキング教室 秋頃 20人 有料

秋葉の森総合公園 親子ザリガニ釣り体験 寄金事業 7月 40人 無料

合併記念見沼公園 グリーンアドベンチャー 寄金事業 4月・10月 50人 無料

大宮花の丘
農林公苑

プリザーブドフラワーアレンジ
教室（お盆用仏花） 7月 24人 有料

健康ヨガ教室①② 10月 各 20人 有料

さつまいも収穫体験 寄金事業 10月 30組 有料

寄金事業  は、公園文化創造寄金への寄附金を充当した事業です。

主な教室・講座・イベントの開催スケジュール2019年度ラグビーワールドカップ／
オリンピック・パラリンピックで盛り上がろう!!

今年 ―
　埼玉県（熊谷ラグビー場）では、ラグビーワールドカップ2019日本大会が開催されます。
そして、来年 ―
　さいたま市は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における、サッカー（埼玉
スタジアム2002）とバスケットボール（さいたまスーパーアリーナ）の開催都市となりました。
　世界的規模のスポーツイベントを目前に控え、当協会では、気運醸成に向けて、さまざまな
スポーツ体験教室・イベントを開催します。

 三浦運動公園
開催時期 2019年夏頃 
対　象 市内在住・在勤・在学の方（親子参加） 
定　員 100人
問合せ先：浦和総合運動場 TEL 048-886-3200／FAX 048-887-0882

有料

 駒場運動公園

問合せ先：駒場運動公園 TEL 048-882-8149／FAX 048-882-8360

有料

 駒場運動公園
開催時期 2019年秋頃
対　象 一般（18歳以上の方）
定　員 40人 参加費 無料
問合せ先：駒場運動公園 TEL 048-882-8149／FAX 048-882-8360

無料

大宮公園サッカー場

問合せ先：大和田公園
TEL 048-642-0478
FAX 048-649-5222

外国語による
スポーツ体験教室

有料

開催時期 2019年秋頃
対　象 小学生以上

（小学生は保護者同伴）
定　員 20人 参加費 未定

問合せ先：下落合プール
TEL 048-852-2518
FAX 048-858-2621

アーティスティック
スイミング体験教室

有料

開催時期 2019年夏頃
対　象 小学生
定　員 未定

 岩槻文化公園

問合せ先：岩槻文化公園
TEL 048-798-8411
FAX 048-798-9350

トランポリン
体験イベント

無料

開催時期 2019年秋頃
対　象 小学生

※フリー参加

 下落合プール

参加費 無料

 三橋総合公園

問合せ先：三橋総合公園
TEL 048-623-0505
FAX 048-623-1313

バドミントン
体験イベント

無料

開催時期 2019年秋頃
対　象 来園者

※フリー参加

 駒場運動公園

問合せ先：駒場運動公園 TEL 048-882-8149／FAX 048-882-8360

開催時期 2019年秋頃
対　象 小学生
定　員 50人
参加費 500円 ※保険料含む

開催時期 2019年秋頃
対　象 一般（18歳以上の方）

※フリー参加

小学
生かけ

っこ
教室

親子ラ
グビー

教室

車い
す陸上競

技無料

体験会

スポー
ツボランティア

育成講座



～公園緑地協会からのご案内～

『公園での事故防止啓発』出張講座のご案内

　当協会では、さいたま市内の約1,000箇所に及ぶ公園施設の管理運営を通じて、皆さまが
安心・安全に利用できる公園づくりに努めています。ご紹介する出張講座は、職員が長年培って
きたノウハウを皆さまにご提供し、『地域ぐるみで子供たちの安全を守る！』ことをテーマとして
展開しているものです。
　無料(!!)でお伺いしますので、ぜひご用命ください。
　お問合せは、『公益財団法人さいたま市公園緑地協会　事業グループ（TEL：048-836-5678 ／ FAX：048-836-5200）』まで。

〒336-0021 さいたま市南区別所4-12-10
TEL： 048－836－5678
FAX： 048－836－5200

協会ホームページ

http://www.sgp.or.jp
さいたま公園ナビ

公益財団法人
さいたま市公園緑地協会

平成31年3月発行

寄附金募集のご案内
◎ 特定公益増進法人である当協会への寄附は、税法上の優遇措置の対象になります。

　当協会では目的別に定めた2種類の寄附金を募集しております。多くの皆さまからのご支援・ご協力をお待ちしております。

　さいたま市の将来にわたる、緑化推進
のための基金です。
　寄附金は、基金積立のほか、子どもたち
の作成した「手作り樹名板」の公園への
設置(※1)や、緑化普及啓発のPR活動(※2)

などに活用しています。
※1　埼玉県産木材を利用した「手作り樹名板」は、三橋

総合公園他、市内６ヶ所の公園施設に、累計約
420枚設置しています。

※2　毎年、花の種（15,000パック）を購入し、イベント
出展時等に無料配布しています。

緑の基金
　公園の機能や価値の向上を目的とす
る講座・イベント開催のための寄附金
です。
　子育て支援、健康増進、自然体験、環
境教育などをテーマとした、公益的な講
座・教室・イベントの原資として活用して
います。
※　大宮公園サッカー場の「少年少女サッカーフェスタ」、
大崎公園子供動物園の「スタンプラリー」等の各種イ
ベントをはじめ、自然体験や環境教室を目的とした教
室等の開催費用の一部に充当しています。

公園文化創造寄金

子供たちの安全を守るための『事故防止』出張講座のご案内

ピックアップ

　プール槽内の塗装修繕のため休館していた「三橋総合公園屋内プール」が、平成31年２月
23日（土）から、リニューアルオープンいたしました。
　ドーム型の可動式ガラス屋根が特徴の「競泳用25mプール」は、太陽光が降りそそぎ、開放
感も抜群。（夏場の天気のいい日には「ドーム屋根」が開き、屋外プールへと変身します！）
　ウォーキング専用コースもあり、体力にあった運動を、1年をとおして気軽に楽しむことがで
きる施設です。
　ぜひ、新装された屋内プールをご利用ください。
　お問合せは、『三橋総合公園（TEL：048-623-0505 ／ FAX：048-623-1313）』まで。

三橋総合公園屋内プールがリニューアル !!　

とぴっくす

　さいたま市内のみどりの保全や緑化推進に貢献された方へ贈られる「みどりの功労賞」に、当
協会より推薦させていただいた「さいたま市立八王子中学校」が受賞されました。日頃からのご
協力に感謝いたします。

第10回さいたま市みどりの功労賞受賞

【対象：小学生、幼稚園、保育園の児童・幼児】
・遊びに行くときのルール　・遊具で遊ぶときのルールとマナー
・公園の周りにある危険　　etc.

内容 ―約20～30分― 《平成30年度～下半期～実績》
大砂土東小学校／ココファンナーサリー浦和前地／
下落合団地保育園／常盤北保育園／
西大宮どんぐり保育園／おひさま保育園岩槻／針ヶ谷保育園

さいたま市立八王子中学校 ［活動の内容］

おめでとうございます

平成20年から八王子公園（中央区）で、花壇・プランターの花植えや園内清掃・除草作業を続けていただい
ております。地域の皆さんが楽しく、安心して集うことのできる、「明るい公園」づくりに貢献されています。

※ 大人の方を対象とした内容の講座もございますので、お気軽にお問合せください。
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