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施設名 住所 電話番号 開館時間 休館
図書館 大蔵町2977 22-1833 午前9時～午後7時 毎週月曜日、特別整理期間（年間5日以内）、年末年始

田沼図書館 田沼町910-5 61-1136 午前9時～午後6時 毎週火曜日、特別整理期間（年間5日以内）、年末年始
葛生図書館 葛生東一丁目11-8 86-3416 午前9時～午後6時 毎週月曜日、特別整理期間（年間5日以内）、年末年始

図書館

　専用利用をする場合、ご希望の施設の予約・問い合わせ先に連絡して仮予約をしてください。
施設名（所在地） 申請受付窓口 予約・問い合わせ先 施設の種類等

 運動公園
（赤見町2130-2） 運動公園 25-0403

（運動公園管理事務所）

市民体育館（バスケットボール・バレー
ボール・バドミントン・卓球など）
テニスコート
野球場
第1多目的球技場（サッカー、ラグビー、
野球など）
第2多目的球技場（サッカー、ラグビー
など）
プール
陸上競技場
冒険の森
弓道場
多目的広場

栄公園
（栄町15） 運動公園・スポーツ立市推進課 25-0403

（運動公園管理事務所）
軟式野球場（ソフトボール可）
テニスコート

佐野武道館
（堀米町167-1） 佐野武道館 21-0020

（佐野武道館） 柔道・剣道

アリーナたぬま
（戸奈良町21）

アリーナたぬま・田沼グリーンスポーツセン
ター

61-1153
（アリーナたぬま）

メインアリーナ（バスケットボール・バ
レーボール・バドミントン・卓球など）
サブアリーナ（バスケットボール・バ
レーボール・バドミントン・卓球など）
トレーニング室
会議室

中運動公園
（中町345-1）

アリーナたぬま・田沼グリーンスポーツセン
ター・葛生行政センター・スポーツ立市推進課

61-1153
（アリーナたぬま）

野球場
テニスコート
プール（50m・幼児用）

葛生武道館
（嘉多山町3623-1）

アリーナたぬま・田沼グリーンスポーツセン
ター・葛生行政センター・スポーツ立市推進課

61-1153
（アリーナたぬま） 柔道・剣道

葛生農業者
トレーニングセンター
（あくと町3092）

アリーナたぬま・田沼グリーンスポーツセン
ター・葛生行政センター・スポーツ立市推進課

61-1153
（アリーナたぬま）

アリーナ（バスケットボール、バレー
ボール、バドミントン、卓球など）

田沼グリーン
スポーツセンター
（戸室町1592-2）

田沼グリーンスポーツセンター・アリーナた
ぬま

62-8881
（田沼グリーンスポーツセンター）

野球場
多目的競技場（サッカー、野球など）
テニスコート

田沼総合運動場
（田沼町1600）

アリーナたぬま・田沼グリーンスポーツセン
ター・田沼行政センター・スポーツ立市推進課

62-8881
（田沼グリーンスポーツセンター）

陸上競技場兼野球場
テニスコート

田沼西運動場
（閑馬町370）

アリーナたぬま・田沼グリーンスポーツセン
ター・田沼行政センター・スポーツ立市推進課

62-8881
（田沼グリーンスポーツセンター） 野球場など

佐野市国際クリケット場
（栃本町300-1） スポーツ立市推進課 20-3049

（スポーツ立市推進課） クリケット場

若宮球場
（若宮下町19） スポーツ立市推進課 20-3049

（スポーツ立市推進課）
ソフトボール場
（野球は学童のみ使用可）

秋山川堀米緑地
（堀米町） スポーツ立市推進課 20-3049

（スポーツ立市推進課） 多目的広場（サッカー等）

旗川石塚緑地
（石塚町） スポーツ立市推進課 20-3049

（スポーツ立市推進課） 多目的広場（サッカー等）

渡良瀬川緑地
（船津川町） スポーツ立市推進課 20-3049

（スポーツ立市推進課）

野球場
ソフトボール場
運動広場（クリケットなど）

作原野外活動施設
（作原町） 作原野外活動施設

67-1256（作原野外活動施設）
閉所中（11月16日～4月14日）は
67-1139（蓬山ログビレッジ）

宿泊棟、キャンプ場、体育館、テニス
コート

スポーツ施設 問 スポーツ立市推進課 ☎20-3049
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施設名 住所 電話番号 開館時間 休館
郷土博物館 大橋町2047 22-5111 午前9時～午後5時 毎週月曜日、休日の翌日、年末年始、その他臨時休館あり

葛生化石館 葛生東一丁目11-15 86-3332 午前9時～午後5時 毎週月曜日、休日の翌日、年末年始、その他臨時休館あり

葛生伝承館 葛生東一丁目11-26 84-3311 午前9時～午後5時 毎週月曜日、休日の翌日、展示替え期間、年末年始

吉澤記念美術館 葛生東一丁目14-30 86-2008 午前9時30分～午後5時 毎週月曜日、休日の翌日、展示替え期間、年末年始

人間国宝田村耕一陶芸館
高砂町2794-1
まちなか活性化ビル
「佐野未来館」1階

22-0311 午前9時～午後5時 12月30日～1月1日、その他臨時休館あり

文化施設

　佐野市立小中学校の体育施設を学校教育に支障のな
い範囲で市民の皆さまに利用していただけます。

利用方法　ご利用になりたい方は、利用希望施設
の空き状況を確認して、団体登録をしていただきます。
※詳しくは、スポーツ立市推進課までお問い合わせください。

問 スポーツ立市推進課 ☎20-3049

学校夜間開放

「楽習講師」とは
市民の皆さまの学習活動を、知識や経験を生かし、ボラ
ンティア（講師料・謝礼金は無料、実費は受講者が負担）
で支援していただける方であれば、「楽習講師」として
登録することができます。

登録できる方
楽習講師は、個人および団体で登録できます。団体登録
の場合は、会員名簿を添付してください。登録と同時
に、楽習講師で構成される楽習講師会への入会となり
ます。
※次に1つでも該当する場合は、楽習講師の登録ができません。

　① 公の秩序を乱し、または善良な風俗を阻害するお
それのあるとき

　②政治、宗教または営利を目的としたもの
　③その他趣旨に反するとき

講師謝礼について
ボランティアによる参加をお願いするものですので、謝
礼金の支給はありません。ご理解のほど、お願いします。

「楽習講師」に登録すると、こんな活動が可能です
1． 楽習出前講座…市民の要望に応じて、市民の皆さま
が自主的に運営する講座へ「楽習講師」として出向
き、講話や実習等を行うことができます。生涯学習
課は、学びたいグループと講師との仲介役となり、
日程等の調整を行います。

2． 楽習講師企画講座…楽習講師自身が企画・運営する
講座を開催することができます。生涯学習課は、広
報紙への掲載や会場等の支援を行います。

※企画講座の開催に関しては、生涯学習課へご相談ください。

3． 楽習フェアなど各種イベントへの参加…毎年、3月上
旬に開催している楽習フェアに参加することができ
ます。その他にも、楽習ミニフェアや視察研修会など
楽習講師会で企画したイベントに参加できます。

楽習講師に登録してみませんか

　楽習出前講座は、町内会の学習会をはじめ、老人クラ
ブ、拠点施設がない地区での公民館活動、放課後子ども
教室、自主サークル活動、職場研修等でご利用いただい
ています。子どもからお年寄りまで、幅広い学びの機会
を提供します。

「楽習出前講座」とは
市民の要望に応じて、市民の皆さまが自主的に運営す
る講座に、行政編は市役所の職員を、楽習講師編は市登
録楽習講師を派遣し、講話や実習等を行うものです。

申し込みができる方
市内に在住・在勤・在学する5人以上で構成する団体・
グループ・サークル等（即席グループでも可）が対象と
なります。

開催回数
基本的に1回で完結する講座が多いですが、講座に
よっては、複数回の連続講座もあります。同じグループ
から同じ出前講座への依頼は、原則として年度内2回
まで（連続講座は5回まで）です。

開催時間
基本的に平日、休日を問わず、午前9時から午後9時ま
でとしますが、講師の都合により、ご希望に添えない場
合があります。

会場
会場は、経費も含めて申請者に準備していただきます。
公民館などの公共施設や申請者の個人宅など、グルー
プが集まりやすい場所で開催できます。

楽習出前講座利用のご案内

生涯学習 問 生涯学習課 ☎20-3109

運営方法
講師への依頼・調整については、生涯学習課で行いま
す。会場の手配、講座の運営等につきましては、申請者
（グループ）が行ってください。

費用
講師料は無料ですが、講座に必要な教材費・材料費など
はグループの皆さまでご用意ください。
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