
 

 

 

 

 

社会教育課では、町民の皆さんの様々な学習要望に応えるための事業展開と施設充実に取り組んでいます。ここ

では、活動の母体となる施設や団体などを紹介します。詳しくは町ホームページ、毎月発行の「社会教育だより」

をご覧いただくか、社会教育課へお問い合わせください。 

 

■文化に親しめる施設 

施設名 所在地 開館時間 休館日 料金 その他 

公民館 諏訪山 1280 

午前 9時 

～午後 9 時 30分 

毎週月曜日 (祝

日 の 場 合 は 翌

日)、12/28～1/3 

有料 

学習・講座・講演などあり 

亀代地区公民館 次第浜 5431  

文化会館 諏訪山 1280 座席 710 席 

結いハート聖籠 諏訪山 1560-3 
公民館第 1分館 

青少年交流センター 

蓮のギャラリー 蓮野 1943-12 
午前 9時 30 分 

～午後 7 時 毎週月曜日 (祝

日 の 場 合 は 翌

日)、12/28～1/4 

有料 貸しギャラリー 

蓮のギャラリー 

創作工房 
蓮野 1943-12 有料  

民族資料館 諏訪山 1560-3 
午前 9時 

～午後 4 時 
無料  

 

■聖籠町指定文化財 

指定区分・種別 名称 所有者（管理者） 備考 

有形文化財 

・建造物 

・彫刻 

・書跡 

・工芸品 

・絵画 

二王門、観音堂、十一面観世音菩

薩、二王尊、五部秘経、観世音縁起、

宝篋印塔、宝剣、青不動、大元帥、

大日如来、天神の図、鶴の図 

宝積院 

 

有形文化財 ・建造物 大野家表門、絆己楼 個人  

記念物 ・史跡 

旧市川神社境内地 町  

日枝神社境内地 日枝神社  

記念物 ・天然記念物 根上がり松 町 推定樹齢 800年 

無形文化財 ・民俗芸能 

蓮潟神楽 蓮潟神楽保存会  

亀塚練馬 亀塚集落  

有形文化財 ・古文書 安達家文書 町教育委員会  

 

生涯学習 
◆社会教育課（町民会館内） ℡0254-27-2121 

  ◆スポネットせいろう    ℡0254-27-1515  

皆さんの生涯学習をサポートします 

生涯学習 



■運動に親しめる施設 

施設名 所在地 開所時間 休日 料金 その他 

総合体育館 

諏訪山 1280 

午前 9時～午後 9時 30分 

毎週月曜日（祝

日 の 場 合 は 翌

日）、12/28～1/4 

有料 

一般開放日あり 

アリーナ 

ランニングコース 

〔トレーニングルーム〕 

午前 9 時～午後 9 時（日

曜・祝日は午前 9 時～午

後 5時） 

有料 
マシントレーニング 

・専門種目 

〔柔・剣道場〕 午前 9時～午後 9時 30分 有料  

聖籠野球場 諏訪山 1288 午前 9時～午後 9時 

毎週月曜日（祝

日 の 場 合 は 翌

日）、冬期間閉鎖 

有料  

次第浜野球場 
次第浜 

4164-319 
午前 9時～午後 5時 

毎週月曜日（祝

日 の 場 合 は 翌

日）、冬期間閉鎖 

有料  

藤寄体育館 藤寄 3183 午前 9時～午後 9時 30分 

毎週月曜日（祝

日 の 場 合 は 翌

日）、12/28～1/4 

有料  

町民会館前 

テニスコート 
諏訪山 1280 午前 9時～午後 9時 

毎週月曜日（祝

日 の 場 合 は 翌

日）、冬期間閉鎖 

有料 
照明あり 

人工芝コート 4面 

亀代地区多目的 

屋内運動場 
網代浜 1472-2 

午前 9時～午後 9時 

毎週月曜日（祝

日 の 場 合 は 翌

日）、12/28～1/4 

有料 人工芝コート 
蓮野地区多目的 

屋内運動場 
蓮野 1942 

山倉地区多目的 

屋内運動場 
諏訪山 652-9 

スポアイランド聖籠 諏訪山 1714-1 午前 9時～午後 9時 

毎週月曜日（祝

日 の 場 合 は 翌

日）、芝生育成の

ため随時、12/28

～1/4 

有料 照明あり 

 

■学校施設の開放 

 社会体育の普及振興のため、スポーツを定期的、継続的に利用する町内在住・在勤の団体を対象として、町内小・

中学校の体育館を開放しています。利用を希望する団体には、年度当初に団体登録をしていただき、施設ごとに利

用日などの調整のうえ利用していただきます。 

 

■施設の利用案内 

 総合体育館をはじめとする各施設の利用については、火曜日から日曜日（休館日、祝日を除く）の午前８時 30分

から午後９時 30分までの間に町民会館などで手続きをしてください。 

施設名 電話番号 

亀代地区多目的屋内運動場 ０２５４－２７－５０１９ 

蓮野地区多目的屋内運動場 ０２５４－２７－２５１１ 

山倉地区多目的屋内運動場 ０２５４－２７－１７８６ 

藤寄体育館 ０２５４－２７－８１３６ 

 

 

 

 

 



 

 

■スポーツ 

 町では「スポーツに満ちたまち 明るく豊かなまち」を目指しています。 

町民が「だれもが」「いつでも」「どこでも」「いつまでも」気軽にスポーツに親しめるよう、総合型地域スポーツク

ラブＮＰＯ法人スポネットせいろうや本町をホームタウンとするアルビレックス新潟、国内唯一のサッカー総合専

修学校ＪＡＰＡＮサッカーカレッジと連携しながら、毎年、体育の日に行っているスポレク祭をはじめ、各種スポ

ーツに関するレクリエーションやイベント、大会、教室を数多く開催しています。 

 

主なスポーツ教室（スポネットせいろう）  町スポーツ少年団団体 

太極拳、ヨガ、ピラティス、ボクサーシェイプアッ

プ、障がい者スポーツ、ヒップホップダンス、ハワ

イアンフラ、スキー、スノーボード など 

 
野球、サッカー、バレーボール、バスケットボ

ール、柔道、剣道、空手 

 

■文化 

 公民館と文化会館の複合施設である町民会館を中心として、地区公民館やギャラリー・創作工房など、様々な文

化施設があります。これらの施設では、子どもには週末体験くらぶ事業や少年少女合唱団、青年には町の将来を考

えるまちづくり創生大学、高齢者には１年間様々な事業や旅行を楽しむ聖山大学など、各世代のニーズに合わせた

様々な公民館事業を行っています。 

また、これらの施設を利用し活動しているサークルも多くあり、町文化祭などが発表の場となっています。 

 

主なサークル 

囲碁、将棋、短歌、俳句、刻字、古文書、写真、手芸、書道、

陶芸、パッチワーク、絵手紙、絵画、お茶、生け花、フラワー

アレンジメント、軽音楽、コーラス、ハーモニカ、舞踊、よさ

こい・ダンス、和太鼓、バレエ など 

「仲間づくりやサークルに入ってみたい」「スポーツを始めてみたい」 

という方は、町民会館（℡0254－27－2121）、スポネットせいろう 

（℡0254－27－1515）にお気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

■利用案内 

開館時間 休館日 貸出 

火～金 午前 9時 30分～午後 7時（※1） 
土・日 午前 9時 30分～午後 5時 

※1：12月・1月・2月（冬期）は午後 6時まで 
※2：特別開館する祝日は午前 9時 30分～午後 5時 

・毎週月曜日 
・国民の祝日（4/29,8/11,11/3を除く） 
・毎月最終金曜日(図書整理日) 
・年末年始(12/28～1/3) 
・特別整理期間(蔵書点検)※2月中 

一人 10 点まで、2
週間借りられま
す。（視聴覚資料は
2点まで） 

 図書館には、「飲食コーナー」や「学習スペース」、靴を脱いでリラックスしたり声に出して読んだりしても大丈

夫な「おはなし室」などがあり、設備が充実しています。また、定例イベントとして未就園児向けの絵本の読み聞

かせなどを行う「ぐるんぱの部屋」を第 2・4火曜日、午前 11時から開催しているほか、様々なイベントを開催し

ていますので、詳しくは図書館ホームページや毎月発行の「社会教育だより」をご覧いただくか、図書館へお問い

合わせください。あらゆる世代、あらゆる目的の人たちが、本と過ごす豊かな時間と空間を共有できる場所です。

図書館に来れば、とっておきの一冊ときっと出会えるはずです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図書館ボランティア 

 毎月第２土曜日、午前 11時からボランティア団体「赤いふうせん」による「紙しばい会」があります。そのほか、

植栽や図書館装飾などを行うボランティア団体が活動しています。詳しくは図書館までお問い合わせください。 

生涯学習―主な活動 

図書館   所在地：諏訪山 1560番地 1  ℡0254-27-6166  

▲飲食コーナー ▲おはなし室 ▲学習スペース 


