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プラネタリウム
b3階　d160人　所要時間…約50分
※原則途中入退場はできません。
※観覧券は1階科学展示室入口で開始時刻の5分前まで販売

12：00 15：0013：30投影日時 10：30 15：30

ノーマン・ザ・
スノーマン※

ノーマン・ザ・
スノーマン

キッズアワー

コズミック
フロント

コズミック
フロント

コズミック
フロント

コズミック
フロント

── ──

──

コズミック
フロント── ── ── ──木曜日

（28日除く）

土曜日

日曜・祝日

「コズミックフロント　宇宙エレベーターの旅」
2050年、宇宙旅行のイメージを根底から覆す宇宙エレベーターが現実のものに
なるといわれています。どのように構想が生まれたのか、どんな建設プランで造
られるのかを紹介します。（星空生解説約25分+番組25分）

「ノーマン・ザ・スノーマン～北の国のオーロラ～」
ある冬の夜、少年は雪ダルマのノーマンとオーロラを見る旅に出た。星々や生き
物たちとの出会いを通じて成長する少年とノーマンが織りなす心温まる人形ア
ニメーション。（星空生解説約25分+番組25分）

※17日㈰は天文講演会開催のため、15：00「ノーマン・ザ・スノーマン」は休止し
ます。28日㈭はメンテナンスのため投影はありません。

一般投影

科学館（サイエンスワールド） 休館日…4日㈪、12日㈫、18日㈪、25日㈪、26日㈫
i048-262-8431　http://www.kawaguchi.science.museum　bSKIPシティ内

入　場　料…一般 200円　小・中学生 100円
年間入場券…一般 820円　小・中学生 410円
※未就学児は無料

観　覧　料…一般 　410円　中学生以下 200円
年間観覧券…一般 1，640円　中学生以下 820円
※未就学児で席を使用しない場合は無料
　3歳児未満は観覧をお断りする場合があります。

科学展示室 プラネタリウム2月のイベント
科学展示室 開館時間…9：30～17：00（入館は16：30まで）

星空やテーマに沿った内容を
子ども（小学校低学年）向け
に解説します。

「はじめての宇宙・冬～夜空に
は色とりどりの星が輝いてい
る!?～」（約15分）も投影しま
す。 

キッズアワー 1・2月のテーマ「冬の星座と星の色」

h副天文台での太陽観測を中心に3つの天文台を案内します。
a土曜日…10：45～11：15　c当日科学展示室に入場したかた
d12人（先着順）　f当日科学展示室で　※雨・強風の場合は中止

ガイドツアー

h2017年のノーベル物理学賞は、重力波の初観測へ貢献した米国の3氏に授
与されました。本講演では、重力波とはなにか、そして重力波を用いて観測さ
れたブラックホールを紹介します。

a17日㈰ 15：30～16：45　bプラネタリウム
d160人（先着順）　e無料（要整理券）
f当日9：30～1階科学館入口で整理券配布

天文講演会「重力波とブラックホール」

天文台 b総合棟屋上

講師…安東 正樹 氏（東京大学 大学院理学系研究科 准教授）

d50人（先着順）　e無料　
f1階科学館入口前で（並んだかたのみ）
※混雑時は開催決定前でも待ち列を設置することがあり、定員に達した場合

は時間前でも受け付けを行い、列を解散することがあります。
※中学生以下は保護者同伴
※17：15に開催を決定（くもり・雨・強風の場合は中止） 

18：00～18：30 18：30～19：30

開催日 主な観測対象 受付時間 公開時間

夜間観測会

 9 日㈯ 月
23日㈯ オリオン大星雲（M42)

a日曜・祝日…13：40、15：10　所要時間…約30分
　　 3日「わけられるでショー」　　  10・11日「からだのふしぎ」
17・24日「冷たい世界 」

サイエンスショー

テーマ

a土曜日…14：30、16：00
　2日「電気クラゲ」　    9日「バランスとんぼ」
16日「カタパルト」　　23日「イカおどりタコおどり」

所要時間… 約20分
d各50人（先着順）　※未就学児は保護者同伴

わくわくワーク

作るもの

hミッションカードを手に入れて科学展示室を探検しよう。
a土曜日…10：30、15：10　配布時間…20分　※カードがなくなり次第終了

うきうき探検

h実験器具の操作を学びながら、親子で科学の謎を解明する実験教室
テーマ… 「じしゃく選手権」　　　
a日曜日（3・10日を除く）…11：30　　所要時間…約30分
d8組（先着順）　c小学3年生～高校生と保護者
f当日科学展示室で整理券配布

にこにこ実験室

hガリレオ・ガリレイは言った「地球は回っている…」と。回転によって起こる現象
を驚きとともに体験しよう。ジャイロ効果や回転によって生まれる不思議な展
示物が科学館に大集合！

a2月11日（祝）まで
◎特別イベント　ペーパージャイロ記録会
a2月2日㈯、3日㈰ 11：00～15：00

ぐるぐる、くるくる展～回転でおこす不思議～特別展

a第1回　2月23日㈯　11：00～12：00　「ガラス細工のペンダントトップ」
第2回　2月23日㈯　13：00～14：00　「ガラス細工のペンダントトップ」
第3回　3月 2 日㈯　11：00～12：00　「春色ジェルキャンドル」
第4回　3月 9 日㈯　11：00～12：00　「ハーバリウムの植物標本」

c高校生以上のかた※中学生以下のかたの同伴可（同伴者は製作できません）
d各10人（先着順）
f当日科学展示室で整理券配布

いきいきサイエンス～大人のための科学ものづくり教室～

h3月23日㈯開催のロボビンゴSPの体験ができます。
※ペットボトルを並べ、自作キャリアロボットで
　ビンゴをねらうゲームです。
a23日㈯、3月2日㈯ 10：00～12：00　　  
c小学3年生以上
oキャリアロボット
※レンタルあり

ロボビンゴSPに挑戦！

a2月28日㈭ 10：30～12：00
b2階日本間1号　※直接会場へ
c市内在住の乳幼児と母親
e200円（保険料など）
担当…子育て支援ボランティア ドレミ

婦人会館
休館日…月曜日（祝日の場合は翌日）
住所…上青木西1-2-19
i048-253-1444　k048-256-6433

子育てホッとサロン ～子どもを遊ばせながら他のお母さんとの交流を図る～

※婦人会館は青少年会館（休館中）と合築され、新たな施設として、４月２日
㈫から開館します。それに伴う移転作業のため３月１日㈮から利用できな
くなります。　

開催日時

3日㈰、10日㈰、11日㈷ サメの歯ストラップ
をつくろう

サイエンス・
スピナー

サメの歯ストラップ
をつくろう

17日㈰、24日㈰ ── モフモフと
あそぼう!!!

モフモフと
あそぼう!!!

11：30 14：30 16：00

d各20人（先着順）　所要時間…約30分
e「サメの歯ストラップをつくろう」400円、「サイエンス・スピナー」250円
　 「モフモフとあそぼう!!!」200円　
f当日科学展示室で整理券配布　※小学2年生以下は保護者同伴

どきどきサイエンス

メディアセブン

hお子さんと一緒にゆっくり過ごすことの
できるスペースを提供しています。子ど
も向け玩具や絵本でお楽しみください。

a16：00まで　bワークスタジオB　
c3歳までの乳幼児と保護者
※託児サービスはありません。室内で食事

はできません。
※都合により実施しないことがあります。

事前にお問い合わせください。

おやこスペース「こどもひろば」 申込不要

休館日…15日㈮　開館時間…平日10：00～21：00／土・日曜、祝日9：00～18：00
bキュポ・ラ7階　i048-227-7622　http://www.mediaseven.jp/

…メディアセブン・カウンターで申込用紙に記入
…event@mediaseven.jpあて　参加希望イベント名、日時、〒、住所、参加者氏名、ふりがな、生年月日、電話番号を記入し送信
…〒332-0015 川口1-1-1キュポ・ラ7階 メディアセブンあて　往信欄に参加希望イベント名、日時、〒、住所、参加者氏名、ふりがな、生年月日、電話番

号、返信欄の表に申込者の〒、住所、氏名を記入の上、締切日必着で郵送。1枚の往復はがきで1つの講座のみ受け付け。1講座につき1人1枚まで
…メディアセブン公式サイトの希望イベント・講座ページ中の申込フォームから

※イベント・講座によって申込方法が異なります。各イベント・講座の申込方法をご確認ください。締切日から一週間以内に、はがきまたはEメールで返信します。

①来　　　館
②E メ ー ル
③往復はがき

④ホームページ

申 

込 

方 

法

e無料

h2018年12月から始まった連続ワークショップは、小学3年生から大人までの
参加者が、川口市立高等学校創作ダンス部や日本女子体育大学舞踊学専攻
卒業生のダンサーと協力し、オリジナルのダンス作品をつくりあげてきました。
その成果をぜひご覧ください。 

※座席は設けておりませんので、誘導に従い、
　広場周辺でご覧ください。
a2月11日㈷ 14:00～14:30
b川口駅東口公共広場（キュポ・ラ広場）
※雪や雨天時はメディアセブンワークスタジオB

メディアセブンダンスプロジェクト　成果発表公演 申込不要e無料

「2.5次元舞台へようこそ！」
漫画・アニメ・ゲームといった2次元の作品を原作とした新しい舞台のジャンル。近年、原作の作品
世界を表現する独特の演出が注目を集め、人気が高まっています。数多くの2.5次元舞台を観賞し、
取材を続けている観劇体験をもとに、そのおもしろさを熱く紹介します。

「リアル・スープ・レッスン 特別版　～スープと鍋のおいしい関係～」
最小限の手間で、最大限のおいしさを味わいませんか。気軽に料理をつくるコツを知れば、日々の
生活の助けになるはずです。今回はスープづくりでいちばん大事な道具、「鍋」に注目したレッスン。
鍋選びのポイントやスープのつくりかたを話します。協力：文化軽金属鋳造㈱

17日㈰
14：00～16：00

23日㈯
14：00～16：00

ワークスタジオB

プレゼンテーション
スタジオ

d40人　e各500円　※席に空きがあれば当日入場可申込方法 ①②④ 先着順2月のトークイベント
開催日時

有賀 薫 氏
（スープ作家）

おーちようこ 氏

ゲスト 場　所 タイトル／内容

申込不要2月の映画会 bプレゼンテーションスタジオ　開場…各日上映時間の30分前　e無料　※上映当日に会場へ　※補聴器の貸し出しあり

h授乳場所を設けたり、ベビーカーを隣に寄せられるように、
　会場づくりを工夫した上映会を毎月開催
c小さな子ども連れのかた

mama cinema ママシネマ～赤ちゃんを連れて映画を楽しもう～ 本の上の映画館 2月の特集 「駆け引きのゆくえ」

『ハートブレイカー』（上映時間105分）

20日㈬10：45～、14：00～

d各100人

d各50人 『天使が隣で眠る夜』（上映時間各96分）

『ブーリン家の姉妹』（上映時間90分）

『男の争い』（上映時間118分）

『みじかくも美しく燃え』（上映時間87分）

 9 日㈯14：00～

13日㈬19：00～

16日㈯14：00～

27日㈬19：00～

パソコン＆インターネットまつり

①「視覚障害者の『パソコン教室』体験」
②「会員映像作品の上映」
③「写真を使ってコマ撮りアニメーション
　を作ろう」
④「インターネットで、ＳＮＳを楽しもう！」
⑤「オリジナル名刺を作ろう」
⑥「初心者パソコン相談会」

自由参加コーナー

a3月3日㈰10：00～15：00

要事前申込講座

b各スタジオ　cどなたでも
講師…音声ぱそぼら かわぐち
　　　川口映像ボランティアの会
　　　川口情報ボランティアの会

申込方法 ①②③④ 2月21日㈭必着

タイトル 内　容 講師 時間対象 定員

5人12：30～
　14：30

1

スマホを使った
撮影と編集講座

9人10：00～
　12：00

2

超入門 ！
ＰＣ操作と文字入力

スマートフォンで撮影した動画をパソコ
ンに取り込み、編集します。
oスマートフォン、スマートフォンとパソ
コンを接続するケーブル
※作成データの持ち帰りを希望する場
合はCD-R代100円が必要

パソコンを操作しながら初歩の文字入
力や、YouTubeで歌を視聴する方法を
学びます。

申込不要

パソコンの
基本操作が
できるかた

パソコン
未経験者、
初心者

ありがかおる

ライター、
インタビュアー（　 　　　）

e無料

bコミュニケーションスタジオ

川口情報ボラン
ティアの会

川口映像ボラン
ティアの会
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られるのかを紹介します。（星空生解説約25分+番組25分）

「ノーマン・ザ・スノーマン～北の国のオーロラ～」
ある冬の夜、少年は雪ダルマのノーマンとオーロラを見る旅に出た。星々や生き
物たちとの出会いを通じて成長する少年とノーマンが織りなす心温まる人形ア
ニメーション。（星空生解説約25分+番組25分）
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ます。28日㈭はメンテナンスのため投影はありません。

一般投影
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※未就学児で席を使用しない場合は無料
　3歳児未満は観覧をお断りする場合があります。

科学展示室 プラネタリウム2月のイベント
科学展示室 開館時間…9：30～17：00（入館は16：30まで）

星空やテーマに沿った内容を
子ども（小学校低学年）向け
に解説します。
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る!?～」（約15分）も投影しま
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f当日9：30～1階科学館入口で整理券配布
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天文台 b総合棟屋上

講師…安東 正樹 氏（東京大学 大学院理学系研究科 准教授）

d50人（先着順）　e無料　
f1階科学館入口前で（並んだかたのみ）
※混雑時は開催決定前でも待ち列を設置することがあり、定員に達した場合
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※17：15に開催を決定（くもり・雨・強風の場合は中止） 

18：00～18：30 18：30～19：30

開催日 主な観測対象 受付時間 公開時間

夜間観測会

 9 日㈯ 月
23日㈯ オリオン大星雲（M42)

a日曜・祝日…13：40、15：10　所要時間…約30分
　　 3日「わけられるでショー」　　  10・11日「からだのふしぎ」
17・24日「冷たい世界 」

サイエンスショー

テーマ

a土曜日…14：30、16：00
　2日「電気クラゲ」　    9日「バランスとんぼ」
16日「カタパルト」　　23日「イカおどりタコおどり」

所要時間… 約20分
d各50人（先着順）　※未就学児は保護者同伴

わくわくワーク

作るもの

hミッションカードを手に入れて科学展示室を探検しよう。
a土曜日…10：30、15：10　配布時間…20分　※カードがなくなり次第終了

うきうき探検

h実験器具の操作を学びながら、親子で科学の謎を解明する実験教室
テーマ… 「じしゃく選手権」　　　
a日曜日（3・10日を除く）…11：30　　所要時間…約30分
d8組（先着順）　c小学3年生～高校生と保護者
f当日科学展示室で整理券配布

にこにこ実験室

hガリレオ・ガリレイは言った「地球は回っている…」と。回転によって起こる現象
を驚きとともに体験しよう。ジャイロ効果や回転によって生まれる不思議な展
示物が科学館に大集合！

a2月11日（祝）まで
◎特別イベント　ペーパージャイロ記録会
a2月2日㈯、3日㈰ 11：00～15：00

ぐるぐる、くるくる展～回転でおこす不思議～特別展

a第1回　2月23日㈯　11：00～12：00　「ガラス細工のペンダントトップ」
第2回　2月23日㈯　13：00～14：00　「ガラス細工のペンダントトップ」
第3回　3月 2 日㈯　11：00～12：00　「春色ジェルキャンドル」
第4回　3月 9 日㈯　11：00～12：00　「ハーバリウムの植物標本」

c高校生以上のかた※中学生以下のかたの同伴可（同伴者は製作できません）
d各10人（先着順）
f当日科学展示室で整理券配布

いきいきサイエンス～大人のための科学ものづくり教室～

h3月23日㈯開催のロボビンゴSPの体験ができます。
※ペットボトルを並べ、自作キャリアロボットで
　ビンゴをねらうゲームです。
a23日㈯、3月2日㈯ 10：00～12：00　　  
c小学3年生以上
oキャリアロボット
※レンタルあり

ロボビンゴSPに挑戦！

a2月28日㈭ 10：30～12：00
b2階日本間1号　※直接会場へ
c市内在住の乳幼児と母親
e200円（保険料など）
担当…子育て支援ボランティア ドレミ

婦人会館
休館日…月曜日（祝日の場合は翌日）
住所…上青木西1-2-19
i048-253-1444　k048-256-6433

子育てホッとサロン ～子どもを遊ばせながら他のお母さんとの交流を図る～

※婦人会館は青少年会館（休館中）と合築され、新たな施設として、４月２日
㈫から開館します。それに伴う移転作業のため３月１日㈮から利用できな
くなります。　

開催日時

3日㈰、10日㈰、11日㈷ サメの歯ストラップ
をつくろう

サイエンス・
スピナー

サメの歯ストラップ
をつくろう

17日㈰、24日㈰ ── モフモフと
あそぼう!!!

モフモフと
あそぼう!!!

11：30 14：30 16：00

d各20人（先着順）　所要時間…約30分
e「サメの歯ストラップをつくろう」400円、「サイエンス・スピナー」250円
　 「モフモフとあそぼう!!!」200円　
f当日科学展示室で整理券配布　※小学2年生以下は保護者同伴

どきどきサイエンス

メディアセブン

hお子さんと一緒にゆっくり過ごすことの
できるスペースを提供しています。子ど
も向け玩具や絵本でお楽しみください。

a16：00まで　bワークスタジオB　
c3歳までの乳幼児と保護者
※託児サービスはありません。室内で食事

はできません。
※都合により実施しないことがあります。

事前にお問い合わせください。

おやこスペース「こどもひろば」 申込不要

休館日…15日㈮　開館時間…平日10：00～21：00／土・日曜、祝日9：00～18：00
bキュポ・ラ7階　i048-227-7622　http://www.mediaseven.jp/

…メディアセブン・カウンターで申込用紙に記入
…event@mediaseven.jpあて　参加希望イベント名、日時、〒、住所、参加者氏名、ふりがな、生年月日、電話番号を記入し送信
…〒332-0015 川口1-1-1キュポ・ラ7階 メディアセブンあて　往信欄に参加希望イベント名、日時、〒、住所、参加者氏名、ふりがな、生年月日、電話番

号、返信欄の表に申込者の〒、住所、氏名を記入の上、締切日必着で郵送。1枚の往復はがきで1つの講座のみ受け付け。1講座につき1人1枚まで
…メディアセブン公式サイトの希望イベント・講座ページ中の申込フォームから

※イベント・講座によって申込方法が異なります。各イベント・講座の申込方法をご確認ください。締切日から一週間以内に、はがきまたはEメールで返信します。

①来　　　館
②E メ ー ル
③往復はがき

④ホームページ

申 

込 

方 

法

e無料

h2018年12月から始まった連続ワークショップは、小学3年生から大人までの
参加者が、川口市立高等学校創作ダンス部や日本女子体育大学舞踊学専攻
卒業生のダンサーと協力し、オリジナルのダンス作品をつくりあげてきました。
その成果をぜひご覧ください。 

※座席は設けておりませんので、誘導に従い、
　広場周辺でご覧ください。
a2月11日㈷ 14:00～14:30
b川口駅東口公共広場（キュポ・ラ広場）
※雪や雨天時はメディアセブンワークスタジオB

メディアセブンダンスプロジェクト　成果発表公演 申込不要e無料

「2.5次元舞台へようこそ！」
漫画・アニメ・ゲームといった2次元の作品を原作とした新しい舞台のジャンル。近年、原作の作品
世界を表現する独特の演出が注目を集め、人気が高まっています。数多くの2.5次元舞台を観賞し、
取材を続けている観劇体験をもとに、そのおもしろさを熱く紹介します。

「リアル・スープ・レッスン 特別版　～スープと鍋のおいしい関係～」
最小限の手間で、最大限のおいしさを味わいませんか。気軽に料理をつくるコツを知れば、日々の
生活の助けになるはずです。今回はスープづくりでいちばん大事な道具、「鍋」に注目したレッスン。
鍋選びのポイントやスープのつくりかたを話します。協力：文化軽金属鋳造㈱

17日㈰
14：00～16：00

23日㈯
14：00～16：00

ワークスタジオB

プレゼンテーション
スタジオ

d40人　e各500円　※席に空きがあれば当日入場可申込方法 ①②④ 先着順2月のトークイベント
開催日時

有賀 薫 氏
（スープ作家）

おーちようこ 氏

ゲスト 場　所 タイトル／内容

申込不要2月の映画会 bプレゼンテーションスタジオ　開場…各日上映時間の30分前　e無料　※上映当日に会場へ　※補聴器の貸し出しあり

h授乳場所を設けたり、ベビーカーを隣に寄せられるように、
　会場づくりを工夫した上映会を毎月開催
c小さな子ども連れのかた

mama cinema ママシネマ～赤ちゃんを連れて映画を楽しもう～ 本の上の映画館 2月の特集 「駆け引きのゆくえ」

『ハートブレイカー』（上映時間105分）

20日㈬10：45～、14：00～

d各100人

d各50人 『天使が隣で眠る夜』（上映時間各96分）

『ブーリン家の姉妹』（上映時間90分）

『男の争い』（上映時間118分）

『みじかくも美しく燃え』（上映時間87分）

 9 日㈯14：00～

13日㈬19：00～

16日㈯14：00～

27日㈬19：00～

パソコン＆インターネットまつり

①「視覚障害者の『パソコン教室』体験」
②「会員映像作品の上映」
③「写真を使ってコマ撮りアニメーション
　を作ろう」
④「インターネットで、ＳＮＳを楽しもう！」
⑤「オリジナル名刺を作ろう」
⑥「初心者パソコン相談会」

自由参加コーナー

a3月3日㈰10：00～15：00

要事前申込講座

b各スタジオ　cどなたでも
講師…音声ぱそぼら かわぐち
　　　川口映像ボランティアの会
　　　川口情報ボランティアの会

申込方法 ①②③④ 2月21日㈭必着

タイトル 内　容 講師 時間対象 定員

5人12：30～
　14：30

1

スマホを使った
撮影と編集講座

9人10：00～
　12：00

2

超入門 ！
ＰＣ操作と文字入力

スマートフォンで撮影した動画をパソコ
ンに取り込み、編集します。
oスマートフォン、スマートフォンとパソ
コンを接続するケーブル
※作成データの持ち帰りを希望する場
合はCD-R代100円が必要

パソコンを操作しながら初歩の文字入
力や、YouTubeで歌を視聴する方法を
学びます。

申込不要

パソコンの
基本操作が
できるかた

パソコン
未経験者、
初心者

ありがかおる

ライター、
インタビュアー（　 　　　）

e無料

bコミュニケーションスタジオ

川口情報ボラン
ティアの会

川口映像ボラン
ティアの会
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プラネタリウム
b3階　d160人　所要時間…約50分
※原則途中入退場はできません。
※観覧券は1階科学展示室入口で開始時刻の5分前まで販売

12：00 15：0013：30投影日時 10：30 15：30

ノーマン・ザ・
スノーマン※

ノーマン・ザ・
スノーマン

キッズアワー

コズミック
フロント

コズミック
フロント

コズミック
フロント

コズミック
フロント

── ──

──

コズミック
フロント── ── ── ──木曜日

（28日除く）

土曜日

日曜・祝日

「コズミックフロント　宇宙エレベーターの旅」
2050年、宇宙旅行のイメージを根底から覆す宇宙エレベーターが現実のものに
なるといわれています。どのように構想が生まれたのか、どんな建設プランで造
られるのかを紹介します。（星空生解説約25分+番組25分）

「ノーマン・ザ・スノーマン～北の国のオーロラ～」
ある冬の夜、少年は雪ダルマのノーマンとオーロラを見る旅に出た。星々や生き
物たちとの出会いを通じて成長する少年とノーマンが織りなす心温まる人形ア
ニメーション。（星空生解説約25分+番組25分）

※17日㈰は天文講演会開催のため、15：00「ノーマン・ザ・スノーマン」は休止し
ます。28日㈭はメンテナンスのため投影はありません。

一般投影

科学館（サイエンスワールド） 休館日…4日㈪、12日㈫、18日㈪、25日㈪、26日㈫
i048-262-8431　http://www.kawaguchi.science.museum　bSKIPシティ内

入　場　料…一般 200円　小・中学生 100円
年間入場券…一般 820円　小・中学生 410円
※未就学児は無料

観　覧　料…一般 　410円　中学生以下 200円
年間観覧券…一般 1，640円　中学生以下 820円
※未就学児で席を使用しない場合は無料
　3歳児未満は観覧をお断りする場合があります。

科学展示室 プラネタリウム2月のイベント
科学展示室 開館時間…9：30～17：00（入館は16：30まで）

星空やテーマに沿った内容を
子ども（小学校低学年）向け
に解説します。

「はじめての宇宙・冬～夜空に
は色とりどりの星が輝いてい
る!?～」（約15分）も投影しま
す。 

キッズアワー 1・2月のテーマ「冬の星座と星の色」

h副天文台での太陽観測を中心に3つの天文台を案内します。
a土曜日…10：45～11：15　c当日科学展示室に入場したかた
d12人（先着順）　f当日科学展示室で　※雨・強風の場合は中止

ガイドツアー

h2017年のノーベル物理学賞は、重力波の初観測へ貢献した米国の3氏に授
与されました。本講演では、重力波とはなにか、そして重力波を用いて観測さ
れたブラックホールを紹介します。

a17日㈰ 15：30～16：45　bプラネタリウム
d160人（先着順）　e無料（要整理券）
f当日9：30～1階科学館入口で整理券配布

天文講演会「重力波とブラックホール」

天文台 b総合棟屋上

講師…安東 正樹 氏（東京大学 大学院理学系研究科 准教授）

d50人（先着順）　e無料　
f1階科学館入口前で（並んだかたのみ）
※混雑時は開催決定前でも待ち列を設置することがあり、定員に達した場合

は時間前でも受け付けを行い、列を解散することがあります。
※中学生以下は保護者同伴
※17：15に開催を決定（くもり・雨・強風の場合は中止） 

18：00～18：30 18：30～19：30

開催日 主な観測対象 受付時間 公開時間

夜間観測会

 9 日㈯ 月
23日㈯ オリオン大星雲（M42)

a日曜・祝日…13：40、15：10　所要時間…約30分
　　 3日「わけられるでショー」　　  10・11日「からだのふしぎ」
17・24日「冷たい世界 」

サイエンスショー

テーマ

a土曜日…14：30、16：00
　2日「電気クラゲ」　    9日「バランスとんぼ」
16日「カタパルト」　　23日「イカおどりタコおどり」

所要時間… 約20分
d各50人（先着順）　※未就学児は保護者同伴

わくわくワーク

作るもの

hミッションカードを手に入れて科学展示室を探検しよう。
a土曜日…10：30、15：10　配布時間…20分　※カードがなくなり次第終了

うきうき探検

h実験器具の操作を学びながら、親子で科学の謎を解明する実験教室
テーマ… 「じしゃく選手権」　　　
a日曜日（3・10日を除く）…11：30　　所要時間…約30分
d8組（先着順）　c小学3年生～高校生と保護者
f当日科学展示室で整理券配布

にこにこ実験室

hガリレオ・ガリレイは言った「地球は回っている…」と。回転によって起こる現象
を驚きとともに体験しよう。ジャイロ効果や回転によって生まれる不思議な展
示物が科学館に大集合！

a2月11日（祝）まで
◎特別イベント　ペーパージャイロ記録会
a2月2日㈯、3日㈰ 11：00～15：00

ぐるぐる、くるくる展～回転でおこす不思議～特別展

a第1回　2月23日㈯　11：00～12：00　「ガラス細工のペンダントトップ」
第2回　2月23日㈯　13：00～14：00　「ガラス細工のペンダントトップ」
第3回　3月 2 日㈯　11：00～12：00　「春色ジェルキャンドル」
第4回　3月 9 日㈯　11：00～12：00　「ハーバリウムの植物標本」

c高校生以上のかた※中学生以下のかたの同伴可（同伴者は製作できません）
d各10人（先着順）
f当日科学展示室で整理券配布

いきいきサイエンス～大人のための科学ものづくり教室～

h3月23日㈯開催のロボビンゴSPの体験ができます。
※ペットボトルを並べ、自作キャリアロボットで
　ビンゴをねらうゲームです。
a23日㈯、3月2日㈯ 10：00～12：00　　  
c小学3年生以上
oキャリアロボット
※レンタルあり

ロボビンゴSPに挑戦！

a2月28日㈭ 10：30～12：00
b2階日本間1号　※直接会場へ
c市内在住の乳幼児と母親
e200円（保険料など）
担当…子育て支援ボランティア ドレミ

婦人会館
休館日…月曜日（祝日の場合は翌日）
住所…上青木西1-2-19
i048-253-1444　k048-256-6433

子育てホッとサロン ～子どもを遊ばせながら他のお母さんとの交流を図る～

※婦人会館は青少年会館（休館中）と合築され、新たな施設として、４月２日
㈫から開館します。それに伴う移転作業のため３月１日㈮から利用できな
くなります。　

開催日時

3日㈰、10日㈰、11日㈷ サメの歯ストラップ
をつくろう

サイエンス・
スピナー

サメの歯ストラップ
をつくろう

17日㈰、24日㈰ ── モフモフと
あそぼう!!!

モフモフと
あそぼう!!!

11：30 14：30 16：00

d各20人（先着順）　所要時間…約30分
e「サメの歯ストラップをつくろう」400円、「サイエンス・スピナー」250円
　 「モフモフとあそぼう!!!」200円　
f当日科学展示室で整理券配布　※小学2年生以下は保護者同伴

どきどきサイエンス

メディアセブン

hお子さんと一緒にゆっくり過ごすことの
できるスペースを提供しています。子ど
も向け玩具や絵本でお楽しみください。

a16：00まで　bワークスタジオB　
c3歳までの乳幼児と保護者
※託児サービスはありません。室内で食事

はできません。
※都合により実施しないことがあります。

事前にお問い合わせください。

おやこスペース「こどもひろば」 申込不要

休館日…15日㈮　開館時間…平日10：00～21：00／土・日曜、祝日9：00～18：00
bキュポ・ラ7階　i048-227-7622　http://www.mediaseven.jp/

…メディアセブン・カウンターで申込用紙に記入
…event@mediaseven.jpあて　参加希望イベント名、日時、〒、住所、参加者氏名、ふりがな、生年月日、電話番号を記入し送信
…〒332-0015 川口1-1-1キュポ・ラ7階 メディアセブンあて　往信欄に参加希望イベント名、日時、〒、住所、参加者氏名、ふりがな、生年月日、電話番

号、返信欄の表に申込者の〒、住所、氏名を記入の上、締切日必着で郵送。1枚の往復はがきで1つの講座のみ受け付け。1講座につき1人1枚まで
…メディアセブン公式サイトの希望イベント・講座ページ中の申込フォームから

※イベント・講座によって申込方法が異なります。各イベント・講座の申込方法をご確認ください。締切日から一週間以内に、はがきまたはEメールで返信します。

①来　　　館
②E メ ー ル
③往復はがき

④ホームページ

申 

込 

方 

法

e無料

h2018年12月から始まった連続ワークショップは、小学3年生から大人までの
参加者が、川口市立高等学校創作ダンス部や日本女子体育大学舞踊学専攻
卒業生のダンサーと協力し、オリジナルのダンス作品をつくりあげてきました。
その成果をぜひご覧ください。 

※座席は設けておりませんので、誘導に従い、
　広場周辺でご覧ください。
a2月11日㈷ 14:00～14:30
b川口駅東口公共広場（キュポ・ラ広場）
※雪や雨天時はメディアセブンワークスタジオB

メディアセブンダンスプロジェクト　成果発表公演 申込不要e無料

「2.5次元舞台へようこそ！」
漫画・アニメ・ゲームといった2次元の作品を原作とした新しい舞台のジャンル。近年、原作の作品
世界を表現する独特の演出が注目を集め、人気が高まっています。数多くの2.5次元舞台を観賞し、
取材を続けている観劇体験をもとに、そのおもしろさを熱く紹介します。

「リアル・スープ・レッスン 特別版　～スープと鍋のおいしい関係～」
最小限の手間で、最大限のおいしさを味わいませんか。気軽に料理をつくるコツを知れば、日々の
生活の助けになるはずです。今回はスープづくりでいちばん大事な道具、「鍋」に注目したレッスン。
鍋選びのポイントやスープのつくりかたを話します。協力：文化軽金属鋳造㈱

17日㈰
14：00～16：00

23日㈯
14：00～16：00

ワークスタジオB

プレゼンテーション
スタジオ

d40人　e各500円　※席に空きがあれば当日入場可申込方法 ①②④ 先着順2月のトークイベント
開催日時

有賀 薫 氏
（スープ作家）

おーちようこ 氏

ゲスト 場　所 タイトル／内容

申込不要2月の映画会 bプレゼンテーションスタジオ　開場…各日上映時間の30分前　e無料　※上映当日に会場へ　※補聴器の貸し出しあり

h授乳場所を設けたり、ベビーカーを隣に寄せられるように、
　会場づくりを工夫した上映会を毎月開催
c小さな子ども連れのかた

mama cinema ママシネマ～赤ちゃんを連れて映画を楽しもう～ 本の上の映画館 2月の特集 「駆け引きのゆくえ」

『ハートブレイカー』（上映時間105分）

20日㈬10：45～、14：00～

d各100人

d各50人 『天使が隣で眠る夜』（上映時間各96分）

『ブーリン家の姉妹』（上映時間90分）

『男の争い』（上映時間118分）

『みじかくも美しく燃え』（上映時間87分）

 9 日㈯14：00～

13日㈬19：00～

16日㈯14：00～

27日㈬19：00～

パソコン＆インターネットまつり

①「視覚障害者の『パソコン教室』体験」
②「会員映像作品の上映」
③「写真を使ってコマ撮りアニメーション
　を作ろう」
④「インターネットで、ＳＮＳを楽しもう！」
⑤「オリジナル名刺を作ろう」
⑥「初心者パソコン相談会」

自由参加コーナー

a3月3日㈰10：00～15：00

要事前申込講座

b各スタジオ　cどなたでも
講師…音声ぱそぼら かわぐち
　　　川口映像ボランティアの会
　　　川口情報ボランティアの会

申込方法 ①②③④ 2月21日㈭必着

タイトル 内　容 講師 時間対象 定員

5人12：30～
　14：30

1

スマホを使った
撮影と編集講座

9人10：00～
　12：00

2

超入門 ！
ＰＣ操作と文字入力

スマートフォンで撮影した動画をパソコ
ンに取り込み、編集します。
oスマートフォン、スマートフォンとパソ
コンを接続するケーブル
※作成データの持ち帰りを希望する場
合はCD-R代100円が必要

パソコンを操作しながら初歩の文字入
力や、YouTubeで歌を視聴する方法を
学びます。

申込不要

パソコンの
基本操作が
できるかた

パソコン
未経験者、
初心者

ありがかおる

ライター、
インタビュアー（　 　　　）

e無料

bコミュニケーションスタジオ

川口情報ボラン
ティアの会

川口映像ボラン
ティアの会

施 設 の 情 報施 設 の 情 報
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プラネタリウム
b3階　d160人　所要時間…約50分
※原則途中入退場はできません。
※観覧券は1階科学展示室入口で開始時刻の5分前まで販売

12：00 15：0013：30投影日時 10：30 15：30

ノーマン・ザ・
スノーマン※

ノーマン・ザ・
スノーマン

キッズアワー

コズミック
フロント

コズミック
フロント

コズミック
フロント

コズミック
フロント

── ──

──

コズミック
フロント── ── ── ──木曜日

（28日除く）

土曜日

日曜・祝日

「コズミックフロント　宇宙エレベーターの旅」
2050年、宇宙旅行のイメージを根底から覆す宇宙エレベーターが現実のものに
なるといわれています。どのように構想が生まれたのか、どんな建設プランで造
られるのかを紹介します。（星空生解説約25分+番組25分）

「ノーマン・ザ・スノーマン～北の国のオーロラ～」
ある冬の夜、少年は雪ダルマのノーマンとオーロラを見る旅に出た。星々や生き
物たちとの出会いを通じて成長する少年とノーマンが織りなす心温まる人形ア
ニメーション。（星空生解説約25分+番組25分）

※17日㈰は天文講演会開催のため、15：00「ノーマン・ザ・スノーマン」は休止し
ます。28日㈭はメンテナンスのため投影はありません。

一般投影

科学館（サイエンスワールド） 休館日…4日㈪、12日㈫、18日㈪、25日㈪、26日㈫
i048-262-8431　http://www.kawaguchi.science.museum　bSKIPシティ内

入　場　料…一般 200円　小・中学生 100円
年間入場券…一般 820円　小・中学生 410円
※未就学児は無料

観　覧　料…一般 　410円　中学生以下 200円
年間観覧券…一般 1，640円　中学生以下 820円
※未就学児で席を使用しない場合は無料
　3歳児未満は観覧をお断りする場合があります。

科学展示室 プラネタリウム2月のイベント
科学展示室 開館時間…9：30～17：00（入館は16：30まで）

星空やテーマに沿った内容を
子ども（小学校低学年）向け
に解説します。

「はじめての宇宙・冬～夜空に
は色とりどりの星が輝いてい
る!?～」（約15分）も投影しま
す。 

キッズアワー 1・2月のテーマ「冬の星座と星の色」

h副天文台での太陽観測を中心に3つの天文台を案内します。
a土曜日…10：45～11：15　c当日科学展示室に入場したかた
d12人（先着順）　f当日科学展示室で　※雨・強風の場合は中止

ガイドツアー

h2017年のノーベル物理学賞は、重力波の初観測へ貢献した米国の3氏に授
与されました。本講演では、重力波とはなにか、そして重力波を用いて観測さ
れたブラックホールを紹介します。

a17日㈰ 15：30～16：45　bプラネタリウム
d160人（先着順）　e無料（要整理券）
f当日9：30～1階科学館入口で整理券配布

天文講演会「重力波とブラックホール」

天文台 b総合棟屋上

講師…安東 正樹 氏（東京大学 大学院理学系研究科 准教授）

d50人（先着順）　e無料　
f1階科学館入口前で（並んだかたのみ）
※混雑時は開催決定前でも待ち列を設置することがあり、定員に達した場合

は時間前でも受け付けを行い、列を解散することがあります。
※中学生以下は保護者同伴
※17：15に開催を決定（くもり・雨・強風の場合は中止） 

18：00～18：30 18：30～19：30

開催日 主な観測対象 受付時間 公開時間

夜間観測会

 9 日㈯ 月
23日㈯ オリオン大星雲（M42)

a日曜・祝日…13：40、15：10　所要時間…約30分
　　 3日「わけられるでショー」　　  10・11日「からだのふしぎ」
17・24日「冷たい世界 」

サイエンスショー

テーマ

a土曜日…14：30、16：00
　2日「電気クラゲ」　    9日「バランスとんぼ」
16日「カタパルト」　　23日「イカおどりタコおどり」

所要時間… 約20分
d各50人（先着順）　※未就学児は保護者同伴

わくわくワーク

作るもの

hミッションカードを手に入れて科学展示室を探検しよう。
a土曜日…10：30、15：10　配布時間…20分　※カードがなくなり次第終了

うきうき探検

h実験器具の操作を学びながら、親子で科学の謎を解明する実験教室
テーマ… 「じしゃく選手権」　　　
a日曜日（3・10日を除く）…11：30　　所要時間…約30分
d8組（先着順）　c小学3年生～高校生と保護者
f当日科学展示室で整理券配布

にこにこ実験室

hガリレオ・ガリレイは言った「地球は回っている…」と。回転によって起こる現象
を驚きとともに体験しよう。ジャイロ効果や回転によって生まれる不思議な展
示物が科学館に大集合！

a2月11日（祝）まで
◎特別イベント　ペーパージャイロ記録会
a2月2日㈯、3日㈰ 11：00～15：00

ぐるぐる、くるくる展～回転でおこす不思議～特別展

a第1回　2月23日㈯　11：00～12：00　「ガラス細工のペンダントトップ」
第2回　2月23日㈯　13：00～14：00　「ガラス細工のペンダントトップ」
第3回　3月 2 日㈯　11：00～12：00　「春色ジェルキャンドル」
第4回　3月 9 日㈯　11：00～12：00　「ハーバリウムの植物標本」

c高校生以上のかた※中学生以下のかたの同伴可（同伴者は製作できません）
d各10人（先着順）
f当日科学展示室で整理券配布

いきいきサイエンス～大人のための科学ものづくり教室～

h3月23日㈯開催のロボビンゴSPの体験ができます。
※ペットボトルを並べ、自作キャリアロボットで
　ビンゴをねらうゲームです。
a23日㈯、3月2日㈯ 10：00～12：00　　  
c小学3年生以上
oキャリアロボット
※レンタルあり

ロボビンゴSPに挑戦！

a2月28日㈭ 10：30～12：00
b2階日本間1号　※直接会場へ
c市内在住の乳幼児と母親
e200円（保険料など）
担当…子育て支援ボランティア ドレミ

婦人会館
休館日…月曜日（祝日の場合は翌日）
住所…上青木西1-2-19
i048-253-1444　k048-256-6433

子育てホッとサロン ～子どもを遊ばせながら他のお母さんとの交流を図る～

※婦人会館は青少年会館（休館中）と合築され、新たな施設として、４月２日
㈫から開館します。それに伴う移転作業のため３月１日㈮から利用できな
くなります。　

開催日時

3日㈰、10日㈰、11日㈷ サメの歯ストラップ
をつくろう

サイエンス・
スピナー

サメの歯ストラップ
をつくろう

17日㈰、24日㈰ ── モフモフと
あそぼう!!!

モフモフと
あそぼう!!!

11：30 14：30 16：00

d各20人（先着順）　所要時間…約30分
e「サメの歯ストラップをつくろう」400円、「サイエンス・スピナー」250円
　 「モフモフとあそぼう!!!」200円　
f当日科学展示室で整理券配布　※小学2年生以下は保護者同伴

どきどきサイエンス

メディアセブン

hお子さんと一緒にゆっくり過ごすことの
できるスペースを提供しています。子ど
も向け玩具や絵本でお楽しみください。

a16：00まで　bワークスタジオB　
c3歳までの乳幼児と保護者
※託児サービスはありません。室内で食事

はできません。
※都合により実施しないことがあります。

事前にお問い合わせください。

おやこスペース「こどもひろば」 申込不要

休館日…15日㈮　開館時間…平日10：00～21：00／土・日曜、祝日9：00～18：00
bキュポ・ラ7階　i048-227-7622　http://www.mediaseven.jp/

…メディアセブン・カウンターで申込用紙に記入
…event@mediaseven.jpあて　参加希望イベント名、日時、〒、住所、参加者氏名、ふりがな、生年月日、電話番号を記入し送信
…〒332-0015 川口1-1-1キュポ・ラ7階 メディアセブンあて　往信欄に参加希望イベント名、日時、〒、住所、参加者氏名、ふりがな、生年月日、電話番

号、返信欄の表に申込者の〒、住所、氏名を記入の上、締切日必着で郵送。1枚の往復はがきで1つの講座のみ受け付け。1講座につき1人1枚まで
…メディアセブン公式サイトの希望イベント・講座ページ中の申込フォームから

※イベント・講座によって申込方法が異なります。各イベント・講座の申込方法をご確認ください。締切日から一週間以内に、はがきまたはEメールで返信します。

①来　　　館
②E メ ー ル
③往復はがき

④ホームページ
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込 

方 

法

e無料

h2018年12月から始まった連続ワークショップは、小学3年生から大人までの
参加者が、川口市立高等学校創作ダンス部や日本女子体育大学舞踊学専攻
卒業生のダンサーと協力し、オリジナルのダンス作品をつくりあげてきました。
その成果をぜひご覧ください。 

※座席は設けておりませんので、誘導に従い、
　広場周辺でご覧ください。
a2月11日㈷ 14:00～14:30
b川口駅東口公共広場（キュポ・ラ広場）
※雪や雨天時はメディアセブンワークスタジオB

メディアセブンダンスプロジェクト　成果発表公演 申込不要e無料

「2.5次元舞台へようこそ！」
漫画・アニメ・ゲームといった2次元の作品を原作とした新しい舞台のジャンル。近年、原作の作品
世界を表現する独特の演出が注目を集め、人気が高まっています。数多くの2.5次元舞台を観賞し、
取材を続けている観劇体験をもとに、そのおもしろさを熱く紹介します。

「リアル・スープ・レッスン 特別版　～スープと鍋のおいしい関係～」
最小限の手間で、最大限のおいしさを味わいませんか。気軽に料理をつくるコツを知れば、日々の
生活の助けになるはずです。今回はスープづくりでいちばん大事な道具、「鍋」に注目したレッスン。
鍋選びのポイントやスープのつくりかたを話します。協力：文化軽金属鋳造㈱

17日㈰
14：00～16：00

23日㈯
14：00～16：00

ワークスタジオB

プレゼンテーション
スタジオ

d40人　e各500円　※席に空きがあれば当日入場可申込方法 ①②④ 先着順2月のトークイベント
開催日時

有賀 薫 氏
（スープ作家）

おーちようこ 氏

ゲスト 場　所 タイトル／内容

申込不要2月の映画会 bプレゼンテーションスタジオ　開場…各日上映時間の30分前　e無料　※上映当日に会場へ　※補聴器の貸し出しあり

h授乳場所を設けたり、ベビーカーを隣に寄せられるように、
　会場づくりを工夫した上映会を毎月開催
c小さな子ども連れのかた

mama cinema ママシネマ～赤ちゃんを連れて映画を楽しもう～ 本の上の映画館 2月の特集 「駆け引きのゆくえ」

『ハートブレイカー』（上映時間105分）

20日㈬10：45～、14：00～

d各100人

d各50人 『天使が隣で眠る夜』（上映時間各96分）

『ブーリン家の姉妹』（上映時間90分）

『男の争い』（上映時間118分）

『みじかくも美しく燃え』（上映時間87分）

 9 日㈯14：00～

13日㈬19：00～

16日㈯14：00～

27日㈬19：00～

パソコン＆インターネットまつり

①「視覚障害者の『パソコン教室』体験」
②「会員映像作品の上映」
③「写真を使ってコマ撮りアニメーション
　を作ろう」
④「インターネットで、ＳＮＳを楽しもう！」
⑤「オリジナル名刺を作ろう」
⑥「初心者パソコン相談会」

自由参加コーナー

a3月3日㈰10：00～15：00

要事前申込講座

b各スタジオ　cどなたでも
講師…音声ぱそぼら かわぐち
　　　川口映像ボランティアの会
　　　川口情報ボランティアの会

申込方法 ①②③④ 2月21日㈭必着

タイトル 内　容 講師 時間対象 定員

5人12：30～
　14：30

1

スマホを使った
撮影と編集講座

9人10：00～
　12：00

2

超入門 ！
ＰＣ操作と文字入力

スマートフォンで撮影した動画をパソコ
ンに取り込み、編集します。
oスマートフォン、スマートフォンとパソ
コンを接続するケーブル
※作成データの持ち帰りを希望する場
合はCD-R代100円が必要

パソコンを操作しながら初歩の文字入
力や、YouTubeで歌を視聴する方法を
学びます。

申込不要

パソコンの
基本操作が
できるかた

パソコン
未経験者、
初心者

ありがかおる

ライター、
インタビュアー（　 　　　）

e無料

bコミュニケーションスタジオ

川口情報ボラン
ティアの会

川口映像ボラン
ティアの会
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サクラソウを使った寄せ植え講習会 臨時休所植物と骨董展

川口緑化センター 樹里安
ジ ュ リ ア ン

道の駅「川口・あんぎょう」
i048-296-4021  http://www.jurian.or.jp/

h植物の展示と植木鉢や骨董品の販売
a2月15日㈮～17日㈰ 9：00～17：00

h寄せ植え方法とその後の管理方法を学びます。
a2月23日㈯ 14：00～　
e2,500円　
d30人（先着順）
f2月20日㈬（必着）までに〒、住所、氏名、電話番

号、講習会名を記入の上、〒３３４-００５８　安行領
家844-２　川口緑化センター内川口園芸商協同
組合へはがきで

h施設点検のため
a2月4日㈪、5日㈫

巡回日
 6 ・20㈬
巡回日

 7 ・21㈭
 1 ・15㈮
13・27㈬
14・28㈭
巡回日
8・22㈮

10：00～11：00
領家公民館

10：00～11：00
道合神戸住宅
芝西公民館

芝スポーツセンター
朝日東公民館

10：00～11：00
安行東小学校

14：10～15：00
 東内野団地

14：10～15：00
安行原グリーンタウン

15：30～16：10
 江川運動広場

15：30～16：10
榛松第3公園

15：00～16：10
根岸小学校
武道センター

芝樋ノ爪小学校
元郷第4公園（蔵人公園は廃止）

2月移動図書館あおぞら号 巡回　※雨天中止

図書館

a3月20日㈬ 14：00～15：30
b1階講座室
講師…文化財課職員
d20人（先着順）
f2月13日㈬ 10：00～来館または電話で

休館日（館内整理日を含む）　
中央図書館…15日（第３金曜日）
前川・新郷・横曽根・戸塚・鳩ヶ谷図書館、芝園分室
…4日㈪、12日㈫、18日㈪、25日㈪、28日㈭

中　　央 i048-227-7611
前　　川 i048-268-1616
新　　郷 i048-283-1265

横 曽 根 i048-256-1005
戸　　塚 i048-297-3098
鳩 ヶ 谷 i048-285-3110
芝園分室 i048-269-2241

春季図書特別整理期間(休館)

歴史講座「御成道と新郷の街道」(新郷図書館)

横曽根図書館
前 川 図 書 館
鳩ヶ谷図書館

2月 5 日㈫～ 8 日㈮    
2月19日㈫～22日㈮   
2月26日㈫～3月1日㈮   

戸塚図書館　3月 5 日㈫～ 8 日㈮   
新郷図書館　3月12日㈫～15日㈮

アートギャラリー・アトリア

川口市小・中・高校書きぞめ展覧会
h各校の優秀作品、県展覧会出展・入

選作品を一堂に展示します。
a２月６日㈬～１１日㈷　e無料

展示室Ａ・Ｂとスタジオの貸し出しを行っています。作品発
表を中心としたアート活動の場として利用できます。詳細
はアトリアホームページをご覧ください。

貸しギャラリー共催展

照明工事のため、
２月２６日㈫～３月８日㈮は休館します。

休館日（臨時休館含む）…月曜日（祝日の場合は翌平日）、13日㈬～15日㈮
i048-253-0222　http://www.atlia.jp/　
開館時間…10：00～18：00（入館は17：30まで）

グリーンセンター
休園日… 2月  火曜日
　　　　3月  5日㈫、12日㈫、19日㈫、22日㈮
i048-281-2319　http://greencenter.1110city.com/　開園…9：00～17：00（入園は16：00まで） 

h園内に咲く約140本の梅を観賞できます。
※土・日曜、祝日にはキッチンカーが出店予定
a2月9日㈯～17日㈰　
筝和会による琴の生演奏
a16日㈯・17日㈰　
　　　①11：00～12：00 
　　　②13：30～14：30
b梅林

h園内に飛んで来る野鳥の観察と野鳥の好む木の
解説

a3月2日㈯ 9：30～11：30　※雨天中止
b園内　d20人（先着順）
o双眼鏡（事前予約で貸し出しあり）
e入園料のみ
講師…埼玉県生態系保護協会川口支部
f2月13日㈬ 9：00～電話で

hサクラソウの歴史や文化の解説と植え替えの実
習

a2月21日㈭ 10：00～11：30　
b研修所2階　d15人（先着順）
e500円　講師…グリーンセンター職員
f2月7日㈭ 9：00～電話で
※申込後のキャンセルは費用がかかります。

b林間教室
c幼児～小学生※未就学児は保護者同伴
d各20人（先着順） e200円（保険料含む）
f当日会場で15分前から

もうすぐ春がやってくる　冬のネイチャーゲーム
h春を迎える準備をしている自然の中で楽しむネイ

チャーゲーム
a2月17日㈰ 13：00～15：00
ピヨ・ピヨ・ひよことミラクル砲作り
h引っ張って遊ぶひよこのおもちゃとペットボトルの

空気砲の工作
a2月24日㈰ 12：00～15：00

a2月24日㈰まで開場
   9：00～16：00（入場は15：00まで）
休場日…火曜日
※悪天候、リンクコンディション不良のため休場す

る場合があります。
e一般540円

高校生（学生証提示者）320円
子ども（4歳～中学生）210円

※市内在住の68歳以上のかたは入場無料（住所、年
齢の確認できる保険証などの公的証明書を提示）

貸靴代…300円
ロッカー代…50円（返金式ではありません）
※手袋着用。幼児（未就学児）2人につき1人の保護

者（18歳以上）同伴
gアイススケート場
　i048-281-2524
　（開場期間中）

運行時間…10：00～15：00
e1回210円
※回数乗車券3枚つづり510円（当日限り有効）
※天候などにより運休する場合があります。

a2月2日㈯、6日㈬、10日㈰、13日㈬、16日㈯、20
日㈬、24日㈰、27日㈬

　10：00～12：00、13：00～15：00
※10日㈰、24日㈰は午後のみ。
※相談日は変更になる場合があります。

hガイドボランティアが見ごろの花の説明をしなが
ら園内を案内します。

a2月10日㈰、24日㈰ 10：30～11：30
　※雨天中止
b園内の正門前　d20人（先着順）
e入園料のみ

園内…ウメ、ツバキ、サザンカ、クリスマスローズ
温室…カトレア、パフィオペディラム、アロエ

園芸教室（サクラソウの育て方）

アイススケート場開催中

ミニ鉄道運行中

園内開花案内

春を呼ぶ梅まつり 子どもネイチャー教室

野鳥観察会

園内ガイドツアー

緑の相談所（園芸相談）

各
教室
共通

両日

新郷スポーツセンター・新郷南公民館からのお知らせ
h耐震補強等工事完了後の３月４日㈪に現在の仮事務所（新郷公民館２階）から

新郷スポーツセンターに戻ります。
※３月４日㈪、５日㈫は移転作業・電話回線工事のため、施設利用などの業務を

休止します。
※電話・ＦＡＸ番号の変更はありません。

a3月10日㈰ １３：００～１６：００
b体育武道センター２階競技場　c市内小・中学生
d１００人（先着順）　e１００円（保険料）※当日納付
fg２月１２日㈫～１８日㈪ ９：００～体育武道センターへ電話で
　　 i０４８-２５１-９２２７

スポーツ情報 ※新郷スポーツセンターは、3月24日㈰から利用を開始します。
※西スポーツセンターのプールは、天井の調査・改修のため休止し、今年夏ごろの再開を予定しています。

hトレーニングルームを利用するために必須の講習会です。
c15歳以上のかた（中学生を除く）　※子ども同伴はご遠慮ください。
e500円　f2月20日㈬ 9：00～電話で（先着順）
o写真1枚（4×3㎝）、室内用運動靴、トレーニングウェア、タオル、本人確認書類
（運転免許証、保険証、学生証など住所が分かるもの）

※講習会受講後は、どの施設でも利用できます。利用の際は、講習会修了証を
持参してください。

3月分トレーニングルーム利用者講習会

3/8㈮、11㈪  10：00～（1回のみ）
3/23㈯、25㈪ 19：00～（1回のみ）

3/9㈯ 10：00～（1回目）、19：00～（2回目）
3/10㈰ 10：00～（1回目）、14：00～（2回目）

毎週日曜日10：00～（1回目）、14：00～（2回目）
3/13㈬、27㈬ 10：00～（1回のみ）

開催日時

西スポーツセンター
i048-251-6377

安行スポーツセンター
i048-296-1200

体育武道センター
i048-251-9227

戸塚スポーツセンター
i048-298-9993

施設名

東スポーツセンター
i048-222-4990

各10人

各15人

3/2㈯、5㈫、16㈯、19㈫
10：00～（1回目）、19：00～（2回目）

各10人

各10人

定員

（月～土曜日）10：00～20：00 （日曜・祝日）10：00～19：00
毎時00分開催、15分前までに受付（先着順5人）
f不要（3/27㈬はメンテナンスのため休止）

植草 歩 少年少女空手道教室
うえくさ あゆみ

おもちゃの病院 リサイクル家具類販売（競争入札）

定例朝いち親子フリーマーケット

サンアール朝日…2月4日㈪～18日㈪
リサイクルショップ、リサイクル工房、展示ホール…
2月10日㈰

a2月24日㈰ 9：00～11：45
（毎月第4日曜日）
b3階通路　
d10店舗（先着順）
c市内在住の小・中学生と保護者
f2月1日㈮～21日㈭ 
　8：30～電話で

a2月17日㈰ 11：00～15：00
※今月は第3日曜日に開催です。
e無料（部品代などがかかる場合があります）
bリサイクルプラザ4階実習室
f不要
※おもちゃの診療は
　1人1点です。

a2月24日㈰ 9：00～10：30
（毎月第4日曜日）
結果発表…11：00
内覧期間…2月17日㈰～23日㈯（18日㈪を除く）
※販売日は、リサイクルショップの無償品引渡しを

10：30～開始

朝日環境センター 年次点検
（臨時休館）

リサイクルプラザ 休館日…リサイクルプラザ 月曜、祝日
　　　　サンアール朝日 　月曜日（祝日の場合は翌日）

i048-228-5306 k048-223-6480
i048-228-5303
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サクラソウを使った寄せ植え講習会 臨時休所植物と骨董展

川口緑化センター 樹里安
ジ ュ リ ア ン

道の駅「川口・あんぎょう」
i048-296-4021  http://www.jurian.or.jp/

h植物の展示と植木鉢や骨董品の販売
a2月15日㈮～17日㈰ 9：00～17：00

h寄せ植え方法とその後の管理方法を学びます。
a2月23日㈯ 14：00～　
e2,500円　
d30人（先着順）
f2月20日㈬（必着）までに〒、住所、氏名、電話番

号、講習会名を記入の上、〒３３４-００５８　安行領
家844-２　川口緑化センター内川口園芸商協同
組合へはがきで

h施設点検のため
a2月4日㈪、5日㈫

巡回日
 6 ・20㈬
巡回日

 7 ・21㈭
 1 ・15㈮
13・27㈬
14・28㈭
巡回日
8・22㈮

10：00～11：00
領家公民館

10：00～11：00
道合神戸住宅
芝西公民館

芝スポーツセンター
朝日東公民館

10：00～11：00
安行東小学校

14：10～15：00
 東内野団地

14：10～15：00
安行原グリーンタウン

15：30～16：10
 江川運動広場

15：30～16：10
榛松第3公園

15：00～16：10
根岸小学校
武道センター

芝樋ノ爪小学校
元郷第4公園（蔵人公園は廃止）

2月移動図書館あおぞら号 巡回　※雨天中止

図書館

a3月20日㈬ 14：00～15：30
b1階講座室
講師…文化財課職員
d20人（先着順）
f2月13日㈬ 10：00～来館または電話で

休館日（館内整理日を含む）　
中央図書館…15日（第３金曜日）
前川・新郷・横曽根・戸塚・鳩ヶ谷図書館、芝園分室
…4日㈪、12日㈫、18日㈪、25日㈪、28日㈭

中　　央 i048-227-7611
前　　川 i048-268-1616
新　　郷 i048-283-1265

横 曽 根 i048-256-1005
戸　　塚 i048-297-3098
鳩 ヶ 谷 i048-285-3110
芝園分室 i048-269-2241

春季図書特別整理期間(休館)

歴史講座「御成道と新郷の街道」(新郷図書館)

横曽根図書館
前 川 図 書 館
鳩ヶ谷図書館

2月 5 日㈫～ 8 日㈮    
2月19日㈫～22日㈮   
2月26日㈫～3月1日㈮   

戸塚図書館　3月 5 日㈫～ 8 日㈮   
新郷図書館　3月12日㈫～15日㈮

アートギャラリー・アトリア

川口市小・中・高校書きぞめ展覧会
h各校の優秀作品、県展覧会出展・入

選作品を一堂に展示します。
a２月６日㈬～１１日㈷　e無料

展示室Ａ・Ｂとスタジオの貸し出しを行っています。作品発
表を中心としたアート活動の場として利用できます。詳細
はアトリアホームページをご覧ください。

貸しギャラリー共催展

照明工事のため、
２月２６日㈫～３月８日㈮は休館します。

休館日（臨時休館含む）…月曜日（祝日の場合は翌平日）、13日㈬～15日㈮
i048-253-0222　http://www.atlia.jp/　
開館時間…10：00～18：00（入館は17：30まで）

グリーンセンター
休園日… 2月  火曜日
　　　　3月  5日㈫、12日㈫、19日㈫、22日㈮
i048-281-2319　http://greencenter.1110city.com/　開園…9：00～17：00（入園は16：00まで） 

h園内に咲く約140本の梅を観賞できます。
※土・日曜、祝日にはキッチンカーが出店予定
a2月9日㈯～17日㈰　
筝和会による琴の生演奏
a16日㈯・17日㈰　
　　　①11：00～12：00 
　　　②13：30～14：30
b梅林

h園内に飛んで来る野鳥の観察と野鳥の好む木の
解説

a3月2日㈯ 9：30～11：30　※雨天中止
b園内　d20人（先着順）
o双眼鏡（事前予約で貸し出しあり）
e入園料のみ
講師…埼玉県生態系保護協会川口支部
f2月13日㈬ 9：00～電話で

hサクラソウの歴史や文化の解説と植え替えの実
習

a2月21日㈭ 10：00～11：30　
b研修所2階　d15人（先着順）
e500円　講師…グリーンセンター職員
f2月7日㈭ 9：00～電話で
※申込後のキャンセルは費用がかかります。

b林間教室
c幼児～小学生※未就学児は保護者同伴
d各20人（先着順） e200円（保険料含む）
f当日会場で15分前から

もうすぐ春がやってくる　冬のネイチャーゲーム
h春を迎える準備をしている自然の中で楽しむネイ

チャーゲーム
a2月17日㈰ 13：00～15：00
ピヨ・ピヨ・ひよことミラクル砲作り
h引っ張って遊ぶひよこのおもちゃとペットボトルの

空気砲の工作
a2月24日㈰ 12：00～15：00

a2月24日㈰まで開場
   9：00～16：00（入場は15：00まで）
休場日…火曜日
※悪天候、リンクコンディション不良のため休場す

る場合があります。
e一般540円

高校生（学生証提示者）320円
子ども（4歳～中学生）210円

※市内在住の68歳以上のかたは入場無料（住所、年
齢の確認できる保険証などの公的証明書を提示）

貸靴代…300円
ロッカー代…50円（返金式ではありません）
※手袋着用。幼児（未就学児）2人につき1人の保護

者（18歳以上）同伴
gアイススケート場
　i048-281-2524
　（開場期間中）

運行時間…10：00～15：00
e1回210円
※回数乗車券3枚つづり510円（当日限り有効）
※天候などにより運休する場合があります。

a2月2日㈯、6日㈬、10日㈰、13日㈬、16日㈯、20
日㈬、24日㈰、27日㈬

　10：00～12：00、13：00～15：00
※10日㈰、24日㈰は午後のみ。
※相談日は変更になる場合があります。

hガイドボランティアが見ごろの花の説明をしなが
ら園内を案内します。

a2月10日㈰、24日㈰ 10：30～11：30
　※雨天中止
b園内の正門前　d20人（先着順）
e入園料のみ

園内…ウメ、ツバキ、サザンカ、クリスマスローズ
温室…カトレア、パフィオペディラム、アロエ

園芸教室（サクラソウの育て方）

アイススケート場開催中

ミニ鉄道運行中

園内開花案内

春を呼ぶ梅まつり 子どもネイチャー教室

野鳥観察会

園内ガイドツアー

緑の相談所（園芸相談）

各
教室
共通

両日

新郷スポーツセンター・新郷南公民館からのお知らせ
h耐震補強等工事完了後の３月４日㈪に現在の仮事務所（新郷公民館２階）から

新郷スポーツセンターに戻ります。
※３月４日㈪、５日㈫は移転作業・電話回線工事のため、施設利用などの業務を

休止します。
※電話・ＦＡＸ番号の変更はありません。

a3月10日㈰ １３：００～１６：００
b体育武道センター２階競技場　c市内小・中学生
d１００人（先着順）　e１００円（保険料）※当日納付
fg２月１２日㈫～１８日㈪ ９：００～体育武道センターへ電話で
　　 i０４８-２５１-９２２７

スポーツ情報 ※新郷スポーツセンターは、3月24日㈰から利用を開始します。
※西スポーツセンターのプールは、天井の調査・改修のため休止し、今年夏ごろの再開を予定しています。

hトレーニングルームを利用するために必須の講習会です。
c15歳以上のかた（中学生を除く）　※子ども同伴はご遠慮ください。
e500円　f2月20日㈬ 9：00～電話で（先着順）
o写真1枚（4×3㎝）、室内用運動靴、トレーニングウェア、タオル、本人確認書類
（運転免許証、保険証、学生証など住所が分かるもの）

※講習会受講後は、どの施設でも利用できます。利用の際は、講習会修了証を
持参してください。

3月分トレーニングルーム利用者講習会

3/8㈮、11㈪  10：00～（1回のみ）
3/23㈯、25㈪ 19：00～（1回のみ）

3/9㈯ 10：00～（1回目）、19：00～（2回目）
3/10㈰ 10：00～（1回目）、14：00～（2回目）

毎週日曜日10：00～（1回目）、14：00～（2回目）
3/13㈬、27㈬ 10：00～（1回のみ）

開催日時

西スポーツセンター
i048-251-6377

安行スポーツセンター
i048-296-1200

体育武道センター
i048-251-9227

戸塚スポーツセンター
i048-298-9993

施設名

東スポーツセンター
i048-222-4990

各10人

各15人

3/2㈯、5㈫、16㈯、19㈫
10：00～（1回目）、19：00～（2回目）

各10人

各10人

定員

（月～土曜日）10：00～20：00 （日曜・祝日）10：00～19：00
毎時00分開催、15分前までに受付（先着順5人）
f不要（3/27㈬はメンテナンスのため休止）

植草 歩 少年少女空手道教室
うえくさ あゆみ

おもちゃの病院 リサイクル家具類販売（競争入札）

定例朝いち親子フリーマーケット

サンアール朝日…2月4日㈪～18日㈪
リサイクルショップ、リサイクル工房、展示ホール…
2月10日㈰

a2月24日㈰ 9：00～11：45
（毎月第4日曜日）
b3階通路　
d10店舗（先着順）
c市内在住の小・中学生と保護者
f2月1日㈮～21日㈭ 
　8：30～電話で

a2月17日㈰ 11：00～15：00
※今月は第3日曜日に開催です。
e無料（部品代などがかかる場合があります）
bリサイクルプラザ4階実習室
f不要
※おもちゃの診療は
　1人1点です。

a2月24日㈰ 9：00～10：30
（毎月第4日曜日）
結果発表…11：00
内覧期間…2月17日㈰～23日㈯（18日㈪を除く）
※販売日は、リサイクルショップの無償品引渡しを

10：30～開始

朝日環境センター 年次点検
（臨時休館）

リサイクルプラザ 休館日…リサイクルプラザ 月曜、祝日
　　　　サンアール朝日 　月曜日（祝日の場合は翌日）

i048-228-5306 k048-223-6480
i048-228-5303
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サクラソウを使った寄せ植え講習会 臨時休所植物と骨董展

川口緑化センター 樹里安
ジ ュ リ ア ン

道の駅「川口・あんぎょう」
i048-296-4021  http://www.jurian.or.jp/

h植物の展示と植木鉢や骨董品の販売
a2月15日㈮～17日㈰ 9：00～17：00

h寄せ植え方法とその後の管理方法を学びます。
a2月23日㈯ 14：00～　
e2,500円　
d30人（先着順）
f2月20日㈬（必着）までに〒、住所、氏名、電話番

号、講習会名を記入の上、〒３３４-００５８　安行領
家844-２　川口緑化センター内川口園芸商協同
組合へはがきで

h施設点検のため
a2月4日㈪、5日㈫

巡回日
 6 ・20㈬
巡回日

 7 ・21㈭
 1 ・15㈮
13・27㈬
14・28㈭
巡回日
8・22㈮

10：00～11：00
領家公民館

10：00～11：00
道合神戸住宅
芝西公民館

芝スポーツセンター
朝日東公民館

10：00～11：00
安行東小学校

14：10～15：00
 東内野団地

14：10～15：00
安行原グリーンタウン

15：30～16：10
 江川運動広場

15：30～16：10
榛松第3公園

15：00～16：10
根岸小学校
武道センター

芝樋ノ爪小学校
元郷第4公園（蔵人公園は廃止）

2月移動図書館あおぞら号 巡回　※雨天中止

図書館

a3月20日㈬ 14：00～15：30
b1階講座室
講師…文化財課職員
d20人（先着順）
f2月13日㈬ 10：00～来館または電話で

休館日（館内整理日を含む）　
中央図書館…15日（第３金曜日）
前川・新郷・横曽根・戸塚・鳩ヶ谷図書館、芝園分室
…4日㈪、12日㈫、18日㈪、25日㈪、28日㈭

中　　央 i048-227-7611
前　　川 i048-268-1616
新　　郷 i048-283-1265

横 曽 根 i048-256-1005
戸　　塚 i048-297-3098
鳩 ヶ 谷 i048-285-3110
芝園分室 i048-269-2241

春季図書特別整理期間(休館)

歴史講座「御成道と新郷の街道」(新郷図書館)

横曽根図書館
前 川 図 書 館
鳩ヶ谷図書館

2月 5 日㈫～ 8 日㈮    
2月19日㈫～22日㈮   
2月26日㈫～3月1日㈮   

戸塚図書館　3月 5 日㈫～ 8 日㈮   
新郷図書館　3月12日㈫～15日㈮

アートギャラリー・アトリア

川口市小・中・高校書きぞめ展覧会
h各校の優秀作品、県展覧会出展・入

選作品を一堂に展示します。
a２月６日㈬～１１日㈷　e無料

展示室Ａ・Ｂとスタジオの貸し出しを行っています。作品発
表を中心としたアート活動の場として利用できます。詳細
はアトリアホームページをご覧ください。

貸しギャラリー共催展

照明工事のため、
２月２６日㈫～３月８日㈮は休館します。

休館日（臨時休館含む）…月曜日（祝日の場合は翌平日）、13日㈬～15日㈮
i048-253-0222　http://www.atlia.jp/　
開館時間…10：00～18：00（入館は17：30まで）

グリーンセンター
休園日… 2月  火曜日
　　　　3月  5日㈫、12日㈫、19日㈫、22日㈮
i048-281-2319　http://greencenter.1110city.com/　開園…9：00～17：00（入園は16：00まで） 

h園内に咲く約140本の梅を観賞できます。
※土・日曜、祝日にはキッチンカーが出店予定
a2月9日㈯～17日㈰　
筝和会による琴の生演奏
a16日㈯・17日㈰　
　　　①11：00～12：00 
　　　②13：30～14：30
b梅林

h園内に飛んで来る野鳥の観察と野鳥の好む木の
解説

a3月2日㈯ 9：30～11：30　※雨天中止
b園内　d20人（先着順）
o双眼鏡（事前予約で貸し出しあり）
e入園料のみ
講師…埼玉県生態系保護協会川口支部
f2月13日㈬ 9：00～電話で

hサクラソウの歴史や文化の解説と植え替えの実
習

a2月21日㈭ 10：00～11：30　
b研修所2階　d15人（先着順）
e500円　講師…グリーンセンター職員
f2月7日㈭ 9：00～電話で
※申込後のキャンセルは費用がかかります。

b林間教室
c幼児～小学生※未就学児は保護者同伴
d各20人（先着順） e200円（保険料含む）
f当日会場で15分前から

もうすぐ春がやってくる　冬のネイチャーゲーム
h春を迎える準備をしている自然の中で楽しむネイ

チャーゲーム
a2月17日㈰ 13：00～15：00
ピヨ・ピヨ・ひよことミラクル砲作り
h引っ張って遊ぶひよこのおもちゃとペットボトルの

空気砲の工作
a2月24日㈰ 12：00～15：00

a2月24日㈰まで開場
   9：00～16：00（入場は15：00まで）
休場日…火曜日
※悪天候、リンクコンディション不良のため休場す

る場合があります。
e一般540円

高校生（学生証提示者）320円
子ども（4歳～中学生）210円

※市内在住の68歳以上のかたは入場無料（住所、年
齢の確認できる保険証などの公的証明書を提示）

貸靴代…300円
ロッカー代…50円（返金式ではありません）
※手袋着用。幼児（未就学児）2人につき1人の保護

者（18歳以上）同伴
gアイススケート場
　i048-281-2524
　（開場期間中）

運行時間…10：00～15：00
e1回210円
※回数乗車券3枚つづり510円（当日限り有効）
※天候などにより運休する場合があります。

a2月2日㈯、6日㈬、10日㈰、13日㈬、16日㈯、20
日㈬、24日㈰、27日㈬

　10：00～12：00、13：00～15：00
※10日㈰、24日㈰は午後のみ。
※相談日は変更になる場合があります。

hガイドボランティアが見ごろの花の説明をしなが
ら園内を案内します。

a2月10日㈰、24日㈰ 10：30～11：30
　※雨天中止
b園内の正門前　d20人（先着順）
e入園料のみ

園内…ウメ、ツバキ、サザンカ、クリスマスローズ
温室…カトレア、パフィオペディラム、アロエ

園芸教室（サクラソウの育て方）

アイススケート場開催中

ミニ鉄道運行中

園内開花案内

春を呼ぶ梅まつり 子どもネイチャー教室

野鳥観察会

園内ガイドツアー

緑の相談所（園芸相談）

各
教室
共通

両日

新郷スポーツセンター・新郷南公民館からのお知らせ
h耐震補強等工事完了後の３月４日㈪に現在の仮事務所（新郷公民館２階）から

新郷スポーツセンターに戻ります。
※３月４日㈪、５日㈫は移転作業・電話回線工事のため、施設利用などの業務を

休止します。
※電話・ＦＡＸ番号の変更はありません。

a3月10日㈰ １３：００～１６：００
b体育武道センター２階競技場　c市内小・中学生
d１００人（先着順）　e１００円（保険料）※当日納付
fg２月１２日㈫～１８日㈪ ９：００～体育武道センターへ電話で
　　 i０４８-２５１-９２２７

スポーツ情報 ※新郷スポーツセンターは、3月24日㈰から利用を開始します。
※西スポーツセンターのプールは、天井の調査・改修のため休止し、今年夏ごろの再開を予定しています。

hトレーニングルームを利用するために必須の講習会です。
c15歳以上のかた（中学生を除く）　※子ども同伴はご遠慮ください。
e500円　f2月20日㈬ 9：00～電話で（先着順）
o写真1枚（4×3㎝）、室内用運動靴、トレーニングウェア、タオル、本人確認書類
（運転免許証、保険証、学生証など住所が分かるもの）

※講習会受講後は、どの施設でも利用できます。利用の際は、講習会修了証を
持参してください。

3月分トレーニングルーム利用者講習会

3/8㈮、11㈪  10：00～（1回のみ）
3/23㈯、25㈪ 19：00～（1回のみ）

3/9㈯ 10：00～（1回目）、19：00～（2回目）
3/10㈰ 10：00～（1回目）、14：00～（2回目）

毎週日曜日10：00～（1回目）、14：00～（2回目）
3/13㈬、27㈬ 10：00～（1回のみ）

開催日時

西スポーツセンター
i048-251-6377

安行スポーツセンター
i048-296-1200

体育武道センター
i048-251-9227

戸塚スポーツセンター
i048-298-9993

施設名

東スポーツセンター
i048-222-4990

各10人

各15人

3/2㈯、5㈫、16㈯、19㈫
10：00～（1回目）、19：00～（2回目）

各10人

各10人

定員

（月～土曜日）10：00～20：00 （日曜・祝日）10：00～19：00
毎時00分開催、15分前までに受付（先着順5人）
f不要（3/27㈬はメンテナンスのため休止）

植草 歩 少年少女空手道教室
うえくさ あゆみ

おもちゃの病院 リサイクル家具類販売（競争入札）

定例朝いち親子フリーマーケット

サンアール朝日…2月4日㈪～18日㈪
リサイクルショップ、リサイクル工房、展示ホール…
2月10日㈰

a2月24日㈰ 9：00～11：45
（毎月第4日曜日）
b3階通路　
d10店舗（先着順）
c市内在住の小・中学生と保護者
f2月1日㈮～21日㈭ 
　8：30～電話で

a2月17日㈰ 11：00～15：00
※今月は第3日曜日に開催です。
e無料（部品代などがかかる場合があります）
bリサイクルプラザ4階実習室
f不要
※おもちゃの診療は
　1人1点です。

a2月24日㈰ 9：00～10：30
（毎月第4日曜日）
結果発表…11：00
内覧期間…2月17日㈰～23日㈯（18日㈪を除く）
※販売日は、リサイクルショップの無償品引渡しを

10：30～開始

朝日環境センター 年次点検
（臨時休館）

リサイクルプラザ 休館日…リサイクルプラザ 月曜、祝日
　　　　サンアール朝日 　月曜日（祝日の場合は翌日）

i048-228-5306 k048-223-6480
i048-228-5303
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サクラソウを使った寄せ植え講習会 臨時休所植物と骨董展

川口緑化センター 樹里安
ジ ュ リ ア ン

道の駅「川口・あんぎょう」
i048-296-4021  http://www.jurian.or.jp/

h植物の展示と植木鉢や骨董品の販売
a2月15日㈮～17日㈰ 9：00～17：00

h寄せ植え方法とその後の管理方法を学びます。
a2月23日㈯ 14：00～　
e2,500円　
d30人（先着順）
f2月20日㈬（必着）までに〒、住所、氏名、電話番

号、講習会名を記入の上、〒３３４-００５８　安行領
家844-２　川口緑化センター内川口園芸商協同
組合へはがきで

h施設点検のため
a2月4日㈪、5日㈫

巡回日
 6 ・20㈬
巡回日

 7 ・21㈭
 1 ・15㈮
13・27㈬
14・28㈭
巡回日
8・22㈮

10：00～11：00
領家公民館

10：00～11：00
道合神戸住宅
芝西公民館

芝スポーツセンター
朝日東公民館

10：00～11：00
安行東小学校

14：10～15：00
 東内野団地

14：10～15：00
安行原グリーンタウン

15：30～16：10
 江川運動広場

15：30～16：10
榛松第3公園

15：00～16：10
根岸小学校
武道センター

芝樋ノ爪小学校
元郷第4公園（蔵人公園は廃止）

2月移動図書館あおぞら号 巡回　※雨天中止

図書館

a3月20日㈬ 14：00～15：30
b1階講座室
講師…文化財課職員
d20人（先着順）
f2月13日㈬ 10：00～来館または電話で

休館日（館内整理日を含む）　
中央図書館…15日（第３金曜日）
前川・新郷・横曽根・戸塚・鳩ヶ谷図書館、芝園分室
…4日㈪、12日㈫、18日㈪、25日㈪、28日㈭

中　　央 i048-227-7611
前　　川 i048-268-1616
新　　郷 i048-283-1265

横 曽 根 i048-256-1005
戸　　塚 i048-297-3098
鳩 ヶ 谷 i048-285-3110
芝園分室 i048-269-2241

春季図書特別整理期間(休館)

歴史講座「御成道と新郷の街道」(新郷図書館)

横曽根図書館
前 川 図 書 館
鳩ヶ谷図書館

2月 5 日㈫～ 8 日㈮    
2月19日㈫～22日㈮   
2月26日㈫～3月1日㈮   

戸塚図書館　3月 5 日㈫～ 8 日㈮   
新郷図書館　3月12日㈫～15日㈮

アートギャラリー・アトリア

川口市小・中・高校書きぞめ展覧会
h各校の優秀作品、県展覧会出展・入

選作品を一堂に展示します。
a２月６日㈬～１１日㈷　e無料

展示室Ａ・Ｂとスタジオの貸し出しを行っています。作品発
表を中心としたアート活動の場として利用できます。詳細
はアトリアホームページをご覧ください。

貸しギャラリー共催展

照明工事のため、
２月２６日㈫～３月８日㈮は休館します。

休館日（臨時休館含む）…月曜日（祝日の場合は翌平日）、13日㈬～15日㈮
i048-253-0222　http://www.atlia.jp/　
開館時間…10：00～18：00（入館は17：30まで）

グリーンセンター
休園日… 2月  火曜日
　　　　3月  5日㈫、12日㈫、19日㈫、22日㈮
i048-281-2319　http://greencenter.1110city.com/　開園…9：00～17：00（入園は16：00まで） 

h園内に咲く約140本の梅を観賞できます。
※土・日曜、祝日にはキッチンカーが出店予定
a2月9日㈯～17日㈰　
筝和会による琴の生演奏
a16日㈯・17日㈰　
　　　①11：00～12：00 
　　　②13：30～14：30
b梅林

h園内に飛んで来る野鳥の観察と野鳥の好む木の
解説

a3月2日㈯ 9：30～11：30　※雨天中止
b園内　d20人（先着順）
o双眼鏡（事前予約で貸し出しあり）
e入園料のみ
講師…埼玉県生態系保護協会川口支部
f2月13日㈬ 9：00～電話で

hサクラソウの歴史や文化の解説と植え替えの実
習

a2月21日㈭ 10：00～11：30　
b研修所2階　d15人（先着順）
e500円　講師…グリーンセンター職員
f2月7日㈭ 9：00～電話で
※申込後のキャンセルは費用がかかります。

b林間教室
c幼児～小学生※未就学児は保護者同伴
d各20人（先着順） e200円（保険料含む）
f当日会場で15分前から

もうすぐ春がやってくる　冬のネイチャーゲーム
h春を迎える準備をしている自然の中で楽しむネイ

チャーゲーム
a2月17日㈰ 13：00～15：00
ピヨ・ピヨ・ひよことミラクル砲作り
h引っ張って遊ぶひよこのおもちゃとペットボトルの

空気砲の工作
a2月24日㈰ 12：00～15：00

a2月24日㈰まで開場
   9：00～16：00（入場は15：00まで）
休場日…火曜日
※悪天候、リンクコンディション不良のため休場す

る場合があります。
e一般540円

高校生（学生証提示者）320円
子ども（4歳～中学生）210円

※市内在住の68歳以上のかたは入場無料（住所、年
齢の確認できる保険証などの公的証明書を提示）

貸靴代…300円
ロッカー代…50円（返金式ではありません）
※手袋着用。幼児（未就学児）2人につき1人の保護

者（18歳以上）同伴
gアイススケート場
　i048-281-2524
　（開場期間中）

運行時間…10：00～15：00
e1回210円
※回数乗車券3枚つづり510円（当日限り有効）
※天候などにより運休する場合があります。

a2月2日㈯、6日㈬、10日㈰、13日㈬、16日㈯、20
日㈬、24日㈰、27日㈬

　10：00～12：00、13：00～15：00
※10日㈰、24日㈰は午後のみ。
※相談日は変更になる場合があります。

hガイドボランティアが見ごろの花の説明をしなが
ら園内を案内します。

a2月10日㈰、24日㈰ 10：30～11：30
　※雨天中止
b園内の正門前　d20人（先着順）
e入園料のみ

園内…ウメ、ツバキ、サザンカ、クリスマスローズ
温室…カトレア、パフィオペディラム、アロエ

園芸教室（サクラソウの育て方）

アイススケート場開催中

ミニ鉄道運行中

園内開花案内

春を呼ぶ梅まつり 子どもネイチャー教室

野鳥観察会

園内ガイドツアー

緑の相談所（園芸相談）

各
教室
共通

両日

新郷スポーツセンター・新郷南公民館からのお知らせ
h耐震補強等工事完了後の３月４日㈪に現在の仮事務所（新郷公民館２階）から

新郷スポーツセンターに戻ります。
※３月４日㈪、５日㈫は移転作業・電話回線工事のため、施設利用などの業務を

休止します。
※電話・ＦＡＸ番号の変更はありません。

a3月10日㈰ １３：００～１６：００
b体育武道センター２階競技場　c市内小・中学生
d１００人（先着順）　e１００円（保険料）※当日納付
fg２月１２日㈫～１８日㈪ ９：００～体育武道センターへ電話で
　　 i０４８-２５１-９２２７

スポーツ情報 ※新郷スポーツセンターは、3月24日㈰から利用を開始します。
※西スポーツセンターのプールは、天井の調査・改修のため休止し、今年夏ごろの再開を予定しています。

hトレーニングルームを利用するために必須の講習会です。
c15歳以上のかた（中学生を除く）　※子ども同伴はご遠慮ください。
e500円　f2月20日㈬ 9：00～電話で（先着順）
o写真1枚（4×3㎝）、室内用運動靴、トレーニングウェア、タオル、本人確認書類
（運転免許証、保険証、学生証など住所が分かるもの）

※講習会受講後は、どの施設でも利用できます。利用の際は、講習会修了証を
持参してください。

3月分トレーニングルーム利用者講習会

3/8㈮、11㈪  10：00～（1回のみ）
3/23㈯、25㈪ 19：00～（1回のみ）

3/9㈯ 10：00～（1回目）、19：00～（2回目）
3/10㈰ 10：00～（1回目）、14：00～（2回目）

毎週日曜日10：00～（1回目）、14：00～（2回目）
3/13㈬、27㈬ 10：00～（1回のみ）

開催日時

西スポーツセンター
i048-251-6377

安行スポーツセンター
i048-296-1200

体育武道センター
i048-251-9227

戸塚スポーツセンター
i048-298-9993

施設名

東スポーツセンター
i048-222-4990

各10人

各15人

3/2㈯、5㈫、16㈯、19㈫
10：00～（1回目）、19：00～（2回目）

各10人

各10人

定員

（月～土曜日）10：00～20：00 （日曜・祝日）10：00～19：00
毎時00分開催、15分前までに受付（先着順5人）
f不要（3/27㈬はメンテナンスのため休止）

植草 歩 少年少女空手道教室
うえくさ あゆみ

おもちゃの病院 リサイクル家具類販売（競争入札）

定例朝いち親子フリーマーケット

サンアール朝日…2月4日㈪～18日㈪
リサイクルショップ、リサイクル工房、展示ホール…
2月10日㈰

a2月24日㈰ 9：00～11：45
（毎月第4日曜日）
b3階通路　
d10店舗（先着順）
c市内在住の小・中学生と保護者
f2月1日㈮～21日㈭ 
　8：30～電話で

a2月17日㈰ 11：00～15：00
※今月は第3日曜日に開催です。
e無料（部品代などがかかる場合があります）
bリサイクルプラザ4階実習室
f不要
※おもちゃの診療は
　1人1点です。

a2月24日㈰ 9：00～10：30
（毎月第4日曜日）
結果発表…11：00
内覧期間…2月17日㈰～23日㈯（18日㈪を除く）
※販売日は、リサイクルショップの無償品引渡しを

10：30～開始

朝日環境センター 年次点検
（臨時休館）

リサイクルプラザ 休館日…リサイクルプラザ 月曜、祝日
　　　　サンアール朝日 　月曜日（祝日の場合は翌日）

i048-228-5306 k048-223-6480
i048-228-5303


