施設の情報
5

月のイベント

入 場 料…一般 200円
科学展示室 年間入場券…一般 820円
※未就学児は無料

休館日…7日㈫、13日㈪、20日㈪、27日㈪、28日㈫
i048-262-8431 http://www.kawaguchi.science.museum

小・中学生 100円
小・中学生 410円

サイエンスショー

10：30

1日㈷、2日㉁、
6日（振）

──

9・16・23日㈭

──

11・18・25日㈯

──

12：00

──

眠れなくなる
宇宙のはなし

眠れなくなる 眠れなくなる
宇宙のはなし 宇宙のはなし

コズミック
フロント

──

眠れなくなる 眠れなくなる
4・5日㈷、
キッズアワー
12・19・26日㈰
宇宙のはなし 宇宙のはなし

コズミック
フロント

──

──

中
央
前
川
新
郷
休館日
（館内整理日を含む）
横 曽 根
中央図書館…17日
（第３金曜日）
塚
前川・新郷・横曽根・戸塚・鳩ヶ谷図書館、 戸
鳩 ヶ 谷
芝園分室…7日㈫、13日㈪、20日㈪、
芝園分室
27日㈪、31日㈮

5月移動図書館あおぞら号 巡回

i048-227-7611
i048-268-1616
i048-283-1265
i048-256-1005
i048-297-3098
i048-285-3110
i048-269-2241

※雨天中止

15：30～16：10
14：10～15：00
江川運動広場
東内野団地
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
15：30～16：10
14：10～15：00
安行原グリーンタウン
榛松第3公園

ぼくは、
フクロウと一緒に宇宙をめぐる時間旅行に出かけた。―ぼくは、
もっとも
っと宇宙を知りたい！眠れなくなる宇宙のはなし。宇宙をトコトン考えよう！原作
佐藤 勝彦 氏
（宇宙物理学者）
（星空生解説約30分+番組20分）

「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
なると言われています。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）

キッズアワー

5月のテーマ「大きい星座小さい星座」

星空やテーマにそった内容を子ども
（小学校低学年）
向けに解説します。
星座物語
「からす座神話」
（約5分）
も投影します。

天文台

b総合棟屋上

ガイドツアー
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

夜間観測会
開催日

主な観測対象

11日㈯

月

25日㈯

球状星団

受付時間

公開時間

19：00～19：30

19：30～20：30

設

図書館

「眠れなくなる宇宙のはなし」

施

a①6月22日㈯ ②6月29日㈯ ③7月6日㈯
ビギナーコース(小学3年生向け) 9：45～10：45
マスターコース
（小学４～6年生向け）11：00～12：00
d各コース12人
（申込多数の場合は抽選） e800円
（材料費）
f5月31日㈮
（必着）
までに往復はがき(1人1枚)、
または科学館ホームページで
※詳細は科学館ホームページをご覧ください。

一般投影

附

（3回連続講座）
第1期サイエンスクラブ
「海博士になろう」

「開館記念日無料公開」
をご覧ください。

寄

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

──

期

うきうき探検

──

納

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
a12・19・26日㈰ 11：30 所要時間…約30分 d8組
（先着順）
c小学3年～高校生と保護者 f当日科学展示室で整理券配布

15：30

パブリック

にこにこ実験室
「消える!?液体のナゾ」

15：00

集

a1日㈷、6日（振）11：30、13：00、14：30「ビー玉万華鏡をつくろう」
12・19・26日㈰ 13：00、14：30「くるくるマグネット」
所要時間…約30分 d各20人
（先着順）
e
「ビー玉万華鏡をつくろう」400円 「くるくるマグネット」250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

13：30

眠れなくなる 眠れなくなる
キッズアワー
宇宙のはなし 宇宙のはなし

募

どきどきサイエンス

所要時間…約50分

イベント

a2日㉁、4日㈷ 11：30、13：00、14：30 11日・18日・25日㈯ 13：00、14：30
2日、4日
「チリメンモンスターをさがせ！」
作るもの 11日
「プラ板でアクセサリー」 18日
「びくびくむし」
25日
「ストロケット」
所要時間… 約20分 d各50人 ※未就学児は保護者同伴

d160人

※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

3日㈷
開館記念日

わくわくワーク

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

投影日

b3階

講習・講演

開館時間…9：30～17：00
（入館は16：30まで）

a日曜日 13：40、15：10 所要時間…約30分
5日
「GW特別サイエンスショー」 19日
「すごいぞ空気」
テーマ
12・26日
「パラボラ実験」

巡回日
15㈬
巡回日
16㈭
17㈮
8・22㈬
9・23㈭
巡回日
10・24㈮

※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。

祉

科学展示室

観 覧 料…一般 410円 中学生以下 200円
640円 中学生以下 820円
プラネタリウム 年間観覧券…一般 1，

プラネタリウム

a5月6日（振）まで※5月3日㈷を除く
h科学展示室・プラネタリウム・天文台で期間中いろいろなイベントを開催し
ています。 ※詳細は科学館ホームページをご覧ください。

bSKIPシティ内

福

GWイベント

一般情報

科学館（サイエンスワールド）

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）

開館記念日無料公開 5月3日㈷

※地下駐車場は有料

科学展示室 開館時間…9：30～17：00 ※鉄道模型手動運転は有料

わくわく屋台村…いろいろなものづくりを無料で体験できます。
開催時間…10：00～16：00 ※未就学児は保護者同伴

プラネタリウム （観覧には無料観覧券が必要です。各回約30分）
開始時刻

①10：30

②11：40

③12：50

④14：00

⑤15：10

内容

番組

星空の生解説

番組

星空の生解説

番組

番組…
「HAYABUSA2」
※観覧券は、①②は9：30から、③～⑤は12：00から、1階科学館入口前で各
160人
（先着順）
に配布
（並んだかたのみ）

天文台

特別ガイドツアー

開催時間…13：00～14：00 所要時間…約20分
f当日13：00～科学館入口前で ※雨・強風の場合は中止

o…持ち物 f…申込・提出・応募 g…問い合わせ m…Eメール i…電話
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施設の情報
一般情報

メディアセブン

休館日…17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/
詳細はホームページをご覧ください。イベントは都合により変更になることがあります。

大人のアート教室
（体験） c高校生以上

福 祉

楽しく体験できる映像コンテンツや8Kテレビの視聴コーナー
などを常設。
ミーティング
ルームA

プレゼン
テーション
スタジオ

エレベーター

ワークスタジオB

幼児スペース/
ワークショップスペース
受付

講習・講演

コミュニケーション
スタジオ
ミーティング
ルームB

花の水彩画・デッサン
a5月22日㈬ 14：00～16：00
d20人 e1，
000円

8K映像視聴スペース

川口の歴史や産業、自然などの映
像も上映しています。新たな川口
の魅力を発見してみてください。

イベント

多目的
スタジオB
スタジオA

募
集

h映像の原理「ソーマトロープ」制作や水彩画「たらしこみ絵」
でブックカバーを作ります
a5月1日㈷～6日（振）、12・19・26㈰ 11：00～15：00
f当日11：00～受付で e500円程度
（材料費）

パブリック

SNSを始めてみよう
hタブレットを使っての情報発信 初級編
a5月16日・30日㈭ 14：00～16：00 d各16人
e1,000円 c初心者から

納
期

親子と小学生のためのアートセラピー教室
寄
附
施

hうまい下手関係なく楽しめるアートの教室です。
芸術表現が心に働きかけ、心の成長や癒しをもたらします。
※テーマを変えて毎月開催します。
テーマ…一歩踏み出すアート
「風にはためく色」
a5月12日㈰ 10：00～12：00 c2歳～小学2年生と保護者 d10組
14：00～16：00 c小学生 d10人
e初回のみ500円 ※2回目以降3,500円
（別途材料費）

設

リサイクルプラザ
i 048-228-5306
k048-223-6480
サンアール朝日
i048-228-5303
i 048-228-5303

※おもちゃの診療は1人1点です。

a5月12日㈰ 11：00～15：00
（第2日曜日）
b4階実習室 e無料
（部品代がかかる場合があります） f不要

生涯学習プラザ
ハッピーコンサート
～ジャズスタンダードナンバーへの誘い～
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大人の簡単プログラミング教室

①パワーポイント入門
（2日完結）
a7日㈮、11日㈫ 10：30～15：30
※昼食休憩あり d16人
e3,500円
（テキスト代含む）
②楽しく作ってみよう暑中見舞い
a16日㈰ 10：30～12：30
d16人
e1,000円

③初心者PC相談会
a16日㈰ 13：30～15：00
（受付13：15～14：30）
e無料
④Excel入門(2日完結）
a29日㈯、30日㈰ 10：30～15：30
※昼食休憩あり d16人
e3,500円
（テキスト代含む）

hタブレットを使って撮影していきます。
a5月２５日㈯ 10：30～12：00/13：00～14：30/15：00～16：30
d各１０人
（先着順） e８００円 c小学生
（小学3年生以下は保護者同伴）

a5月11日㈯、18日㈯ 15：30～18：00 d10人
e各2,000円 ※自分で作成テーマや参加回数は調整
c中学生以上の初心者からキャリアアップを目指すかた

a5月25日㈯ 14：00～15：00
（開場13：30～）
b１階ホール
d100人
（当日先着順）
c市内在住の小学生以上
（小学生は保護者同伴）
e無料

6月から大人のアート教室・子どものアート教室を開催します。

カラフルなキューブで大きな絵をかいてみよう

作ってわかる！Webアプリ制作講座

生涯学習プラザ開館記念事業第2弾

惑星のデザイン
a5月29日㈬ 16：
３0～18：00
d15人 e1，
000円

タブレット教室なども定期開催します。詳細はホームページをご覧ください。

ものづくりワークショップ

おもちゃの病院

花の水彩画
a5月22日㈬ 16：
３0～18：00
d15人 e1，
000円

6月のパソコン教室

催し/ワークショップ

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）

子どものアート教室
（体験） c小・中学生

h小学生から使えるプログラミング
「ビスケット」
を使っての超初級編
a5月23日㈭ 14：00～16：00
e1,000円 cどなたでも d16人

ワークスタジオA
企画展示スペース

リサイクルプラザ

野菜の水彩画・デッサン
a5月29日㈬ 14：00～16：00
d20人 e1，
000円

申込
方法

各イベント開催日の10日前までに来館、ホームページ、往復は
がきで
（申込多数の場合は抽選）
※詳細はホームページをご覧ください。

デジタルアトラクション
hバグズハンター
（虫取り）
：親子で体を動かして楽しむことができます。
ごっこランド：楽しみながら仕事体験ができます。
a５月7日㈫～ 平日 10:00～20:00 土・日曜、祝日 9:00～18:00
e無料 f不要

リサイクル家具類販売
（競争入札）
a5月26日㈰ 9：00～10：30
（第4日曜日） 結果発表…11：00
内覧…5月19日㈰～25日㈯
（20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

定例朝いち親子フリーマーケット
a5月26日㈰ 9：00～11：45
（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 f5月7日㈫～23日㈭ 8：30～電話で

休館日…月曜日
（祝日の場合は翌平日）
住所…上青木西1-2-25 i048-253-1444 k048-256-6433

赤ちゃんと一緒にふれあいセミナー（旧赤ちゃんサロン）
～お母さんの体操・ベビーマッサージ育児相談など～

a6月21日㈮ 13：30～15：30 b１階日本間
c市内在住の3カ月～1歳未満児と母親
d15組30人
（先着順） e500円
（オイル代、保険料など）
o母子健康手帳、バスタオル、
おむつ
f5月21日㈫ 9：00～電話で
※当日・前日に予防接種を受けたかたは参加できません。

a…日時・期間 h…内容 b…場所 c…対象 d…定員 e…費用・料金

施設の情報
※西スポーツセンターのプールは、天井の改修のため休止し、今年夏ごろの再開を予定しています。

6月分トレーニングルーム利用者講習会

スポーツ教室

西スポーツセンター
i048-251-6377

6/10㈪、14㈮ 10：00～
（1回のみ）
6/22㈯、24㈪ 19：00～
（1回のみ）

各15人

安行スポーツセンター 6/8㈯ 10：00～
（1回目）
、19：00～
（2回目）
各10人
i048-296-1200 6/9㈰ 10：00～
（1回目）
、14：00～
（2回目）
体育武道センター
i048-251-9227

各10人

h薬剤師の解説を聞きながら、園内の薬用植物を
探索します。
a5月19日㈰ 10：00～12：00
bコミュニティ広場に集合
講師…
（一社）
川口薬剤師会
d10人
（先着順） e無料
f5月9日㈭ 9：00～電話で

園芸教室
「ハーブの育て方と使い方」

o…持ち物 f…申込・提出・応募 g…問い合わせ m…Eメール i…電話

ミニ鉄道の運行
運行時間…10：00～16：00 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。

緑の相談所
（園芸相談）
a5月1日㈷、4日㈷、6日（振）、8日㈬、11日㈯、12
日㈰、15日㈬、18日㈯、19日㈰、22日㈬、25日
㈯、26日㈰、29日㈬
10：00～12：00 13：00～15：00
※12日㈰、19日㈰、26日㈰は午後のみ。
※相談日は変更になる場合があります。

園内ガイドツアー
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。
a5月12日㈰、19日㈰、26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

園内開花案内
園内…ツツジ、
ハナミズキ、バラ
温室…ハナキリン、
カトレア、熱帯スイレン、バナナ

2019.5 広報かわぐち
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設

hハーブの育て方やバジルペーストの作り方を学
びます。
a6月9日㈰ 10：00～12：30
b研修所2階 講師…園藤 祐子 氏
d15人
（先着順） e1,500円
（苗つき）
f5月16日㈭ 9：00～電話で

グリーンセンターで薬草を見てみよう

h杜松宝とモミジを寄せ植えし、管理方法を学びます。
a6月16日㈰10：00～12：00 b研修所2階
講師…矢島 正 氏
d20人
（先着順） e3,000円
（苗つき）
f5月23日㈭ 9：00～電話で

施

h今話題のパークヨガを開放的で美しいグリーン
センターの芝生で行います。
a5月11日㈯ 11：00～、13：00～、15：00～
（各75分）
b大芝生 d各50人（先着順）
e500円（2人以上で割引）
協力…ホットヨガスタジオ カルド川口
f電話で受付中

サボテン展
hいろいろな多肉植物とサボテンの展示。サボテン
に関する相談・診断コーナーも開設します。
a6月1日㈯、2日㈰ 9：30～16：00
b緑のアトリエ

園芸教室「小さい森を盆栽でつくろう」

附

青空と新緑を満喫する
「パークヨガ」

①カブト虫を育てよう
a5月18日㈯、6月22日㈯、7月27日㈯、9月7日
㈯、12月7日㈯ 13：00～15：00
b林間教室 d20人
（先着順）
c全5回出席できる幼児から小学生(未就学児は保
護者同伴)
※夏休み期間中に交替でエサやりがあります。
e年間1,000円
（保険料含む、初回時支払い）
※参加するお子さん1人と保護者1人の入園料は無料
f5月10日㈮ 9：00～電話で
②茶摘みとお茶作り
hグリーンセンター内に植えられているお茶の木か
ら芽、葉を摘んでお茶を作ります。
a5月12日㈰ 12：00～15：00
③押し花で遊ぼう
h押し花でしおりなどを作ります。
a6月9日㈰ 13：00～15：00
b林間教室 d20人
（先着順）
②③ c幼児～小学生 ※未就学児は保護者同伴
共通 e1人200円
（保険料含む）
f当日会場で15分前～
（先着順）

h約80点のサツキ盆栽の展示。大臣賞を始め各種
受賞作品が並びます。
a5月22日㈬～27日㈪
b花壇広場 大パーゴラ

寄

子どもネイチャー教室

期

花と緑のサツキ展

休園日… 5月 火曜日
6月 火曜日、17日㈪
i048-281-2319 http://greencenter.1110city.com/
開園…9：00～17：00
（入園は16：00まで）

納

グリーンセンター

川口市スポーツ推進審議会委員募集
hスポーツの推進に関することを審議します。
c次のすべてに該当するかた
①市内に在住、在勤、在学で満１８歳以上
（応募日現在）
のかた
②スポーツに関心があり、平日の昼間に開催する会議に継続して出席できるか
た
（年２回程度）
③スポーツの推進について意見を述べることができるかた
d２人
（委員総数は１５人） 任期…７月２３日㈫から２年間
e条例に基づき支給
（交通費なし）
申込書…スポーツ課と本庁舎１階市政情報コーナーで配布。市ホームページか
らダウンロードもできます。
f「川口市のスポーツの推進について」
をテーマに、指定の書式に600字以上
800字以内で小論文を作成し、申込書に必要事項を記入の上、
５月１０日㈮～
６月７日㈮までにスポーツ課へ郵送・Eメールまたは持参。書類選考で決定、結
果は応募者全員に郵送で通知
※他の審議会などの委員に就任していないかたを優先
※提出書類は返却・公開しません。
g〒332-8601 青木２-１-１ スポーツ課 i048-259-7657
m200.04000@city.kawaguchi.saitama.jp

パブリック

新緑のハイキングへ・
・
・ようこそ
a5月26日㈰ 6：15集合
（6：30出発）
※川口駅西口リリア前集合
b赤城山
（鍋割山） 歩行時間…約3時間半
交通手段…貸切バス c18～70歳の山歩きが好きで健康なかた
d35人
（先着順）※雨天の場合は中止 e6,000円
（保険料含む）
o昼食、行動食、雨具
（傘は不可）
、登山靴、飲料水など ※汁物サービスあり
（榎本）
へ電話またはＥメールで
f5月6日（振）～15日㈬に山岳連盟
i080-1071-4638 mpc180084-1797@tbt.t-com.ne.jp

初級ゴルフ教室
a6月4日～7月2日の火曜日
（全5回）14：00～15：00
bフォーシーズンズゴルフガーデン
（安行領根岸2141-1）
c市内在住・在勤で18歳以上のかた d10人
（先着順）
e13,000円
（保険料含む） f5月8日㈬ 9：00～電話で

集

（月～土曜日）
10：00～20：00
10：00～19：00
戸塚スポーツセンター （日曜、祝日）
（先着順5人）
i048-298-9993 毎時00分開催、15分前までに受付
f不要
（6/26㈬はメンテナンスのため休止）

i048-254-3575

募

毎週日曜日
10：00～
（1回目）
、14：00～
（2回目）
6/12㈬、26㈬ 10：00～
（1回のみ）

●公益財団法人 川口市スポーツ協会

イベント

各10人

女性水泳教室
a5月20日～7月8日の月曜日
（全8回）10：00～12：00
c市内在住・在勤で18歳以上の女性 d30人
（先着順）
e2,400円
（毎回別途ロッカー代50円） f5月10日㈮ 10：00～電話で

講習・講演

定員

6/1㈯、4㈫、15㈯、18㈫
10：00～
（1回目）
、19：00～
（2回目）

●東スポーツセンター i048-222-4990

祉

開催日時

東スポーツセンター
i048-222-4990

※申し込みの際は、電話番号をご確認の上、
くれぐれも
かけ間違いのないようお願いします。

福

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、
ロッカー代50円
（戸塚スポーツセンターを除く）
f5月15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。
施設名

一般情報

スポーツ情報

施設の情報
一般情報

ジ ュ リ ア ン

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

川口緑化センター 樹里安
春の小品盆栽展

福 祉

h盆栽、下草、盆栽鉢、盆栽道具などの展示・販売
a5月17日㈮～19日㈰ 9：00～17：00

ハーブでスッキリ楽しむ寄せ植え講習会

講習・講演

h寄せ植えデザイナー協会代表講師による講習会
a5月19日㈰ 14：00～
d20人
（先着順） e2,500円
f5月14日㈫までに川口緑化センターへ電話で
さ つき

皐月展

d30人
（先着順） e2,500円
f5月22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

第22回春の園芸フェスタ
h植木、草花、盆栽などの展示・販売。園芸相談、野
菜販売、川口市観光物産協会による物産販売
a5月25日㈯、26日㈰ 10：00～18：00

初夏の古典園芸植物展
ふう き らん

イベント

h皐月盆栽の展示・販売
a5月23日㈭～26日㈰ 9：00～17：00
皐月の手入れ講習会
a5月26日㈰ 13：30～ d10人
（先着順）e無料

バラを使ったガーデニング講習会
hバラと季節の植物を使った寄せ植えの作成方法
とその後の管理方法の講習会
a5月25日㈯ 14：00～

さい しん

h南天、富貴蘭、細辛、
オモト、山野草などの古典園
芸植物の展示・販売
a6月1日㈯、2日㈰ 9：00～17：00

ウチョウラン展

ション
（9日㈰ 14：00～）
a6月7日㈮～9日㈰ 9：00～17：00

労働安全衛生法に基づく講習会
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育講習会
a6月8日㈯ 8：30～17：00
d10～25人
（先着順）
※助成金の支給を希望するかたは、受講日の1週間
前までに最寄りのハローワークに必要書類を提
出してください。※詳細はお問い合わせください。
f5月15日㈬までに川口緑化センターへ電話で
熱中症予防教育講習会
a6月9日㈰ 10：00～15：00
d10～25人
（先着順）
f5月15日㈬までに川口緑化センターへ電話で

会議室の利用

hウチョウランの展示・販売
a6月1日㈯、2日㈰ 9：00～17：00

初夏の盆栽展
h盆栽の展示・販売、盆栽の手入れデモンストレー

消費税率引き上げにより、10月以降分の会議室利
用料を変更する予定です。詳細はホームページをご
覧ください。

募
集

アートギャラリー・アトリア

休館日…月曜日
（祝日の場合は翌平日） 開館時間…10：00～18：00（入館は17：30まで）
i048-253-0222 http://www.atlia.jp/

パブリック

貸しギャラリー

春の企画展〈絵画展...なのか？〉

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。
f利用許可申請書に必要事項を記入の上、申込受付期間中に郵送・FAXまたは
持参。
申請書…アトリア窓口で配布。ホームページからダウンロードもできます。

納

貸 出

期

展示室Ａ・Ｂ

スタジオ

申込受付

公開抽選日

（申込多数の場合）

2020年3月10日㈫～15日㈰
2020年3月17日㈫～22日㈰

寄

2020年3月24日㈫～29日㈰

2019年
5月1日㈷～31日㈮

2019年
6月2日㈰

2020年6月 9 日㈫～14日㈰

a5月12日㈰まで 10：00～18：00
（土曜日は20：00まで開館）
e300円
（会期中何度でも入場できるパスポート制）
※高校生以下無料
※20人以上の団体、65歳以上のかた、障害者手帳
をお持ちのかたと付添1人は半額

アートさんぽ
タイトル マンホールをめぐって～足元にある世界～

附
施

日時

6月8日㈯ 13：30～17：00
（受付13：15～）
集合…13：30 アトリア
解散…17：00 川口駅東口キュポ・ラ広場（予定）

内容

鋳物業が盛んな川口ならではの産出品であるマンホールを見て歩き
ます。多彩なデザインを可能にする高度な技術、都市開発に埋もれ
たまちの記憶などにも触れながら、普段は気に留めない足元からま
ちの魅力を見つめ直します。

展示案内

設

■百瀬裕明平面作品展
a5月21日㈫～26日㈰ 初日15：00から／最終日15：00まで
hリバースからプラネットへと変貌を遂げた80年代後半から現在に至る作品を
展示します。
■山口昌子写真展 町内会の野球場へ行こう！
ｉ
ｎ川口
a5月22日㈬～6月2日㈰ 11：00～18：00／最終日17：00まで
h青木町公園の野球場を拠点としてモノクローム銀塩写真30点を展示します。
■熊谷晴子 日高衣紅 2人展
a5月29日㈬～6月2日㈰ 11：00～18：00／最終日16：00まで
hそれぞれ全く違う世界をもった2人の作品を同じ空間に展示します。

第9回 公募 新鋭作家展 申込受付
h人や場所に関係していくことで新しい価値・視点の提示を目指すアーティスト
を展示・活動のプランにより公募します。優秀者2人(組)は、来年主催者と一
緒に企画段階から展覧会の開催に携わっていただくとともに制作補助費とし
て40万円を贈呈します。
f6月2日㈰
（必着）
までに郵送または持参
審査員…住友 文彦
（アーツ前橋館長）
、前山 裕司
（新潟市美術館館長／美術評
論家）
、村田 真
（美術ジャーナリスト／画家）
※応募要項・出展申込票のダウンロードなど詳細はホームページをご確認ください。

2019年度 サポートスタッフ募集

同 （1

展
画
リ
ト
企 ?〉
リ
の か
キ
春 .なの
ア・ .. 券 可
リ 展 待 場
ト 画 招 者も入限り）
ア 〈絵
伴 回

hワークショップや講座、展示作業のサポート ほか
活動期間…2020年4月末日まで
（以降は1年ごとの更新）
c中学生以上(18歳未満は保護者の同意が必要)、
経験不問 f5月31日㈮までに電話で
※詳細はお問い合せください。
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2019.5 広報かわぐち

対象/定員 長時間の歩行に支障がない中学生以上（18歳未満は保護者の同意が必要）/20人
講師

白浜 公平 氏
（マンホール愛好家）
料金
長谷川 善一 氏
（長谷川鋳工所社長／彫刻家）

500円

ワークショップ
タイトル アトリアデビュー 色の中にとびこもう！
日時 6月9日㈰ A10：30～12：30 B14：30～16：30
内容

大きな大きな色画用紙の上で絵の具あそび。みんなでのびのび描い
てみたら思わぬ色・かたちが生まれるかもしれません。はじめてのか
たも大歓迎です。

対象/定員 年中・年長／各15人※申し込み時にA・Bどちらかをご記入ください
料金 500円
講師 伊藤 泰雅 氏
（画家）

締切日までに申込先へ。申込多
申込 はがき・FAX・Eメールに①～⑥を記入の上、
方法 数の場合は抽選。
当落結果は締切日から約１週間後にはがきで通知します。

①希望のイベント名 ②参加者全員の名前
（フリガナ）③年齢(学年)、性別
④〒、住所（集合住宅の場合は建物名も）⑤電話番号（緊急時に連絡が取れるもの）
⑥このイベントを知ったきっかけ
（例：広報かわぐちを見た）
■申込締切日…5月22日㈬必着
「イベント」
係
■申込先…〒332-0033 並木元町1-76 アートギャラリー・アトリア
k048-240-0525 msummer2019@atlia.jp
（イベント受付のみ有効）
※同一イベントに一人で複数の申し込みはできません。
ご注意
同一イベントを希望の同居家族に限り、併記可能です。その際は対
象年齢にご注意ください。

a…日時・期間 h…内容 b…場所 c…対象 d…定員 e…費用・料金

