施設の情報

・休園をすることがあります。
をご覧いただくか各施設にお問い合わせください。
中
前
新
横 曽

央
川
郷
根

i048-227-7611
i048-268-1616
i048-283-1265
i048-256-1005

一般情報

図書館

8月の休館日
（館内整理日を含む）
中央図書館…21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…
3日㈪、
１1日㈫、17日㈪、24日㈪、28日㈮、31日㈪
https://www.kawaguchi-lib.jp/

戸
塚 i048-297-3098
鳩 ヶ 谷 i048-285-3110
芝園分室 i048-269-2241
※芝北・南鳩ヶ谷文庫は中央図書館へ
お問い合わせください。

Twitter

ホームページ

●８月の移動図書館はお休みです。

イベント

川口緑化センター

講習・講演

図書館ホームページの左下にあるア
イコンからも、川口市立図書館の公
式アカウントがご覧いただけます。

川口市立図書館のお知らせは、図書館ホームページや公式
Twitterからもご覧いただけます。
図書館ホームページでは、
イベント情報や本などの検索･予
約のほか、点字・録音図書利用者のページなどがご利用いた
だけます。
また、公式Twitterでは移動図書館の実施状況など、川口市
立図書館全体の情報を発信しています。

祉

図書館マスコット
ぶっくぶんぶん

福

図書館ホームページとツイッター

ソーシャルアカウント

会議室・日本間の貸し出し

パブリック

アートギャラリー・アトリア

集

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

募

※詳細は緑化センターホームページをご覧ください。 hイベントや花と緑の情報などをお届けするため、
ソーシャルアカウントを活用しています。
※新型コロナウイルス感染症対策のため利用制限
LINE …………@ama7788g
があります。
Facebook……@jurian.angyo
Twitter ………@jurian_center
Instagram……jurian.angyo

ジ ュ リ ア ン

樹里安

休館日…月曜日
（祝日の場合は翌平日）
開館時間…10：00～18：00
（企画展開催中の土曜日は20：00まで）
※入館は閉館30分前まで i048-253-0222 http://www.atlia.jp/

納

しんちゅう

たのしい実技講「真鍮でつくるバターナイフ」
容

象

18歳以上の金属アレルギーのないかた

定

員

各6人

ご注意

参加費

500円
えんどうなつか

設

対

今出 央介
（金工作家）

施

師

附

いまで おうすけ

講

寄

[Ａ] 9月12日㈯ 13:30～16:00
[Ｂ] 9月13日㈰ 13:30～16:00
※必ずA･Bどちらかを選択してください。

申込方法

日 時

はがき・FAX・Eメールに①～⑥を明記の上、
締め切り日までに申し込み先へ。申し
込み多数の場合は抽選になります。当落結果は締切日から約一週間後にはがき
で通知します。
①希望の講座名・希望日時
（A・Bのいずれか。記入がない場合は無効）
②参加者の氏名
（ふりがな） ③年齢
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…8月26日㈬必着
■申し込み先…〒332-0033 川口市並木元町1-76
アートギャラリー・アトリア イベント係
k048-240-0525 msummer2020@atlia.jp

期

内

金属を叩いたり削ったり、手を動かすことで素材の温もりに
触れる講座です。真鍮を使って、
オリジナルのバターナイフ
を作ります。お手製の暮らしの道具で、日々の生活を彩って
みませんか。

※1人で複数の申し込みはできません。
※家族
（住所を同一にしている）
に限り、併記可能ですが対象年齢にご注意くだ
さい。
また、参加希望者全員の名前を記載してください。
※参加費は当日受付でお支払いください。
※メールアドレスはイベント申し込みのみ有効です。

きむら たけし

第9回新鋭作家展 優秀者 遠藤夏香、木村剛士〈ざらざらの実話〉
a8月30日㈰まで10:00～18:00
（土曜日のみ20:00まで）
e一般300円
（開催中何度でも入場できるパスポート制）
※高校生以下無料
※65歳以上のかた、障害者手帳をお持ちのかたと付き添い1人は半額
（団体利用の受
け付けを一時休止しています）

関連イベント

f不要 e無料
（別途観覧料）
cどなたでも
（主に大人向け）

タイトル

ギャラリートーク

内

会場内を巡りながら展示をご案内します。

容

日 時

8月22日㈯ 14:00～1時間程度

案

アトリアスタッフ

内

タイトル

アーティストトーク

内

出品作家の2人が本展発表作を中心にお話しします。

容

日 時

8月30日㈰ 15:00～1時間程度

講

遠藤 夏香 氏、木村 剛士 氏

師

〉
話
実
の
画
ト
企 ざら
リ
・
ら
キ
ア ざ
リ 展〈 券 可
ト
ア 作家 待 入場 ）
鋭
招 者も 限り
新
伴 1回
9回
リ

※ご来館の際には、アトリアホームページのインフォメーション内『来館される皆様へお願い』
をご確認ください。

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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展

同 （

施設の情報

新型コロナウイルス感染症対策のため、臨時休館・
開館状況やイベントなどの情報は、ホームページを

一般情報

科学館（サイエンスワールド）

福 祉

科 学
展示室

8月の休館日…3日㈪、11日㈫、17日㈪、24日㈪、31日㈪
b上青木3-12-18
（SKIPシティ内） i048-262-8431
http://www.kawaguchi.science.museum ※家にいても科学を学べる
「学習支援コンテンツ」公開中！

入 場 料…一般 210円 小・中学生 100円
年間入場券…一般 830円 小・中学生 410円

プラネタ
リウム

※未就学児は無料
※入場人数を100人までに制限しています。

観 覧 料…一般 410円 中学生以下 210円
年間観覧券…一般 1，
670円 中学生以下 830円
※未就学児で席を使用しない場合は無料
※3歳未満は観覧をお断りする場合があります。
※入場人数を70人までに制限しています。

Facebook

ホームページ

わくわくワーク

サイエンスサマーフェス２０２０

～夏の午前は科学館で実験・工作～

講習・講演

b科学展示室 開館時間…9：30～17：00
（入館は16：30まで）
a8月1日㈯～30日㈰
期間中は毎日10：30から実験や工作の教室を開催！
（25日㈫～28日㈮を除く）
今年の夏は早起きをして科学館で学ぼう！

h身の回りにある素材を使った簡単な工作教室
8月 4 日㈫「３面ソーマトロープ」 6 日㈭「スーパーストロケット」
18日㈫「クルクルのぼり虫」
20日㈭「バランスとんぼ」
時間…10：30～
（20分間） e無料
d各24人
（先着順、当日9：30～受付で整理券を配布）
※未就学児は保護者同伴 oマイバッグ

イベント

夏休み科学教室
夏しかできないこの体験！昆虫標本をつくってみませんか？

どきどきサイエンス
テーマのあるものづくり・観察・実験などを行う教室
開催日

テーマ

募

8月2日㈰、5日㈬、7日㈮、9日㈰、10日㈷

材料費

骨格標本に挑戦！ 700円

集

8月16日㈰、19日㈬、21日㈮、23日㈰、30日㈰ 化石の正体

300円

パブリック

時間…10：30～
（30分間）
d各20人
（先着順、当日9：30～受付で整理券を配布）
※小学2年生以下は保護者同伴 oマイバッグ

期間展示「骨

開催日

講座名

8月12日㈬、14日㈮

本格！昆虫標本
（アトラスオオカブト）

8月13日㈭、15日㈯

本格！昆虫標本
（オオヒラタクワガタ）

時間・
・
・10：30～
（60分間） d各6人
（先着順、当日9：30～受付で整理券を配
布） c小学3年生以上 oマイバッグ

うきうき探検

納
期
寄

一般投影
「星の旅 -世界編-」
旅をすると風景が変わるように、星空にもその土地の見え
方があります。南十字星や天の川、
ウユニ塩湖の水鏡に映
る満天の星。3年の歳月をかけ世界の星を追い求めた奇
跡の映像作品。
（星空生解説約20分+番組29分）
b3階 d70人
時間…10：30～、14：30～
（約50分間）
©KAGAYA studio
（通常の時刻とは異なります）
※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分前まで販売します。
※キッズアワーは当分の間休止します。

天文台

附

ワークショップ

施

8月1日、22日㈯

シカ角クラフト体験

8月8日、29日㈯

透明標本をつくろう

時間…10：30～
（20分間）
e無料 d各10人
（先着順、当日
9：30～受付で整理券を配布）
※小学3年生以下は保護者同伴
oマイバッグ

設

グリーンセンター
8月の滝・大噴水
時間…10：00～10：30、14：00～14：30

園芸教室
「多肉植物でトピアリー」
hおしゃれなインテリアにもなる多肉植物の寄せ植
えの作り方と育て方を学びます。
a8月23日㈰ 10：00～12：00
bレストラン1階 d14人
（先着順）
cどなたでも
（小学4年生以下は保護者同伴）
e2，
100円
講師…大塚 敦子 氏
f8月5日㈬ 10：00～電話で

b総合棟屋上

天文台夜間天体ライブ配信
h望遠鏡で撮影した月や惑星をインターネットで配信します。
a８月4日㈫、15日㈯、26日㈬
※配信時刻などの詳細は科学館ホームページでご確認ください。

休園日… 8月 火曜日
9月 火曜日
（22日㈷を除く）
、23日㈬
開園時間…9：00～17：00
（入園は16：00まで）

ミニ鉄道
運行時間…10：00～16：00
e1回220円
※回数乗車券3枚つづり530円
（当日限り有効）
※天候により運休する場合があります。

緑の相談所
a8月5日㈬、8日㈯、9日㈰、19日㈬、22日㈯、
23日㈰
10：00～12：00、13：00～15：00
※相談日は変更になる場合があります。
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～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～

プラネタリウム

h絶滅したマンモスって知ってる？その
頭蓋骨が科学館にやってきた！大迫
力の巨大な牙にびっくりすることまち
がいなし！骨には多くの秘密があり、
そこから生物の生態がわかります。
骨ってなんだかこわい？そのイメージ
を科学館で変えてみよう！
a8月３0日㈰まで
※イベントの詳細は科学館ホームペー
ジでご確認ください。

テーマ

2,200円

a土曜日…11：30 配布時間…20分間 ※カードがなくなり次第終了

～科学館にマンモス上陸～」

開催日

材料費

i048-281-2319
http://greencenter.1110city.com/

園内ガイドツアー
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。
a8月9日㈰、23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…アメリカフヨウ、
サルスベリ
温室…熱帯スイレン、
ヘリコニア、
パラグアイオニバス
（葉）

h…内容 a…日時・期間 b…場所 c…対象 d…定員 e…費用・料金

施設の情報

・休園をすることがあります。
をご覧いただくか各施設にお問い合わせください。
b朝日4-21-33
休館日…月曜、祝日 i048-228-5306

一般情報

リサイクルプラザ

k048-223-6480

※館内各施設を利用の際は必ずマスク着用をお願いします。また入場する際、手指の消毒、体温計測をお願いします。

おもちゃの病院（毎月第2日曜日）

リサイクルショップからのお知らせ

内覧・入札期間…8月15日㈯～23日㈰
（17日㈪を除く）
時間…９
：00～16：00
結果発表…落札者のみご連絡します。

当分の間、開館時間を下記のとおりとします。
a10：00～12：00、13：00～15：00

定例朝いち親子フリーマーケット

パブリック

Wordでチラシ作り
a9月4日㈮ 10：30～12：30
e1,000円
（テキスト代含む）

納

パソコンで写真加工
a9月20日㈰ 10：30～12：30
e1,000円
（テキスト代含む）

期

Word
（2016）
入門
a9月26日㈯、
27日㈰ 10：30～15：30
※昼休憩あり
e3,500円
（テキスト代含む）

hZoomを使ってメディアセブンスタッフや参加者
同士で楽しくお話してみませんか？
Zoomに接続できたら、みんなでゆっくりお茶で
も飲みながらマスクケースを作ってみましょう。
※自宅でパソコンをZoomに接続して参加します。
※Zoom会議などの主催者向けの機能や操作方法
のレクチャーはありません。音声や映像の出し方
など基本的な操作のサポートと体験がメインで
す。
a8月31日㈪ 14：00～16：00
c18歳以上でZoom未経験者
d6人 e無料
マイク・カメラ付きでインターネットに接続可能なパソコン、
準備するもの Wi-FIなどのインターネット回線、
クリアファイル1枚、両面テー
プ、
はさみ、定規、好きな飲み物
※動作環境により参加できない場合があります。

m…Eメール

設

初めてのZoomでお茶会 時々 マスクケースづくり

10日前までにホームページまたは窓口で。
※
「初めてのZoomでお茶会時々マスクケースづく
り」
はホームページのみ
※申し込み多数の場合は抽選

施

小学生でも簡単！プロジェクションマッピング
h段ボール箱やボールなどの立体的なものに映像を映して、自分だけのプロ
ジェクションマッピングをつくります。初めてのお子さんでも簡単に挑戦でき、
仕組みが学べるワークショップです。
a8月22日㈯、29日㈯
12：45～13：45、14：00～15：00、15：15～16：15、16：30～17：30
（小学3年生以下は保護者同伴） e2,000円 d各5人
c小学生以上

附

申込方法

寄

h楽しく俳句の一歩を踏み出してみませんか。俳人として活躍する黒澤あき緒
先生が俳句の成り立ちや、作り方などの説明をします。
また、俳句作成後に句
会を行います。
a8月20日㈭ 13：00～17：00
（途中休憩あり）
c18歳以上 d9人 e1,000円

g…問い合わせ

c18歳以上でマウスの操作と文字入力
ができるかた d各16人

Wordの描画ツールと図ツールを使いこなそう
a9月4日㈮ 13：30～15：30
e1,000円
（テキスト代含む）

俳句を作ってみよう

f…申込・提出・応募

初級編

集

h粘土で作ったキャラクターを少しずつ動かして撮影します。
どんな動きを付けるのか？どんなお話にしていくのか？
絵コンテ作成から撮影まで体験することができます。
a8月16日㈰ 13：30～15：30
c小学生以上
（小学3年生以下は保護者同伴）
d6人
e2,000円
（材料費含む）

パソコン講座

募

粘土でコマドリアニメーション

o…持ち物

イベント

8月の休館日…21日㈮ 開館時間…平日10：00～21：00 土・日曜、祝日9：00～18：00
b川口1-1-1 キュポ・ラ7階 i048-227-7622
http://www.mediaseven.jp/

※新型コロナウイルス感染症対策のため、利用条件と施設の貸し出しに一部制
限があります。貸出施設の最新の状況やイベント募集情報などの詳細は、
メ
ディアセブンホームページをご確認ください。

講習・講演

休館日…月曜日
（祝日の場合は翌平日）
新型コロナウイルス感染症対策のため、当分の間電
話予約による2部入れ替え制とします。
①10：00～13：00 ②15：00～19：00
※①②間の時間は館内消毒のため入場できません。
※プールと更衣室のみの利用となります。
※予約は利用日の1週間前から受付
f10：00～17：00に電話で
（休館日を除く）

当分の間、実施しません。

メディアセブン

i048-228-5303

祉

サンアール朝日

福

a8月9日㈰ 11：00～15：00
（時間予約制）
bリサイクルプラザ4階実習室
e無料
（部品代などがかかる場合があります。）
f8月1日㈯ 9：00～電話で
田中
（おもちゃドクター）
i080-5448-9659

リサイクル家具類販売
（競争入札）

貸出施設の案内

※貸出施設では、無料で Wi-Fi が利用できます。

平日

10:30～12:30 13:00～15:00 15:30～17:30 18:00～21:00

プレゼンテーションスタジオ

1,040円

2,090円

2,090円

3,140円

コミュニケーションスタジオ

780円

1,570円

1,570円

2,610円

ミーティングルーム A/B

520円

1,040円

1,040円

2,090円

多目的スタジオ A

360円

720円

720円

1,460円

多目的スタジオ B

220円

420円

420円

720円

多目的スタジオ附属設備使用料

300円

300円

300円

300円

土・日曜、祝日

9:30～12:00 12:30～15:00 15:30～18:00

プレゼンテーションスタジオ

2,090円

3,140円

3,140円

コミュニケーションスタジオ

1,570円

2,090円

2,610円

ミーティングルーム A/B

1,040円

1,570円

2,090円

多目的スタジオ A

720円

1,090円

1,460円

多目的スタジオ B

360円

720円

1,090円

多目的スタジオ附属設備使用料

300円

300円

300円

i…電話
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施設の情報

新型コロナウイルス感染症対策のため、臨時休館・
開館状況やイベントなどの情報は、ホームページを

一般情報

スポーツ情報
スポーツ教室

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

福

●青木町公園総合運動場 i048-251-6893

●体育武道センター i048-251-9227

祉
講習・講演

アクアシェイプ
（水中エアロビクス）
教室
a9月15日㈫、18日㈮、29日㈫、10月2日㈮、6日㈫、9日㈮
（全6回）
10:00～12:00
c市内在住・在勤の18歳以上の女性 d20人 e3,000円
f8月24日㈪～31日㈪ 9:00～17:00に電話で
※申し込み多数の場合は9月1日㈫ 10：00～陸上競技場会議室で公開抽選

少年少女剣道教室
a9月2日～11月4日の水曜日(全10回) 17：30～18：30
b剣道場
c市内在住の小学生 d25人(先着順) e1,000円(保険料含む)
f8月3日㈪～14日㈮ 9：00～17：00に電話で

イベント

女性バドミントン教室
a9月2日～10月21日の水曜日(全8回) 11：00～13：00
b体育館
c市内在住・在勤の女性 d20人(先着順) e3,000円(保険料含む)
f8月3日㈪～14日㈮ 9：00～17：00に電話で

●西スポーツセンター i048-251-6377
初心者ピラティス教室
a9月11日～11月13日の金曜日
（全10回）15：00～17：00
c市内在住・在勤の１８歳以上のかた d10人 e3,000円
f9月1日㈫9：00～3日㈭17：00に電話で
※申し込み多数の場合は9月7日㈪ 10：00～公開抽選 ※当選者のみ連絡

募

少年少女柔道教室
a9月8日～11月10日の火曜日(全8回) 17：45～18：45
(9月22日、11月3日を除く)
b柔道場
c市内在住の小学生 d25人(先着順) e800円(保険料含む)
f8月3日㈪～14日㈮ 9：00～17：00に電話で

●北スポーツセンター i048-296-0761

集

女性スイミング教室
a9月28日㈪～10月28日㈬の月・水曜日
（全10回）10：00～12：00
c市内在住・在勤の18歳以上の女性
d30人
（先着順）
e3，
000円
（保険料含む） ※毎回別途ロッカー代50円
f8月17日㈪～31日㈪ 9：00～窓口で

パブリック

女性のための健康体操教室
～変化していくからだと向き合うためのエクササイズ～
a9月11日～11月6日の金曜日(全8回) 10：00～12：00
(10月2日を除く)
bエアロビクススタジオ
c市内在住・在勤の成人女性 d15人 e3,000円(保険料含む)
f8月3日㈪～14日㈮ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合は8月17日㈪ 10：00～公開抽選

●
（公財）
川口市スポーツ協会 i048-254-3575

納 期

市民選手権大会硬式テニスダブルス大会

寄
附
施
設

a9月13日㈰、20日㈰
（予備日 9月21日㈷）
b青木町公園内庭球場
（砂入り人工芝コート12面）
江川テニスコート
（ハードコート4面）
種目…男子の部
（一般、55歳以上）
女子の部
（一般、55歳以上）
ジュニアの部
（小学生男・女）
※申し込みが3組以下の場合は開催しません。
試合方法…トーナメント方式6ゲーム先取
（ノーアドバンテージ）
（エントリー数などにより変更する場合があります）
c男子の部・女子の部：市内在住・在勤の川口市テニス協会加盟者
ジュニアの部：オープン
e男子の部、女子の部…1ペア2,500円
ジュニアの部…1ペア2,000円
仮ドロー…川口市テニス協会ホームページに掲載します。
（8月下旬予定）
fg8月3日㈪～13日㈭に川口市テニス協会事務局へ
i090-6956-1719
※詳細は川口市テニス協会ホームページをご確認ください。

文化財センター
休館日…月曜日
（祝日の場合は翌平日）
開館時間…9:30～16:30
（入館は16:00まで）
http://kawaguchi-bunkazai.jp/center/

文化財センター…本町1-17-1 i048-222-1061
郷 土 資 料 館…鳩ケ谷本町2-1-22 i048-283-3552
旧 田 中 家 住 宅…末広1-7-2 i048-222-1061
歴史自然資料館…赤山501-1 イイナパーク川口
（赤山歴史自然公園）
内 i048-222-1061
※駐車場には限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

文化財センターと郷土資料館の夏休みキャンペーン
a８月１日㈯～２３日㈰

※毎年開催している
「夏休み体験教室」
は、新型コロナウイルス感染症対策のため中止します。

e小・中学生は無料

①クイズに答えて、
古代のお宝をGETしよう！
小学生限定！期間中に来館してクイズに答えると、
まがたま

特典として
「勾玉作りセット」
がもらえます。
※特典は無くなり次第配布終了
b文化財センター、郷土資料館
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ソフトテニス教室
a9月2日～10月14日の水曜日
（全6回）17：00～19：00
（9月30日を除く）
（予備日 10月21日、28日、11月4日）
b青木町公園内庭球場 c市内在住・在校の小学生
d20人 e2,000円 f8月11日㈫～13日㈭ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合は8月14日㈮ 10：00～公開抽選
※青木町公園の駐車場は有料です。
（２０分無料、以降１時間１００円）

2020.8 広報かわぐち

②夏休みスタディ・サポート

うち★博

h小・中学生を対象に、川口市に関する歴史や文化、 「おうちで学べる」
社会科の学習など、分からないことを相談できま
文化財センターの学習支援
す。
コンテンツはこちら！
bg郷土資料館 ※電話でも相談できます。
勾玉作り、歴史クイズやクロ
i048-283-3552
スワード、塗り絵、YouTube
動画など多数掲載！

h…内容 a…日時・期間 b…場所 c…対象 d…定員 e…費用・料金

