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。

一般情報

9月の休館日
（館内整理日を含む） 中央図書館…18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…7日㈪、
１4日㈪、23日㈬、28日㈪、30日㈬
https://www.kawaguchi-lib.jp/
中
前
新

央 i048-227-7611
川 i048-268-1616
郷 i048-283-1265

横 曽 根 i048-256-1005
戸
塚 i048-297-3098
鳩 ヶ 谷 i048-285-3110

9月移動図書館あおぞら号 巡回
10：00～11：00

14：10～15：00

15：30～16：10

2・16㈬

領家公民館

東内野団地

江川運動広場

10：00～11：00
道合神戸住宅

根岸小学校

4・18㈮

芝西公民館

武道センター
芝樋ノ爪小学校

『としょ★スタ』
を発行しました

15：00～16：10

9・23㈬

芝スポーツセンター

10・24㈭

朝日東公民館

巡回日

10：00～11：00

14：10～15：00

15：30～16：10

11・25㈮

安行東小学校

安行原グリーンタウン

榛松第3公園

元郷第4公園

※雨天中止

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

集

※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。

募

アートギャラリー・アトリア

ホームページ

身近にある彫刻や、日本各地のアートを例に挙げ、それらの楽しみ方をお話しします。さまざまな場所へ旅を
するような気持ちで、現代に生まれた作品を学びます。

日時

9月27日㈰ 14:00～16:00
（受付13：30～）

講師

ふじい ただす

申込方法

定員

１８歳以上

30人
（先着順） 参加費 300円

申込締切 9月26日㈯まで

納

藤井 匡
（東京造形大学准教授）

対象

パブリック

【A】
やさしい鑑賞講座
「現代美術超入門―風景を見る。アートに出会う。」
内容

イベント

子どもたちの学びを支援するため、教科書の単元に沿ったテーマで、調べ学習に役立つ
本やインターネットの情報をまとめた調べ方案内のリーフレットを新たに発行しました。ご
家庭での学習にぜひお役立てください。
※
「としょ★スタ」
とは
〝としょかんスタート〞
〝としょかんスタ
ディ〞を合わせた言葉で、
「 図書館か
ら学びを始めよう」
「図書館で学ぼう」
という願いを込めた名称です。
配布場所…全ての図書館
※図書館ホームページからダウンロードもできます。

講習・講演

巡回日
3・17㈭

Twitter

ホームページ

祉

巡回日

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。

福

図書館

電話または窓口で参加希望者全員の氏名、電話番号（緊急時に連絡が取れるもの）
をお伝えください。

期

【B】
アートさんぽ
「匠と行く！神社で狛犬ウォッチング」

10月24日㈯ 13:15～17:00
（受付13:00～）

15人

講師

小川 長四郎
（石彫工／㈲小川石材店代表）
おちあい のりたか

落合 範崇
（埼玉県教育局 文化資源課 文化財活用担当）

対象

市内在住・在勤・在学の中学生以上で長時
間の歩行に支障のないかた
※18歳未満は保護者の同意が必要です。

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。

展覧会
LEE HYUNOK 個展 2020
h鳥・舟・花など、今という時間に存在する表象を通じ、恒久性・空間性をひとつ
の意味として縮約する作業。今回が9回目の個展。
a9月29日㈫～10月4日㈰
※初日は13:00～、最終日は16:30まで
b展示室Ａ

o…持ち物

f…申込・提出・応募 g…問い合わせ

※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。
※メールアドレスはイベント申し込みのみ有効です。

設

貸しギャラリーのご案内

ご注意

申込方法

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イベント名
「アートさんぽ」
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…10月7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 mautumn2020@atlia.jp

参加費 500円

施

定員

おがわ ちょうしろう

附

日時

市内の老舗石材店で腕をふるってきた川口の匠と、県内のユニークな狛犬に詳しい埼玉県職員と一緒に、神
社へ狛犬鑑賞に出かけます。地域のものづくりの豊かさに触れながら、
日常の中にある価値を見つめ直します。

寄

内容

【A】
やさしい鑑賞講座・【B】
アートさんぽ共通の注意事項
※参加費は当日受付でお支払いください。
※イベントの中止・変更は電話でお知らせします。
※体調不良のかたは参加をお控えください。
キャンセルのご連絡は電話でお願いします。
※受付時の検温にご協力ください。

ラッキーワイド造形の世界2020
hラッキーワイドの社員たちが生み出した造形作品や、現在の社会に向けて発
信し続ける芸術が展示されます。
a10月6日㈫～11日㈰ ※初日は12:00～、最終日は16:00まで
bスタジオ
さいえ

西陣美術織 若冲 動植綵絵展
h江戸中期の天才絵師 伊藤若冲の絵を伝統工芸西陣織で再現。
若冲の絵と西陣織職人の精緻な技術をご覧ください。
a10月7日㈬～11日㈰ 10:00～17:00
※最終日は16:00まで
b展示室Ａ・Ｂ

m…Eメール

i…電話

2020.9 広報かわぐち
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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

9月の休館日…7日㈪～11日㈮、14日㈪、23日㈬、24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！

科学館（サイエンスワールド）

※入場の際は必ずマスクの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、連絡先の記入などをお願いしています。
連絡先記入用紙は科学館ホームページからダウンロードもできます。

福
祉

科 学
展示室

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。

講習・講演

科学展示室

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。

開館時間…9：30～17：00
（入館は16：30まで）

わくわくワーク

イベント

プラネタリウム

募
集
パブリック

h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

材料費

9月6日㈰、13日㈰、20日㈰、21日㈷、22日㈷、27日㈰

色水実験

200円

納 期
寄
附

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
a9月 6日㈰、13日㈰、20日㈰ 「じしゃく選手権」
27日㈰ 「ＥＶ3でプログラミング」
c小学3年生～高校生と保護者
時間…11：30～
（約30分間）
d各8組
（先着順、当日9：30～受付で整理券を配布）
oマイバッグ

施
設
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10：30

13：00

14：30

15：30

9月5日㈯、6日㈰

星の旅

──

星の旅

──

9月17日㈭

──

──

──

ＨＡＹＡＢＵＳＡ2

──

星の旅

9月12日㈯からの
ＨＡＹＡＢＵＳＡ2 ＨＡＹＡＢＵＳＡ2
土・日曜、祝日

一般投影

天文台夜間天体ライブ配信

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

緑の相談所

投影日時

天文台

～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～

a9月9日㈬、12日㈯、13日㈰、16日㈬、19日㈯、
20日㈰、22日㈷、26日㈯、27日㈰、30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。

※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

「星の旅 -世界編-」
（延長投影）
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。
（星空の生解説約20分+番組29分）

にこにこ実験室

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。

b3階 d70人 所要時間…約50分間

「HAYABUSA2～REBORN」
（新番組）
2020年12月6日、小惑星探査機
「はやぶさ2」
ついに地球帰還！
困難を乗り越え、数々のミッションを成功させたはやぶさ2の活躍を高精細に描
いた感動の完結編。
（星空の生解説約20分+番組30分）

時間…10：30～
（約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

ミニ鉄道

YouTube

投影開始時刻(通常とは異なります）

どきどきサイエンス

グリーンセンター

Facebook

YouTubeチャンネル開設！
科学現象を見ることができる実験ショーの動画や
科学館イベントの紹介などを配信しています。

h身の回りにある素材を使った簡単な工作教室
9月 5日㈯「着地ねこ」
12日㈯「うさぴょん」
19日㈯「色つきメガネ」
26日㈯「色いろゴマ」
時間…10：30～
（約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

うきうき探検

ホームページ

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。
a9月1日㈫ 19：00～20：00 「月」
17日㈭ 19：00～20：00 「木星、土星」
26日㈯ 19：30～20：30 「月、火星」

休園日… 9月 火曜日
（22日㈷を除く）
、23日㈬
10月 火曜日
開園時間…9：00～17：00
（入園は16：00まで）

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。
a9月13日㈰、27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

親子園芸教室
「鉢もペイント！
秋の花と多肉植物の寄せ植え作り」
h花と多肉植物で寄せ植えをし、鉢をおしゃれにペ
イントします。
a10月3日㈯ ①10：00～ ②11：15～
b花壇広場 大パーゴラ
c幼児～小学生と保護者

夜間天体ライブ配信

i048-281-2319
http://greencenter.1110city.com/
講師…矢作 和美 氏
（グリーンアドバイザー）
d各10組
（先着順）
e1，
000円
f9月10日㈭ 10：00～電話で

園芸教室
「バラを育てよう」
h黄色の大輪の花が年に数回楽しめる
「ゴールデ
ン セレブレーション」
を育ててみませんか。管理方
法などの講義形式の教室です。
a10月17日㈯ 10：00～12：00
bレストラン1階
講師…長嶋 守好 氏
（長嶋薔薇園）
d14人
（先着順）
e2，
000円
（苗付き）
f9月24日㈭ 10：00～電話で

園内開花案内

園内…スイフヨウ、パンパスグラス
温室…熱帯スイレン、
カトレア

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）

内覧・入札期間…9月19日㈯～27日㈰
（21日㈷、22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
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週間前から受け付け
f10：00～17：00に電話で
（休館日を除く）

イベント
募

9月の休館日…18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/

初級編

パソコンで文字入力
a10月2日㈮ 10：30～12：30
c18歳以上でパソコン未経験者または文字入力初心者
d16人 e1,000円
（テキスト代含む）
楽しく作ろう年賀状
a10月18日㈰ 10：30～12：30
c18歳以上でマウスの操作と文字入力ができるかた
d9人 e1,000円
（テキスト代含む）
PowerPoint
（2016）
入門講座
a10月24日㈯、25日㈰ 10：30～15：30※昼休憩あり
c18歳以上でマウスの操作と文字入力ができるかた
d16人 e3,500円
（テキスト代含む）

申込方法

g…問い合わせ

m…Eメール

i…電話

10日前までにホームページ、往復はがきまたは窓口で。
※申し込み多数の場合は抽選

2020.9 広報かわぐち
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設

パソコン講座

施

f…申込・提出・応募

附

動画編集ソフトを使ってみよう
h動画編集ソフト
（PowerDirector）
を使って動画を加工したり、BGMやテロッ
プをつけたりと動画の編集方法を学ぶ初心者向けの講座です。パソコン操作
が不安なかたも楽しくゆっくりと学ぶことができます。
a9月30日㈬ 10：30～12：00
c初めて動画編集ソフトを使用するかた
d4人 e1,000円

簡単プログラミング言語
「ビスケット」
でプログラミング

o…持ち物

寄

テディベアを作ろう
hオリジナルキットを使用して、
テディベアを作ります。綿を詰
めたり手足をつけたりの簡単
なキットです。手ぶらで参加で
きます。
※テディベアの色は茶色か白色
から選べます。
※キットをリニューアルしましたの
でホームページでデザインを
ご確認ください。
講師…滝川 喬是 氏
（蓼科テディベア美術館
学芸員、
キットの製作者）
a10月17日㈯ 9：30～12：30、14：00～17：00
c小学5年生以上
（小学生は保護者同伴）
d各6人
e3,000円(手足が動く伝統的なジョイント式のキット代込み)

期

パソコンはじめの一歩
hパソコンの電源をつけることから始めます。マウス・キーボードの使い方、
イン
ターネットの見方をゆっくりと学ぶことができます。
a9月28日㈪ 10：30～12：00
d5人 e1,000円

納

テディベア特選展
h日本の著名なテディべア作家約30人の作品の展示。
一期一会の出会いをお楽しみください。
展示協力…蓼科テディベア美術館
a9月14日㈪～10月15日㈭ cどなたでも e無料

hバックダンサーや企業CM出演などの経験があるプロダンサーUSSY(うっ
しー)によるストレッチワークショップ
a9月22日㈷ 10：30～11：30、13：30～14：30
c小学生以上
（小学3年生以下は必ず保護者と参加）
d各9人 e1,000円
o飲料、床敷用の大判バスタオルまたはヨガマット
※動きやすい服装でお越しください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、付き添いのかたは入場できません。

パブリック

ストレッチワークショップ

h今年はオンラインで開催されるSKIPシティ国際Dシネマ映画祭2020。
メディアセブンではSKIPシティ国際Dシネマ映画祭の過去16年の軌跡を紹介
します。
a9月12日㈯～10月5日㈪ cどなたでも e無料

h「プログラミングを体験して誰でも
コンピューターの本質が 理解でき
る」
がコンセプトのビジュアルプログ
ラミング言語
「ビスケット」
。自分で描
いた絵を動かしながら
「コンピュー
ターってこういうものなんだ」
と直感
的に知り、
ワクワクした気持ちで、楽
しみながらプログラミングを学ぶこ
とができます。
a9月14日㈪ 17：00～18：30
c初めて受講する小学生以上
（小学3
年生以下のかたは保護者同伴）
d5人 e1,000円

集

※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。

SKIPシティ国際Dシネマ映画祭の軌跡展

講習・講演

定例朝いち親子フリーマーケット

i048-228-5303

祉

サンアール朝日

当分の間、実施しません。

メディアセブン

リサイクルショップからのお知らせ

福

a9月13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。）
f9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）

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

●安行スポーツセンター i048-296-1200

●体育武道センター i048-251-9227

祉

ピラティス教室
a9月30日～12月2日の水曜日
（全10回）14：00～16：00
b安行東公民館 日本間

講習・講演

少年少女少林寺拳法教室
a10月8日～11月26日の木曜日
（全8回）
18：40～19：40
b剣道場
c市内在住の小学生
d15人
（先着順）
e800円
（保険料含む）
f9月7日㈪～18日㈮ 9：00～17：00に電話で

イベント

ヨガ教室
a9月25日～12月4日の金曜日
（全10回）
10：00～12：00
（11月13日除く）
b安行東公民館 日本間
…………………〈共 通〉………………………
c市内在住・在勤の18歳以上のかた
d15人 e3,000円
f9月3日㈭ 10：00～11日㈮ 20：00に電話で
※申し込み多数の場合は9月12日㈯ 10：00～公開抽選
※当選者のみ電話連絡

10月分トレーニングルーム利用者講習会
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）
f9月16日㈬ 9：00～電話で
（先着順）
※戸塚スポーツセンターは、19日㈯ 14：00～電話で
（先着順）
o写真1枚
（4×3㎝）
、室内用運動靴、
トレーニングウエア、
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）
※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。
※マスク着用でご来場ください。
※9月分の詳細は各施設にお問い合わせください。

●鳩ヶ谷スポーツセンター i048-283-1381

募
集
パブリック

初級者卓球教室
a10月6日～11月17日の火曜日
（全7回）
13：00～15：00
c市内在住・在勤の１８歳以上のかた
d15人
（先着順） e2,100円
f9月7日㈪ 10：00～参加費を持参の上、窓口で

施設名

●
（公財）
川口市スポーツ協会 i048-254-3575

※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）

納 期
寄

女性テニス教室
a10月6日㈫～21日㈬の火・水曜日
（全6回）11：00～13：00
（予備日 10月27日㈫、28日㈬、11月4日㈬）
b青木町公園内庭球場 d初級・中級 各10人
c市内在住・在勤の１８歳以上の女性
e3,000円
f9月8日㈫～10日㈭ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合は９月11日㈮ １0：
００～公開抽選

附
施
設

h山野草、盆栽、鉢物などの展示・販売
a9月4日㈮～6日㈰ 9：00～17：00
※最終日は16：00まで

園芸相談
（電話のみ）
a9月5日㈯、6日㈰、13日㈰、19日㈯、21日㈷、22
日㈷、27日㈰ 10：00～12：00、13：00～15：00
※相談日は変更する場合があります。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、電話での
相談のみとなります。

多肉植物の寄せ植え講習会
h多肉植物を使った寄せ植えの作成方法と管理方
法の講習会
a9月12日㈯ 14：00～
d15人
（先着順）

21
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東スポーツセンター
i048-222-4990

10/3㈯、6㈫、17㈯、20㈫
10：00～
（1回目）
、19：00～
（2回目）

各3人

西スポーツセンター
i048-251-6377

10/ 9 ㈮、12㈪ 10：00～
（1回のみ）
10/24㈯、26㈪ 19：00～
（1回のみ）

各3人

体育武道センター
i048-251-9227

川口緑化センター 樹里安
秋の山野草・盆栽・鉢物展

定員

安行スポーツセンター 10/10㈯ 10：00～
（1回目）
、19：00～
（2回目）
各3人
i048-296-1200 10/11㈰ 10：00～
（1回目）
、14：00～
（2回目）

テニス教室
a10月6日㈫～21日㈬の火・水曜日
（全6回）19：00～21：00
（予備日 10月27日㈫、28日㈬、11月4日㈬）
b青木町公園内庭球場 d初級・中級 各10人
c市内在住・在勤の18歳以上のかた
e3,000円
f9月15日㈫～17日㈭ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合は９月18日㈮ １0：
００～公開抽選

ジ ュ リ ア ン

開催日時

日曜日14：00～
（1回のみ）
10/14㈬、28㈬ 14：00～
（1回のみ）

各3人

火・木・土曜日
戸塚スポーツセンター 14:00～
（1回目）
、20：00～
（2回目）
i048-298-9993 日曜、祝日
14:00～
（1回のみ）

各2人

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

e２，
５００円
o筆記用具、軍手
※エプロンを着用するか汚れてもよい服装でお越
しください。
※必ずマスクを着用してください。なお、体調不良
のかたは参加をお控えください。
f9月9日㈬までに、はがきに、
〒、住所、氏名、電話
番号、講習会名を記入し〒334-0058 安行領
家844－2 川口緑化センター内川口園芸商協
同組合まで郵送または9月8日㈫までに緑化セン
ターホームページ内講習会申込フォームで。

第15回早秋盆栽展
h盆栽、盆栽鉢などの展示・販売
a9月19日㈯～22日㈷ 9：00～17：00
※最終日は16：00まで

秋の古典園芸植物展
h南天、観音竹、富貴蘭、山野草・盆栽などの古典
園芸植物の展示・販売
a9月26日㈯、27日㈰ 9：0０～17：00
※最終日は16：00まで

秋の岩ギボウシ展
h岩ギボウシ、山野草などの展示・販売
a9月26日㈯、27日㈰ 9：0０～17：00

h…内容 a…日時・期間 b…場所 c…対象 d…定員 e…費用・料金

