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h…内容　a…日時・期間　b…場所　c…対象　d…定員　e…費用・料金 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

新型コロナウイルス感染症対策のため、臨時休館・休園をすることがあります。
開館状況やイベントなどの情報は、ホームページをご覧いただくか各施設にお問い合わせください。

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　※入館は閉館30分前まで
i048-253-0222　http://www.atlia.jp/　※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。 ホームページ

hこれまで市に寄贈して頂いた作品、また川口を拠点に活躍した作家や、地
元の名主たちと交流のあった作家の作品から、日本画と書の分野を新たな
切り口で紹介します。「遠き物を宝とせず」をテーマに、私たちの郷土・川口
の誇りを再発見し、満喫して頂ける展覧会です。

a8月21日㈯～9月5日㈰
e無料
g文化推進室 i048-258-1116

たのしい実技講座　はじめてのガラスワーク

川口市寄贈作品展 第三弾「川口のアート、再発見。」展

※1回で複数のイベント、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。対象年齢にご注意ください。
※参加者以外は入場できません。ご家族の同伴もご遠慮ください。

ご
注
意

申
込
方
法

件名に「イベント申込」、本文に次の①～⑥を入力の上、申込先にメールで（申し込み多数の
場合は抽選）
①希望のイベント名 ②参加者全員の氏名（ふりがな） ③年齢（全員） ④〒・住所（集合住宅は
建物名も） ⑤電話番号（緊急時連絡がとれるもの） 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）
締切…8月25日㈬　申込先…2021summer3@atlia.jp
※申込メール受信後3開館日以内に受理メールを、締切日から1週間以内に結果通知メール
を送信します。メールが届かない場合は迷惑メールフォルダを確認の上お電話ください。
※メールでの申し込みが困難な場合はFAX（048-240-0525）またははがき（〒332-0033
並木元町1-76アトリアイベント係）でお申し込みください。締切日のおよそ1週間後にFAX
またははがきで結果を通知します。

9月12日㈰、19日㈰ 13：30～16：30日　時

18歳以上どなたでも（両日参加できるかた）

10人

対　象

定　員 3,000円参加費

内　容

井上 剛 氏（ガラス作家）
いのうえ つよし

講　師

幻の技法と呼ばれた「パート･ド･ヴェール」
に挑戦する講座です。石膏型に色ガラスで
絵や模様を施したあと焼成し、作品をつく
ります。ガラスの硬質な質感とは異なる、
柔らかく優しい風合いを楽しめます。

●新郷図書館
a8月24日㈫　小学生の部 14：30～15：10
b1階日本間　d10人　
f8月9日（振） 10：00～窓口または電話で

※保護者による申し込みに限ります。　
※新型コロナウイルス感染症対策のため、
マスクの着用と検温、手指の消毒をお
願いします。

●戸塚図書館
a8月28日㈯　
幼児の部（4歳～） ①13：30～13：50 ②14：30～14：50
小学生の部 15：30～16：00

b2階会議室　d各10人　f8月14日㈯ 10：00～窓口または電話で

●鳩ヶ谷図書館
a8月26日㈭～28日㈯　
幼児の部（4歳～） 14：30～14：50　小学生の部 15：10～15：40

b4階会議室　d各10人　f8月14日㈯ 10：00～窓口または電話で

夏休みおはなし会

8月の休館日（館内整理日を含む）　  中央図書館…20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…2日㈪、10日㈫、16日㈪、23日㈪、３０日㈪、31日㈫
https://www.kawaguchi-lib.jp/
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
※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ホームページ図書館

※感染症対策のため、中止する場合があります。横曽根図書館は中止します。 ●お知らせ：8月の移動図書館はお休みします。

文化財センター/郷土資料館 /旧田中家住宅 /歴史自然資料館
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://www.kawaguchi-bunkazai.jp/center/
※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…本町1-17-1　i048-222-1061
郷 土 資 料 館…鳩ヶ谷本町2-1-22　i048-283-3552
旧田中家住宅…末広1-7-2
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
※旧田中家住宅と歴史自然資料館の問い合わせは、文化財センターへ Twitterホームページ

おうちで博物館
うち★博

自宅で勾玉や縄文土器、鳩
ヶ谷ソース焼きうどん、オリ
ジナルかるたなどが、学びな
がら作れる学習支援コンテ
ンツです。

hこれまでに市内で出土した埋蔵文化財の
中で、初めて公開するものを中心に集め、
どなたでも親しみやすいテーマごとに展
示します。

a8月3日㈫～11月7日㈰
bg郷土資料館
e一般100円、小・中学生50円

h古代の人びとが装飾品として身につけ
ていた勾玉。この夏、世界にひとつだけ
の勾玉を、親子でつくってみませんか？

a8月11日㈬～14日㈯1日2回
10：00～11：30、13：30～15：00

bg郷土資料館
c小・中学生と保護者　d各5組
e材料費319円
   （入館料別）
f8月6日㈮ 
　9:30 ～
材料費持参の上、
郷土資料館窓口で　

夏の企画展示
「土の中からこんにちは！！～川口埋蔵文化財展～」

夏休み子ども体験教室
「親子で勾玉をつくろう！」

まがたま

■関連イベント

夏休みの自由研究・
工作におススメ！

①スタンプラリー…文化財センター・郷土資料館・旧田中家住宅・歴史自然
資料館を巡ってスタンプを集めよう。スタンプが3つ集まったら郷土資料
館でプレゼントを進呈！※スタンプカードは4館で配布中です。
②収蔵庫（バックヤード）見学…文化財センターの収蔵庫の一部を初公開！
壁一面の土器に、あなたもドキドキ!?ご覧になりたいかたは、文化財セン
ター来館時にお申し出ください。

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）　
f8月18日㈬ 9：00～電話で（先着順）
o顔写真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月分トレーニングルーム利用者講習会

9/10㈮、13㈪ 10：00～（1回のみ）
9/25㈯、27㈪ 19：00～（1回のみ）

9/11㈯ 10：00～（1回目） 19：00～（2回目）
9/12㈰ 10：00～（1回目） 14：00～（2回目）

日曜日 14：00～（1回のみ）
水曜日 14：00～（1回のみ） 

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

東スポーツセンター
i048-222-4990

各5人

各5人

各3人

各3人

火・木・土曜日

日曜、祝日

14:00～、18：00～
19：00～、20：00～
14:00～
18：00～、19：00～

9/4㈯、7㈫、18㈯、21㈫
10：00～（1回目） 19：00～（2回目） 各5人

スポーツ情報

開催日時施設名 定員

女性スイミング教室
a9月27日～10月27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16日㈪～31日㈫ 9：00～窓口で

●北スポーツセンター　i048-296-0761

ゆっくりヨガ教室
a8月25日～9月29日の水曜日（全6回） 13：00～15：00
c市内在住・在勤の18歳以上のかた　d10人（先着順）
e1，800円　※毎回別途ロッカー代50円
f8月12日㈭～18日㈬ 8：30～20：00に電話で　※日曜日は16：00まで

●東スポーツセンター　i048-222-4990

初心者ピラティス教室
a9月10日～11月12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㈬～3日㈮ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、9月6日㈪ 10：00～公開抽選
※当選者にのみ連絡します。

●西スポーツセンター　i048-251-6377

女性アクアシェイプ（水中エアロビクス）
a9月14日㈫、21日㈫、24日㈮、28日㈫、10月1日㈮、5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23日㈪～30日㈪ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、9月1日㈬ 10：00～公開抽選

●青木町公園総合運動場　i048-251-6893

ソフトテニス教室
a9月1日～10月13日の水曜日（全6回） 17：00～19：00（9月29日を除く）
※予備日10月20日、27日、11月10日
b青木町公園テニスコート
c市内在住・在学の小学生　d20人　e2,000円
f8月10日㈫～12日㈭ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、8月13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）

●公益財団法人 川口市スポーツ協会　i048-254-3575

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。

{
{

a9月12日㈰、19日㈰　※予備日9月26日㈰
b青木町公園テニスコート（砂入り人工芝コート12面）
江川運動広場テニスコート（ハードコート4面）

種目…（男子）小学生の部、中学生の部、高校生の部、
一般の部（Aクラス、Bクラス、Cクラス、55歳以上）

（女子）小学生の部、中学生の部、高校生の部、
一般の部（Aクラス、Bクラス、Cクラス、55歳以上）

試合方法…トーナメント方式6ゲーム先取（ノーアド方式）
（エントリー数などにより変更する場合があります）

c市内在住・在勤または川口市テニス協会加盟者
e2,000円（1ペアにつき）
ドロー発表…川口市テニス協会ホームページに掲載（8月下旬予定）
fg8月9日㈪～19日㈭に川口市テニス協会事務局へEメールで
※問い合わせは電話でも受け付けます。
i090-6956-1719　m info@tennis-kawaguchi.com
※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。

市民選手権大会兼第41回テニス協会ダブルス大会

東スポーツセンター屋内プールは、天井などの改修工事のため8月16日㈪から令和4年3月頃まで休止します。

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3日～10月29日の金曜日（全8回） 10：00～12：00（9月24日を除く）
bエアロビクススタジオ　c市内在住・在勤の20歳以上の女性
d15人　e3,000円 （保険料含む）
f8月2日㈪～12日㈭ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、8月13日㈮ 10：00～公開抽選
少年少女剣道教室 
a9月15日～11月24日の水曜日（全10回） 17：30～18：30（11月3日を除く）
b剣道場　c市内在住の小学生　
d20人（先着順）　e1,000円 （保険料含む）
f8月9日㈪～18日㈬ 9：00～17：00に電話で

●体育武道センター　i048-251-9227

当分の間、開館時間を次のとおりとしています。
開館時間…10：00～12：00、13：00～15：00

a8月22日㈰ 11：00～15：00（時間予約制）
b4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
g田中（おもちゃドクター） i080-5448-9659

内覧・入札期間…8月１4日㈯～２2日㈰
※１6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。

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部入れ替え制としています。

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、浴室（サウナを除く）、更衣室のみの利用
となります。

f10：00～17：00に電話で（利用日の1週間前から
受け付け。休館日を除く）

サンアール朝日（5階）  i048-228-5303リサイクルショップからのお知らせ

おもちゃの病院 ※今月は第4日曜日に開催

リサイクルプラザ
b朝日4-21-33　i048-228-5306　k048-223-6480　休館日…月曜、祝日
※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。

リサイクル家具類販売（競争入札）
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hこれまで市に寄贈して頂いた作品、また川口を拠点に活躍した作家や、地
元の名主たちと交流のあった作家の作品から、日本画と書の分野を新たな
切り口で紹介します。「遠き物を宝とせず」をテーマに、私たちの郷土・川口
の誇りを再発見し、満喫して頂ける展覧会です。

a8月21日㈯～9月5日㈰
e無料
g文化推進室 i048-258-1116

たのしい実技講座　はじめてのガラスワーク
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18歳以上どなたでも（両日参加できるかた）

10人

対　象

定　員 3,000円参加費

内　容

井上 剛 氏（ガラス作家）
いのうえ つよし

講　師

幻の技法と呼ばれた「パート･ド･ヴェール」
に挑戦する講座です。石膏型に色ガラスで
絵や模様を施したあと焼成し、作品をつく
ります。ガラスの硬質な質感とは異なる、
柔らかく優しい風合いを楽しめます。

●新郷図書館
a8月24日㈫　小学生の部 14：30～15：10
b1階日本間　d10人　
f8月9日（振） 10：00～窓口または電話で

※保護者による申し込みに限ります。　
※新型コロナウイルス感染症対策のため、
マスクの着用と検温、手指の消毒をお
願いします。

●戸塚図書館
a8月28日㈯　
幼児の部（4歳～） ①13：30～13：50 ②14：30～14：50
小学生の部 15：30～16：00

b2階会議室　d各10人　f8月14日㈯ 10：00～窓口または電話で

●鳩ヶ谷図書館
a8月26日㈭～28日㈯　
幼児の部（4歳～） 14：30～14：50　小学生の部 15：10～15：40

b4階会議室　d各10人　f8月14日㈯ 10：00～窓口または電話で

夏休みおはなし会

8月の休館日（館内整理日を含む）　  中央図書館…20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…2日㈪、10日㈫、16日㈪、23日㈪、３０日㈪、31日㈫
https://www.kawaguchi-lib.jp/
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
※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ホームページ図書館

※感染症対策のため、中止する場合があります。横曽根図書館は中止します。 ●お知らせ：8月の移動図書館はお休みします。

文化財センター/郷土資料館 /旧田中家住宅 /歴史自然資料館
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://www.kawaguchi-bunkazai.jp/center/
※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…本町1-17-1　i048-222-1061
郷 土 資 料 館…鳩ヶ谷本町2-1-22　i048-283-3552
旧田中家住宅…末広1-7-2
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
※旧田中家住宅と歴史自然資料館の問い合わせは、文化財センターへ Twitterホームページ

おうちで博物館
うち★博

自宅で勾玉や縄文土器、鳩
ヶ谷ソース焼きうどん、オリ
ジナルかるたなどが、学びな
がら作れる学習支援コンテ
ンツです。

hこれまでに市内で出土した埋蔵文化財の
中で、初めて公開するものを中心に集め、
どなたでも親しみやすいテーマごとに展
示します。

a8月3日㈫～11月7日㈰
bg郷土資料館
e一般100円、小・中学生50円

h古代の人びとが装飾品として身につけ
ていた勾玉。この夏、世界にひとつだけ
の勾玉を、親子でつくってみませんか？

a8月11日㈬～14日㈯1日2回
10：00～11：30、13：30～15：00

bg郷土資料館
c小・中学生と保護者　d各5組
e材料費319円
   （入館料別）
f8月6日㈮ 
　9:30 ～
材料費持参の上、
郷土資料館窓口で　

夏の企画展示
「土の中からこんにちは！！～川口埋蔵文化財展～」

夏休み子ども体験教室
「親子で勾玉をつくろう！」

まがたま

■関連イベント

夏休みの自由研究・
工作におススメ！

①スタンプラリー…文化財センター・郷土資料館・旧田中家住宅・歴史自然
資料館を巡ってスタンプを集めよう。スタンプが3つ集まったら郷土資料
館でプレゼントを進呈！※スタンプカードは4館で配布中です。
②収蔵庫（バックヤード）見学…文化財センターの収蔵庫の一部を初公開！
壁一面の土器に、あなたもドキドキ!?ご覧になりたいかたは、文化財セン
ター来館時にお申し出ください。

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）　
f8月18日㈬ 9：00～電話で（先着順）
o顔写真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月分トレーニングルーム利用者講習会

9/10㈮、13㈪ 10：00～（1回のみ）
9/25㈯、27㈪ 19：00～（1回のみ）

9/11㈯ 10：00～（1回目） 19：00～（2回目）
9/12㈰ 10：00～（1回目） 14：00～（2回目）

日曜日 14：00～（1回のみ）
水曜日 14：00～（1回のみ） 

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

東スポーツセンター
i048-222-4990

各5人

各5人

各3人

各3人

火・木・土曜日

日曜、祝日

14:00～、18：00～
19：00～、20：00～
14:00～
18：00～、19：00～

9/4㈯、7㈫、18㈯、21㈫
10：00～（1回目） 19：00～（2回目） 各5人

スポーツ情報

開催日時施設名 定員

女性スイミング教室
a9月27日～10月27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16日㈪～31日㈫ 9：00～窓口で

●北スポーツセンター　i048-296-0761

ゆっくりヨガ教室
a8月25日～9月29日の水曜日（全6回） 13：00～15：00
c市内在住・在勤の18歳以上のかた　d10人（先着順）
e1，800円　※毎回別途ロッカー代50円
f8月12日㈭～18日㈬ 8：30～20：00に電話で　※日曜日は16：00まで

●東スポーツセンター　i048-222-4990

初心者ピラティス教室
a9月10日～11月12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㈬～3日㈮ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、9月6日㈪ 10：00～公開抽選
※当選者にのみ連絡します。

●西スポーツセンター　i048-251-6377

女性アクアシェイプ（水中エアロビクス）
a9月14日㈫、21日㈫、24日㈮、28日㈫、10月1日㈮、5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23日㈪～30日㈪ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、9月1日㈬ 10：00～公開抽選

●青木町公園総合運動場　i048-251-6893

ソフトテニス教室
a9月1日～10月13日の水曜日（全6回） 17：00～19：00（9月29日を除く）
※予備日10月20日、27日、11月10日
b青木町公園テニスコート
c市内在住・在学の小学生　d20人　e2,000円
f8月10日㈫～12日㈭ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、8月13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）

●公益財団法人 川口市スポーツ協会　i048-254-3575

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。

{
{

a9月12日㈰、19日㈰　※予備日9月26日㈰
b青木町公園テニスコート（砂入り人工芝コート12面）
江川運動広場テニスコート（ハードコート4面）

種目…（男子）小学生の部、中学生の部、高校生の部、
一般の部（Aクラス、Bクラス、Cクラス、55歳以上）

（女子）小学生の部、中学生の部、高校生の部、
一般の部（Aクラス、Bクラス、Cクラス、55歳以上）

試合方法…トーナメント方式6ゲーム先取（ノーアド方式）
（エントリー数などにより変更する場合があります）

c市内在住・在勤または川口市テニス協会加盟者
e2,000円（1ペアにつき）
ドロー発表…川口市テニス協会ホームページに掲載（8月下旬予定）
fg8月9日㈪～19日㈭に川口市テニス協会事務局へEメールで
※問い合わせは電話でも受け付けます。
i090-6956-1719　m info@tennis-kawaguchi.com
※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。

市民選手権大会兼第41回テニス協会ダブルス大会

東スポーツセンター屋内プールは、天井などの改修工事のため8月16日㈪から令和4年3月頃まで休止します。

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3日～10月29日の金曜日（全8回） 10：00～12：00（9月24日を除く）
bエアロビクススタジオ　c市内在住・在勤の20歳以上の女性
d15人　e3,000円 （保険料含む）
f8月2日㈪～12日㈭ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、8月13日㈮ 10：00～公開抽選
少年少女剣道教室 
a9月15日～11月24日の水曜日（全10回） 17：30～18：30（11月3日を除く）
b剣道場　c市内在住の小学生　
d20人（先着順）　e1,000円 （保険料含む）
f8月9日㈪～18日㈬ 9：00～17：00に電話で

●体育武道センター　i048-251-9227

当分の間、開館時間を次のとおりとしています。
開館時間…10：00～12：00、13：00～15：00

a8月22日㈰ 11：00～15：00（時間予約制）
b4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
g田中（おもちゃドクター） i080-5448-9659

内覧・入札期間…8月１4日㈯～２2日㈰
※１6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。

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部入れ替え制としています。

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、浴室（サウナを除く）、更衣室のみの利用
となります。

f10：00～17：00に電話で（利用日の1週間前から
受け付け。休館日を除く）

サンアール朝日（5階）  i048-228-5303リサイクルショップからのお知らせ

おもちゃの病院 ※今月は第4日曜日に開催

リサイクルプラザ
b朝日4-21-33　i048-228-5306　k048-223-6480　休館日…月曜、祝日
※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。

リサイクル家具類販売（競争入札）
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h…内容　a…日時・期間　b…場所　c…対象　d…定員　e…費用・料金 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

新型コロナウイルス感染症対策のため、臨時休館・休園をすることがあります。
開館状況やイベントなどの情報は、ホームページをご覧いただくか各施設にお問い合わせください。

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　※入館は閉館30分前まで
i048-253-0222　http://www.atlia.jp/　※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。 ホームページ

hこれまで市に寄贈して頂いた作品、また川口を拠点に活躍した作家や、地
元の名主たちと交流のあった作家の作品から、日本画と書の分野を新たな
切り口で紹介します。「遠き物を宝とせず」をテーマに、私たちの郷土・川口
の誇りを再発見し、満喫して頂ける展覧会です。

a8月21日㈯～9月5日㈰
e無料
g文化推進室 i048-258-1116

たのしい実技講座　はじめてのガラスワーク

川口市寄贈作品展 第三弾「川口のアート、再発見。」展

※1回で複数のイベント、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。対象年齢にご注意ください。
※参加者以外は入場できません。ご家族の同伴もご遠慮ください。

ご
注
意

申
込
方
法

件名に「イベント申込」、本文に次の①～⑥を入力の上、申込先にメールで（申し込み多数の
場合は抽選）
①希望のイベント名 ②参加者全員の氏名（ふりがな） ③年齢（全員） ④〒・住所（集合住宅は
建物名も） ⑤電話番号（緊急時連絡がとれるもの） 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）
締切…8月25日㈬　申込先…2021summer3@atlia.jp
※申込メール受信後3開館日以内に受理メールを、締切日から1週間以内に結果通知メール
を送信します。メールが届かない場合は迷惑メールフォルダを確認の上お電話ください。
※メールでの申し込みが困難な場合はFAX（048-240-0525）またははがき（〒332-0033
並木元町1-76アトリアイベント係）でお申し込みください。締切日のおよそ1週間後にFAX
またははがきで結果を通知します。

9月12日㈰、19日㈰ 13：30～16：30日　時

18歳以上どなたでも（両日参加できるかた）

10人

対　象

定　員 3,000円参加費

内　容

井上 剛 氏（ガラス作家）
いのうえ つよし

講　師

幻の技法と呼ばれた「パート･ド･ヴェール」
に挑戦する講座です。石膏型に色ガラスで
絵や模様を施したあと焼成し、作品をつく
ります。ガラスの硬質な質感とは異なる、
柔らかく優しい風合いを楽しめます。

●新郷図書館
a8月24日㈫　小学生の部 14：30～15：10
b1階日本間　d10人　
f8月9日（振） 10：00～窓口または電話で

※保護者による申し込みに限ります。　
※新型コロナウイルス感染症対策のため、
マスクの着用と検温、手指の消毒をお
願いします。

●戸塚図書館
a8月28日㈯　
幼児の部（4歳～） ①13：30～13：50 ②14：30～14：50
小学生の部 15：30～16：00

b2階会議室　d各10人　f8月14日㈯ 10：00～窓口または電話で

●鳩ヶ谷図書館
a8月26日㈭～28日㈯　
幼児の部（4歳～） 14：30～14：50　小学生の部 15：10～15：40

b4階会議室　d各10人　f8月14日㈯ 10：00～窓口または電話で

夏休みおはなし会

8月の休館日（館内整理日を含む）　  中央図書館…20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…2日㈪、10日㈫、16日㈪、23日㈪、３０日㈪、31日㈫
https://www.kawaguchi-lib.jp/
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
※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ホームページ図書館

※感染症対策のため、中止する場合があります。横曽根図書館は中止します。 ●お知らせ：8月の移動図書館はお休みします。

文化財センター/郷土資料館 /旧田中家住宅 /歴史自然資料館
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://www.kawaguchi-bunkazai.jp/center/
※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…本町1-17-1　i048-222-1061
郷 土 資 料 館…鳩ヶ谷本町2-1-22　i048-283-3552
旧田中家住宅…末広1-7-2
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
※旧田中家住宅と歴史自然資料館の問い合わせは、文化財センターへ Twitterホームページ

おうちで博物館
うち★博

自宅で勾玉や縄文土器、鳩
ヶ谷ソース焼きうどん、オリ
ジナルかるたなどが、学びな
がら作れる学習支援コンテ
ンツです。

hこれまでに市内で出土した埋蔵文化財の
中で、初めて公開するものを中心に集め、
どなたでも親しみやすいテーマごとに展
示します。

a8月3日㈫～11月7日㈰
bg郷土資料館
e一般100円、小・中学生50円

h古代の人びとが装飾品として身につけ
ていた勾玉。この夏、世界にひとつだけ
の勾玉を、親子でつくってみませんか？

a8月11日㈬～14日㈯1日2回
10：00～11：30、13：30～15：00

bg郷土資料館
c小・中学生と保護者　d各5組
e材料費319円
   （入館料別）
f8月6日㈮ 
　9:30 ～
材料費持参の上、
郷土資料館窓口で　

夏の企画展示
「土の中からこんにちは！！～川口埋蔵文化財展～」

夏休み子ども体験教室
「親子で勾玉をつくろう！」

まがたま

■関連イベント

夏休みの自由研究・
工作におススメ！

①スタンプラリー…文化財センター・郷土資料館・旧田中家住宅・歴史自然
資料館を巡ってスタンプを集めよう。スタンプが3つ集まったら郷土資料
館でプレゼントを進呈！※スタンプカードは4館で配布中です。
②収蔵庫（バックヤード）見学…文化財センターの収蔵庫の一部を初公開！
壁一面の土器に、あなたもドキドキ!?ご覧になりたいかたは、文化財セン
ター来館時にお申し出ください。

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）　
f8月18日㈬ 9：00～電話で（先着順）
o顔写真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月分トレーニングルーム利用者講習会

9/10㈮、13㈪ 10：00～（1回のみ）
9/25㈯、27㈪ 19：00～（1回のみ）

9/11㈯ 10：00～（1回目） 19：00～（2回目）
9/12㈰ 10：00～（1回目） 14：00～（2回目）

日曜日 14：00～（1回のみ）
水曜日 14：00～（1回のみ） 

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

東スポーツセンター
i048-222-4990

各5人

各5人

各3人

各3人

火・木・土曜日

日曜、祝日

14:00～、18：00～
19：00～、20：00～
14:00～
18：00～、19：00～

9/4㈯、7㈫、18㈯、21㈫
10：00～（1回目） 19：00～（2回目） 各5人

スポーツ情報

開催日時施設名 定員

女性スイミング教室
a9月27日～10月27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16日㈪～31日㈫ 9：00～窓口で

●北スポーツセンター　i048-296-0761

ゆっくりヨガ教室
a8月25日～9月29日の水曜日（全6回） 13：00～15：00
c市内在住・在勤の18歳以上のかた　d10人（先着順）
e1，800円　※毎回別途ロッカー代50円
f8月12日㈭～18日㈬ 8：30～20：00に電話で　※日曜日は16：00まで

●東スポーツセンター　i048-222-4990

初心者ピラティス教室
a9月10日～11月12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㈬～3日㈮ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、9月6日㈪ 10：00～公開抽選
※当選者にのみ連絡します。

●西スポーツセンター　i048-251-6377

女性アクアシェイプ（水中エアロビクス）
a9月14日㈫、21日㈫、24日㈮、28日㈫、10月1日㈮、5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23日㈪～30日㈪ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、9月1日㈬ 10：00～公開抽選

●青木町公園総合運動場　i048-251-6893

ソフトテニス教室
a9月1日～10月13日の水曜日（全6回） 17：00～19：00（9月29日を除く）
※予備日10月20日、27日、11月10日
b青木町公園テニスコート
c市内在住・在学の小学生　d20人　e2,000円
f8月10日㈫～12日㈭ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、8月13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）

●公益財団法人 川口市スポーツ協会　i048-254-3575

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。

{
{

a9月12日㈰、19日㈰　※予備日9月26日㈰
b青木町公園テニスコート（砂入り人工芝コート12面）
江川運動広場テニスコート（ハードコート4面）

種目…（男子）小学生の部、中学生の部、高校生の部、
一般の部（Aクラス、Bクラス、Cクラス、55歳以上）

（女子）小学生の部、中学生の部、高校生の部、
一般の部（Aクラス、Bクラス、Cクラス、55歳以上）

試合方法…トーナメント方式6ゲーム先取（ノーアド方式）
（エントリー数などにより変更する場合があります）

c市内在住・在勤または川口市テニス協会加盟者
e2,000円（1ペアにつき）
ドロー発表…川口市テニス協会ホームページに掲載（8月下旬予定）
fg8月9日㈪～19日㈭に川口市テニス協会事務局へEメールで
※問い合わせは電話でも受け付けます。
i090-6956-1719　m info@tennis-kawaguchi.com
※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。

市民選手権大会兼第41回テニス協会ダブルス大会

東スポーツセンター屋内プールは、天井などの改修工事のため8月16日㈪から令和4年3月頃まで休止します。

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3日～10月29日の金曜日（全8回） 10：00～12：00（9月24日を除く）
bエアロビクススタジオ　c市内在住・在勤の20歳以上の女性
d15人　e3,000円 （保険料含む）
f8月2日㈪～12日㈭ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、8月13日㈮ 10：00～公開抽選
少年少女剣道教室 
a9月15日～11月24日の水曜日（全10回） 17：30～18：30（11月3日を除く）
b剣道場　c市内在住の小学生　
d20人（先着順）　e1,000円 （保険料含む）
f8月9日㈪～18日㈬ 9：00～17：00に電話で

●体育武道センター　i048-251-9227

当分の間、開館時間を次のとおりとしています。
開館時間…10：00～12：00、13：00～15：00

a8月22日㈰ 11：00～15：00（時間予約制）
b4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
g田中（おもちゃドクター） i080-5448-9659

内覧・入札期間…8月１4日㈯～２2日㈰
※１6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。

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部入れ替え制としています。

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、浴室（サウナを除く）、更衣室のみの利用
となります。

f10：00～17：00に電話で（利用日の1週間前から
受け付け。休館日を除く）

サンアール朝日（5階）  i048-228-5303リサイクルショップからのお知らせ

おもちゃの病院 ※今月は第4日曜日に開催

リサイクルプラザ
b朝日4-21-33　i048-228-5306　k048-223-6480　休館日…月曜、祝日
※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。

リサイクル家具類販売（競争入札）
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h…内容　a…日時・期間　b…場所　c…対象　d…定員　e…費用・料金 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

新型コロナウイルス感染症対策のため、臨時休館・休園をすることがあります。
開館状況やイベントなどの情報は、ホームページをご覧いただくか各施設にお問い合わせください。

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　※入館は閉館30分前まで
i048-253-0222　http://www.atlia.jp/　※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。 ホームページ

hこれまで市に寄贈して頂いた作品、また川口を拠点に活躍した作家や、地
元の名主たちと交流のあった作家の作品から、日本画と書の分野を新たな
切り口で紹介します。「遠き物を宝とせず」をテーマに、私たちの郷土・川口
の誇りを再発見し、満喫して頂ける展覧会です。

a8月21日㈯～9月5日㈰
e無料
g文化推進室 i048-258-1116

たのしい実技講座　はじめてのガラスワーク

川口市寄贈作品展 第三弾「川口のアート、再発見。」展

※1回で複数のイベント、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。対象年齢にご注意ください。
※参加者以外は入場できません。ご家族の同伴もご遠慮ください。

ご
注
意

申
込
方
法

件名に「イベント申込」、本文に次の①～⑥を入力の上、申込先にメールで（申し込み多数の
場合は抽選）
①希望のイベント名 ②参加者全員の氏名（ふりがな） ③年齢（全員） ④〒・住所（集合住宅は
建物名も） ⑤電話番号（緊急時連絡がとれるもの） 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）
締切…8月25日㈬　申込先…2021summer3@atlia.jp
※申込メール受信後3開館日以内に受理メールを、締切日から1週間以内に結果通知メール
を送信します。メールが届かない場合は迷惑メールフォルダを確認の上お電話ください。
※メールでの申し込みが困難な場合はFAX（048-240-0525）またははがき（〒332-0033
並木元町1-76アトリアイベント係）でお申し込みください。締切日のおよそ1週間後にFAX
またははがきで結果を通知します。

9月12日㈰、19日㈰ 13：30～16：30日　時

18歳以上どなたでも（両日参加できるかた）

10人

対　象

定　員 3,000円参加費

内　容

井上 剛 氏（ガラス作家）
いのうえ つよし

講　師

幻の技法と呼ばれた「パート･ド･ヴェール」
に挑戦する講座です。石膏型に色ガラスで
絵や模様を施したあと焼成し、作品をつく
ります。ガラスの硬質な質感とは異なる、
柔らかく優しい風合いを楽しめます。

●新郷図書館
a8月24日㈫　小学生の部 14：30～15：10
b1階日本間　d10人　
f8月9日（振） 10：00～窓口または電話で

※保護者による申し込みに限ります。　
※新型コロナウイルス感染症対策のため、
マスクの着用と検温、手指の消毒をお
願いします。

●戸塚図書館
a8月28日㈯　
幼児の部（4歳～） ①13：30～13：50 ②14：30～14：50
小学生の部 15：30～16：00

b2階会議室　d各10人　f8月14日㈯ 10：00～窓口または電話で

●鳩ヶ谷図書館
a8月26日㈭～28日㈯　
幼児の部（4歳～） 14：30～14：50　小学生の部 15：10～15：40

b4階会議室　d各10人　f8月14日㈯ 10：00～窓口または電話で

夏休みおはなし会

8月の休館日（館内整理日を含む）　  中央図書館…20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…2日㈪、10日㈫、16日㈪、23日㈪、３０日㈪、31日㈫
https://www.kawaguchi-lib.jp/
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
※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ホームページ図書館

※感染症対策のため、中止する場合があります。横曽根図書館は中止します。 ●お知らせ：8月の移動図書館はお休みします。

文化財センター/郷土資料館 /旧田中家住宅 /歴史自然資料館
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://www.kawaguchi-bunkazai.jp/center/
※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…本町1-17-1　i048-222-1061
郷 土 資 料 館…鳩ヶ谷本町2-1-22　i048-283-3552
旧田中家住宅…末広1-7-2
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
※旧田中家住宅と歴史自然資料館の問い合わせは、文化財センターへ Twitterホームページ

おうちで博物館
うち★博

自宅で勾玉や縄文土器、鳩
ヶ谷ソース焼きうどん、オリ
ジナルかるたなどが、学びな
がら作れる学習支援コンテ
ンツです。

hこれまでに市内で出土した埋蔵文化財の
中で、初めて公開するものを中心に集め、
どなたでも親しみやすいテーマごとに展
示します。

a8月3日㈫～11月7日㈰
bg郷土資料館
e一般100円、小・中学生50円

h古代の人びとが装飾品として身につけ
ていた勾玉。この夏、世界にひとつだけ
の勾玉を、親子でつくってみませんか？

a8月11日㈬～14日㈯1日2回
10：00～11：30、13：30～15：00

bg郷土資料館
c小・中学生と保護者　d各5組
e材料費319円
   （入館料別）
f8月6日㈮ 
　9:30 ～
材料費持参の上、
郷土資料館窓口で　

夏の企画展示
「土の中からこんにちは！！～川口埋蔵文化財展～」

夏休み子ども体験教室
「親子で勾玉をつくろう！」

まがたま

■関連イベント

夏休みの自由研究・
工作におススメ！

①スタンプラリー…文化財センター・郷土資料館・旧田中家住宅・歴史自然
資料館を巡ってスタンプを集めよう。スタンプが3つ集まったら郷土資料
館でプレゼントを進呈！※スタンプカードは4館で配布中です。
②収蔵庫（バックヤード）見学…文化財センターの収蔵庫の一部を初公開！
壁一面の土器に、あなたもドキドキ!?ご覧になりたいかたは、文化財セン
ター来館時にお申し出ください。

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）　
f8月18日㈬ 9：00～電話で（先着順）
o顔写真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月分トレーニングルーム利用者講習会

9/10㈮、13㈪ 10：00～（1回のみ）
9/25㈯、27㈪ 19：00～（1回のみ）

9/11㈯ 10：00～（1回目） 19：00～（2回目）
9/12㈰ 10：00～（1回目） 14：00～（2回目）

日曜日 14：00～（1回のみ）
水曜日 14：00～（1回のみ） 

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

東スポーツセンター
i048-222-4990

各5人

各5人

各3人

各3人

火・木・土曜日

日曜、祝日

14:00～、18：00～
19：00～、20：00～
14:00～
18：00～、19：00～

9/4㈯、7㈫、18㈯、21㈫
10：00～（1回目） 19：00～（2回目） 各5人

スポーツ情報

開催日時施設名 定員

女性スイミング教室
a9月27日～10月27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16日㈪～31日㈫ 9：00～窓口で

●北スポーツセンター　i048-296-0761

ゆっくりヨガ教室
a8月25日～9月29日の水曜日（全6回） 13：00～15：00
c市内在住・在勤の18歳以上のかた　d10人（先着順）
e1，800円　※毎回別途ロッカー代50円
f8月12日㈭～18日㈬ 8：30～20：00に電話で　※日曜日は16：00まで

●東スポーツセンター　i048-222-4990

初心者ピラティス教室
a9月10日～11月12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㈬～3日㈮ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、9月6日㈪ 10：00～公開抽選
※当選者にのみ連絡します。

●西スポーツセンター　i048-251-6377

女性アクアシェイプ（水中エアロビクス）
a9月14日㈫、21日㈫、24日㈮、28日㈫、10月1日㈮、5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23日㈪～30日㈪ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、9月1日㈬ 10：00～公開抽選

●青木町公園総合運動場　i048-251-6893

ソフトテニス教室
a9月1日～10月13日の水曜日（全6回） 17：00～19：00（9月29日を除く）
※予備日10月20日、27日、11月10日
b青木町公園テニスコート
c市内在住・在学の小学生　d20人　e2,000円
f8月10日㈫～12日㈭ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、8月13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）

●公益財団法人 川口市スポーツ協会　i048-254-3575

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。

{
{

a9月12日㈰、19日㈰　※予備日9月26日㈰
b青木町公園テニスコート（砂入り人工芝コート12面）
江川運動広場テニスコート（ハードコート4面）

種目…（男子）小学生の部、中学生の部、高校生の部、
一般の部（Aクラス、Bクラス、Cクラス、55歳以上）

（女子）小学生の部、中学生の部、高校生の部、
一般の部（Aクラス、Bクラス、Cクラス、55歳以上）

試合方法…トーナメント方式6ゲーム先取（ノーアド方式）
（エントリー数などにより変更する場合があります）

c市内在住・在勤または川口市テニス協会加盟者
e2,000円（1ペアにつき）
ドロー発表…川口市テニス協会ホームページに掲載（8月下旬予定）
fg8月9日㈪～19日㈭に川口市テニス協会事務局へEメールで
※問い合わせは電話でも受け付けます。
i090-6956-1719　m info@tennis-kawaguchi.com
※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。

市民選手権大会兼第41回テニス協会ダブルス大会

東スポーツセンター屋内プールは、天井などの改修工事のため8月16日㈪から令和4年3月頃まで休止します。

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3日～10月29日の金曜日（全8回） 10：00～12：00（9月24日を除く）
bエアロビクススタジオ　c市内在住・在勤の20歳以上の女性
d15人　e3,000円 （保険料含む）
f8月2日㈪～12日㈭ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、8月13日㈮ 10：00～公開抽選
少年少女剣道教室 
a9月15日～11月24日の水曜日（全10回） 17：30～18：30（11月3日を除く）
b剣道場　c市内在住の小学生　
d20人（先着順）　e1,000円 （保険料含む）
f8月9日㈪～18日㈬ 9：00～17：00に電話で

●体育武道センター　i048-251-9227

当分の間、開館時間を次のとおりとしています。
開館時間…10：00～12：00、13：00～15：00

a8月22日㈰ 11：00～15：00（時間予約制）
b4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
g田中（おもちゃドクター） i080-5448-9659

内覧・入札期間…8月１4日㈯～２2日㈰
※１6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。

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部入れ替え制としています。

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、浴室（サウナを除く）、更衣室のみの利用
となります。

f10：00～17：00に電話で（利用日の1週間前から
受け付け。休館日を除く）

サンアール朝日（5階）  i048-228-5303リサイクルショップからのお知らせ

おもちゃの病院 ※今月は第4日曜日に開催

リサイクルプラザ
b朝日4-21-33　i048-228-5306　k048-223-6480　休館日…月曜、祝日
※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。

リサイクル家具類販売（競争入札）
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h…内容　a…日時・期間　b…場所　c…対象　d…定員　e…費用・料金 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

新型コロナウイルス感染症対策のため、臨時休館・休園をすることがあります。
開館状況やイベントなどの情報は、ホームページをご覧いただくか各施設にお問い合わせください。

グリーンセンター 休園日… 火曜日8・9月

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

開園時間…9：00～17：00（入園は16：00まで） 

時間…10：00～10：30、14：00～14：30

h植物園ならではのスプリンクラーの散水を浴び
て、「涼」を楽しむことができる広場です！

a9月27日㈪まで（予定） 10：00～15：00
　（1時間おきに散水）
bわんぱく広場内さくら広場

h植物をすてきにみせる「モルタルデコ」をご存知で
すか？「モルタルデコ」とは、モルタルを材料にして
造形・着色した物で、インテリアに大変人気があり
ます。「モルタルデコ」の器に多肉植物を植えて、
自分だけのミニチュアガーデンを作りませんか。

※器づくりは当教室では行わず、完成品を使用しま
す。

※完成イメージ画像をホームページとInstagram
に掲載します。

講師…大塚 敦子 氏
a8月22日㈰ 10：00～12：00
b研修所2階　d20人（先着順）　e3,000円
f8月5日㈭ 12：30～電話で

hグリーンセンター流水プールは、施設老朽化のた
め、営業を休止することとなりました。

※冬季アイススケートは引き続き、実施予定です。

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。

a8月4日㈬、8日㈷、11日㈬、
14日㈯、22日㈰、25日㈬、
28日㈯ 
10：00～12：00、13：00～16：00

※相談日は変更になる場合があります。

新型コロナウイルス感染症対策のため、8月の園内
ガイドツアーは中止します。

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）

緑の相談所（園芸相談）

8月の滝・大噴水

スプラッシュ広場

園芸教室「多肉植物の寄せ植え」

流水プールの営業休止

ミニ鉄道 グリーンセンター特設サイト
「たなボタニカル」公開中！

ホームページ Twitter Instagram

園内ガイドツアー

園内開花案内

hグリーンセンターの新しい楽しみ方がいっぱいの
ウェブサイトです。
ぜひアクセスしてください！

※緑のアトリエでもご覧いただけます。

現在、園内の一部エリアにて改修工事を行っています。
詳しくは、公式ホームページをご確認ください。

メディアセブン
8月の休館日…20日㈮  
開館時間…平日10：00～21：00※8月22日㈰までは19：00閉館（予定）
土・日曜、祝日9：00～18：00　b川口1-1-1 キュポ・ラ7階
i048-227-7622　https://www.mediaseven.jp/

アートスクール(1カ月全４回コース制)
a9月8日㈬、15日㈬、22日㈬、29日㈬
大人のアートクラス　時間…13：00～15：00　
c18歳以上　d16人　e6,000円（材料費含む）
小学1～3年生の親子のアートクラス　時間…16：00～17：30　
c小学1～3年生と保護者　d8組　e8,000円（材料費含む）
※新型コロナウイルス感染症対策のため、保護者は1人まで
小学3年生以上と大人のアートクラス　時間…18：00～20：00
c小学3年生以上　d16人　e6,000円（材料費含む）
※詳細はホームページをご確認ください。

親子でコマドリアニメーション
h粘土で作ったキャラクターを少しずつ動かして撮影。絵コンテ作りから撮影ま
で体験します。

a8月28日㈯13：00～15：00　c小学生と保護者　d8組　e1,500円
☆駅前ふれあいシアター
h１６㎜フィルムなどに記録された懐かしい映像の上映会です。
a8月16日㈪ 11：00～(約1時間)
e無料　※入退場自由。混雑状況により入場を制限する場合があります。フィ
ルム作品上映の際、フィルムの状態により途中で中止する場合もあります。

ワーキングスペース
h家では集中して仕事ができないとお悩みのかた、ワーキングスペースを
ご利用ください。

利用時間【平　日】①10：30～13：30 ②14：00～17：00 ③17：30～20：30
　　　　【土日祝】①  9：30～12：30 ②13：00～16：00
座席数…6席　e各500円　
f利用日の3日前から電話で ※空席があれば当日申し込み可
※詳細はホームページをご確認ください。

シルバニアファミリー「ショコラウサギの女の子フレア」が
遊びに来るよ！
hショコラウサギの女の子フレアがやってきます ! お歌や手遊び、シルバ
ニアファミリーくじや「わくわくさつえい会」で楽しいひとときを過ごし
ましょう。（参加1組につき、お楽しみ抽選くじを1枚プレゼント。加えて
お子さんにはメディアセブンプチワークショップ参加券とサンバイザー
を差し上げます。）

a8月22日㈰ ①11：00 ②13：00 ③14：30 ④16：00
cどなたでも（小学3年生以下は保護者同伴）　d各20組　※1組3人まで 
e1組1,000円　oカメラ
※新型コロナウイルス感染症対策のため、フレアと握手など触れ合うことはできません。

貸出施設
h大型スクリーンを備えたスタジオや会議室、撮影など多目的に使える防音室
の貸し出しを行っています（無料でWi-Fiが利用できます）。

※詳細はホームページをご確認ください。

申
込
方
法
☆
を
除
く

各講座の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　
※アートスクールのみ8月20日㈮まで申し込み可
※往復はがきには「名前（ふりがな）」「住所」「電話番号」「講座名」「希望
日時」をご記入ください（1講座につき、はがき1枚）。定員に達してい
ない場合は追加募集することがあります。

☆キッズみんなでシアター
h小さなお子さんと一緒に懐かしのアニメ作品などをご覧いただけます。
a8月23日㈪ 11：00～(約1時間)
e無料　※入退場自由。混雑状況により入場を制限する場合があります。フィ
ルム作品上映の際、フィルムの状態により途中で中止する場合もあります。

パソコン講座　初級編
Wordでチラシ作り
a9月3日㈮10：30～12：30
cWord経験者　d16人
e1,000円（テキスト代含む）

住所録で宛名を作成しよう
a9月3日㈮13：30～15：30
cWord経験者　d16人
e1,000円（テキスト代含む）

（18歳以上）

科学館（サイエンスワールド）
※イベントは都合により、変更または中止する場合があります。

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
※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。

プラネタ
リウム

科　学
展示室

ホームページ

Facebook、YouTube
公開中！ホームページ
から各ページにアクセ
スできます。

科学展示室 開館時間…9：30～17：00（入館は16：30まで）

わくわくワーク
h身の回りにある素材を使った簡単な工作教室

8月 3 日㈫、5日㈭、7日㈯「かめれおんカード」
12日㈭、14日㈯「くるくるプラネット」
17日㈫、19日㈭、21日㈯「コップでプラ板」
24日㈫、26日㈭、28日㈯、31日㈫「パタリンチョウ」

時間…10：30、13：00　所要時間…約20分　　
d各20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
e無料　oマイバッグ

テーマ

プラネタリウム ※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

10：30 13：00投影日時 15：30

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

ボイジャー
終わりなき旅土・日曜、祝日

12：00 14：00投影日時 16：00

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

火～金曜日
（8月10日を除く）

b3階　d70人　所要時間…約50分（星空解説+番組）サイエンスサマーフェス2021～おいでよ！夏の科学館～
h夏休みは、ものづくり教室を毎日開催。自由研究の参考に !!
a8月31日㈫まで
•自由研究コーナー
　「令和2年度科学コンクール」優秀作品を展示します。
•「中学・高校生によるサイエンスステージ」開催！
科学系部活動の生徒によるステージ発表を見に
来ませんか？未来の科学者たちによるサイエン
スショーの演示をお楽しみに !
8月 1 日㈰埼玉県立川口青陵高等学校生物部

 8 日㈷川口市立上青木中学校科学部
15日㈰埼玉県立川口高等学校サイエンス部
22日㈰川口市立高等学校自然科学部

時間…14：00　所要時間…約20分
※詳細は科学館ホームページをご確認ください。

a8月9日（振）、29日㈰…14：00、15：00　所要時間…約20分
「鳴らして見える！？音の世界」

サイエンスショー

テーマ

a土曜日…11：30　配布時間…20分
※カードがなくなり次第終了

うきうき探検　～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～

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
プをつけたりして、動画の編集方法を学ぶ初心者向けの講座です。

a8月18日㈬ ①10：30～12：30 ②14：00～16：00
c初めて動画編集ソフトを使用する、マウスの操作と文字入力ができるかた　
d各6人　e1,000円

親子で動画編集にチャレンジ！
h親子で楽しみながら動画を撮影して動画編集にチャレンジするワークショッ
プです。

a8月21日㈯ 10：30～12：30　
c初めて動画編集ソフトを使用する小学生と保護者
d6組　e1,500円

b3階　d70人　所要時間…約30分（番組のみ）

8月の休館日…2日㈪、10日㈫、16日㈪、23日㈪、30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！

h3・5階の会議室と日本間を貸し出しし
ています。

※詳細は川口緑化センターホームページ
をご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症対策のため
利用制限があります。

hイベントや花と緑の情報などをお届け
しています。

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

川口緑化センター 樹里安
ジ ュ リ ア ン

ホームページ

会議室などの利用案内 SNSアカウント

どきどきサイエンス
hテーマのあるものづくり・観察・実験などを行う教室

時間…10：30、13：00　所要時間…約30分　　
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

開催日 テーマ 材料費

サメの歯ストラップをつくろう

星砂でストラップ作り☆

化石の正体

紫外線ってなんだろう

400円

350円

300円

200円

8月1日㈰、4日㈬、6日㈮

8日㈷、9日（振）、11日㈬、13日㈮

15日㈰、18日㈬、20日㈮

22日㈰、25日㈬、27日㈮、29日㈰

注目のステージを
ご覧ください！

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15日㈰ 20：00～21：00　

「月（月齢6.9）」
28日㈯ 19：30～20：30
「木星、土星」

天文台 b総合棟屋上

天文台夜間天体ライブ配信

夜間天体ライブ配信

一般投影

ⓒUMA VISION

「ボイジャー 終わりなき旅」
最遠の人工物、探査機「ボイジャー」。
惑星のリング、衛星の火山、予想をはるかに超えた発見の
数々。1977年の打ち上げから今なおその航海を続ける勇
敢なボイジャー＜探検者＞を待ち受ける運命とは。
（星空の生解説約23分＋番組27分）

「魔法使いハーレイのスピードストーリー」
世界で一番速い乗りものって、なんだと思う？
魔法学校に通うハーレイは、魔法のホウキでクラスメイトと
の競争に明け暮れていました。
二人は先生が開発中の"新型"魔法のホウキを持ち出し人
間界へ。魔法のホウキは今までで最高のスピードで飛行す
る物体に会わせてくれるのです。
さて、そのスピードを出す物体の正体とは？！
（星空の生解説約26分＋番組24分）
ⓒmicro museum lab inc.

※利用条件と施設の貸し出しに一部制限があります。また、イベントやワークショップなどは状況により中止または内容を変更する場合が
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。

※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。

InstagramTwitterLINE
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h…内容　a…日時・期間　b…場所　c…対象　d…定員　e…費用・料金 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

新型コロナウイルス感染症対策のため、臨時休館・休園をすることがあります。
開館状況やイベントなどの情報は、ホームページをご覧いただくか各施設にお問い合わせください。

グリーンセンター 休園日… 火曜日8・9月

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

開園時間…9：00～17：00（入園は16：00まで） 

時間…10：00～10：30、14：00～14：30

h植物園ならではのスプリンクラーの散水を浴び
て、「涼」を楽しむことができる広場です！

a9月27日㈪まで（予定） 10：00～15：00
　（1時間おきに散水）
bわんぱく広場内さくら広場

h植物をすてきにみせる「モルタルデコ」をご存知で
すか？「モルタルデコ」とは、モルタルを材料にして
造形・着色した物で、インテリアに大変人気があり
ます。「モルタルデコ」の器に多肉植物を植えて、
自分だけのミニチュアガーデンを作りませんか。

※器づくりは当教室では行わず、完成品を使用しま
す。

※完成イメージ画像をホームページとInstagram
に掲載します。

講師…大塚 敦子 氏
a8月22日㈰ 10：00～12：00
b研修所2階　d20人（先着順）　e3,000円
f8月5日㈭ 12：30～電話で

hグリーンセンター流水プールは、施設老朽化のた
め、営業を休止することとなりました。

※冬季アイススケートは引き続き、実施予定です。

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。

a8月4日㈬、8日㈷、11日㈬、
14日㈯、22日㈰、25日㈬、
28日㈯ 
10：00～12：00、13：00～16：00

※相談日は変更になる場合があります。

新型コロナウイルス感染症対策のため、8月の園内
ガイドツアーは中止します。

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）

緑の相談所（園芸相談）

8月の滝・大噴水

スプラッシュ広場

園芸教室「多肉植物の寄せ植え」

流水プールの営業休止

ミニ鉄道 グリーンセンター特設サイト
「たなボタニカル」公開中！

ホームページ Twitter Instagram

園内ガイドツアー

園内開花案内

hグリーンセンターの新しい楽しみ方がいっぱいの
ウェブサイトです。
ぜひアクセスしてください！

※緑のアトリエでもご覧いただけます。

現在、園内の一部エリアにて改修工事を行っています。
詳しくは、公式ホームページをご確認ください。

メディアセブン
8月の休館日…20日㈮  
開館時間…平日10：00～21：00※8月22日㈰までは19：00閉館（予定）
土・日曜、祝日9：00～18：00　b川口1-1-1 キュポ・ラ7階
i048-227-7622　https://www.mediaseven.jp/

アートスクール(1カ月全４回コース制)
a9月8日㈬、15日㈬、22日㈬、29日㈬
大人のアートクラス　時間…13：00～15：00　
c18歳以上　d16人　e6,000円（材料費含む）
小学1～3年生の親子のアートクラス　時間…16：00～17：30　
c小学1～3年生と保護者　d8組　e8,000円（材料費含む）
※新型コロナウイルス感染症対策のため、保護者は1人まで
小学3年生以上と大人のアートクラス　時間…18：00～20：00
c小学3年生以上　d16人　e6,000円（材料費含む）
※詳細はホームページをご確認ください。

親子でコマドリアニメーション
h粘土で作ったキャラクターを少しずつ動かして撮影。絵コンテ作りから撮影ま
で体験します。

a8月28日㈯13：00～15：00　c小学生と保護者　d8組　e1,500円
☆駅前ふれあいシアター
h１６㎜フィルムなどに記録された懐かしい映像の上映会です。
a8月16日㈪ 11：00～(約1時間)
e無料　※入退場自由。混雑状況により入場を制限する場合があります。フィ
ルム作品上映の際、フィルムの状態により途中で中止する場合もあります。

ワーキングスペース
h家では集中して仕事ができないとお悩みのかた、ワーキングスペースを
ご利用ください。

利用時間【平　日】①10：30～13：30 ②14：00～17：00 ③17：30～20：30
　　　　【土日祝】①  9：30～12：30 ②13：00～16：00
座席数…6席　e各500円　
f利用日の3日前から電話で ※空席があれば当日申し込み可
※詳細はホームページをご確認ください。

シルバニアファミリー「ショコラウサギの女の子フレア」が
遊びに来るよ！
hショコラウサギの女の子フレアがやってきます ! お歌や手遊び、シルバ
ニアファミリーくじや「わくわくさつえい会」で楽しいひとときを過ごし
ましょう。（参加1組につき、お楽しみ抽選くじを1枚プレゼント。加えて
お子さんにはメディアセブンプチワークショップ参加券とサンバイザー
を差し上げます。）

a8月22日㈰ ①11：00 ②13：00 ③14：30 ④16：00
cどなたでも（小学3年生以下は保護者同伴）　d各20組　※1組3人まで 
e1組1,000円　oカメラ
※新型コロナウイルス感染症対策のため、フレアと握手など触れ合うことはできません。

貸出施設
h大型スクリーンを備えたスタジオや会議室、撮影など多目的に使える防音室
の貸し出しを行っています（無料でWi-Fiが利用できます）。

※詳細はホームページをご確認ください。

申
込
方
法
☆
を
除
く

各講座の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　
※アートスクールのみ8月20日㈮まで申し込み可
※往復はがきには「名前（ふりがな）」「住所」「電話番号」「講座名」「希望
日時」をご記入ください（1講座につき、はがき1枚）。定員に達してい
ない場合は追加募集することがあります。

☆キッズみんなでシアター
h小さなお子さんと一緒に懐かしのアニメ作品などをご覧いただけます。
a8月23日㈪ 11：00～(約1時間)
e無料　※入退場自由。混雑状況により入場を制限する場合があります。フィ
ルム作品上映の際、フィルムの状態により途中で中止する場合もあります。

パソコン講座　初級編
Wordでチラシ作り
a9月3日㈮10：30～12：30
cWord経験者　d16人
e1,000円（テキスト代含む）

住所録で宛名を作成しよう
a9月3日㈮13：30～15：30
cWord経験者　d16人
e1,000円（テキスト代含む）

（18歳以上）

科学館（サイエンスワールド）
※イベントは都合により、変更または中止する場合があります。

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
※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。

プラネタ
リウム

科　学
展示室

ホームページ

Facebook、YouTube
公開中！ホームページ
から各ページにアクセ
スできます。

科学展示室 開館時間…9：30～17：00（入館は16：30まで）

わくわくワーク
h身の回りにある素材を使った簡単な工作教室

8月 3 日㈫、5日㈭、7日㈯「かめれおんカード」
12日㈭、14日㈯「くるくるプラネット」
17日㈫、19日㈭、21日㈯「コップでプラ板」
24日㈫、26日㈭、28日㈯、31日㈫「パタリンチョウ」

時間…10：30、13：00　所要時間…約20分　　
d各20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
e無料　oマイバッグ

テーマ

プラネタリウム ※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

10：30 13：00投影日時 15：30

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

ボイジャー
終わりなき旅土・日曜、祝日

12：00 14：00投影日時 16：00

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

火～金曜日
（8月10日を除く）

b3階　d70人　所要時間…約50分（星空解説+番組）サイエンスサマーフェス2021～おいでよ！夏の科学館～
h夏休みは、ものづくり教室を毎日開催。自由研究の参考に !!
a8月31日㈫まで
•自由研究コーナー
　「令和2年度科学コンクール」優秀作品を展示します。
•「中学・高校生によるサイエンスステージ」開催！
科学系部活動の生徒によるステージ発表を見に
来ませんか？未来の科学者たちによるサイエン
スショーの演示をお楽しみに !
8月 1 日㈰埼玉県立川口青陵高等学校生物部

 8 日㈷川口市立上青木中学校科学部
15日㈰埼玉県立川口高等学校サイエンス部
22日㈰川口市立高等学校自然科学部

時間…14：00　所要時間…約20分
※詳細は科学館ホームページをご確認ください。

a8月9日（振）、29日㈰…14：00、15：00　所要時間…約20分
「鳴らして見える！？音の世界」

サイエンスショー

テーマ

a土曜日…11：30　配布時間…20分
※カードがなくなり次第終了

うきうき探検　～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～

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
プをつけたりして、動画の編集方法を学ぶ初心者向けの講座です。

a8月18日㈬ ①10：30～12：30 ②14：00～16：00
c初めて動画編集ソフトを使用する、マウスの操作と文字入力ができるかた　
d各6人　e1,000円

親子で動画編集にチャレンジ！
h親子で楽しみながら動画を撮影して動画編集にチャレンジするワークショッ
プです。

a8月21日㈯ 10：30～12：30　
c初めて動画編集ソフトを使用する小学生と保護者
d6組　e1,500円

b3階　d70人　所要時間…約30分（番組のみ）

8月の休館日…2日㈪、10日㈫、16日㈪、23日㈪、30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！

h3・5階の会議室と日本間を貸し出しし
ています。

※詳細は川口緑化センターホームページ
をご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症対策のため
利用制限があります。

hイベントや花と緑の情報などをお届け
しています。

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

川口緑化センター 樹里安
ジ ュ リ ア ン

ホームページ

会議室などの利用案内 SNSアカウント

どきどきサイエンス
hテーマのあるものづくり・観察・実験などを行う教室

時間…10：30、13：00　所要時間…約30分　　
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

開催日 テーマ 材料費

サメの歯ストラップをつくろう

星砂でストラップ作り☆

化石の正体

紫外線ってなんだろう

400円

350円

300円

200円

8月1日㈰、4日㈬、6日㈮

8日㈷、9日（振）、11日㈬、13日㈮

15日㈰、18日㈬、20日㈮

22日㈰、25日㈬、27日㈮、29日㈰

注目のステージを
ご覧ください！

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15日㈰ 20：00～21：00　

「月（月齢6.9）」
28日㈯ 19：30～20：30
「木星、土星」

天文台 b総合棟屋上

天文台夜間天体ライブ配信

夜間天体ライブ配信

一般投影

ⓒUMA VISION

「ボイジャー 終わりなき旅」
最遠の人工物、探査機「ボイジャー」。
惑星のリング、衛星の火山、予想をはるかに超えた発見の
数々。1977年の打ち上げから今なおその航海を続ける勇
敢なボイジャー＜探検者＞を待ち受ける運命とは。
（星空の生解説約23分＋番組27分）

「魔法使いハーレイのスピードストーリー」
世界で一番速い乗りものって、なんだと思う？
魔法学校に通うハーレイは、魔法のホウキでクラスメイトと
の競争に明け暮れていました。
二人は先生が開発中の"新型"魔法のホウキを持ち出し人
間界へ。魔法のホウキは今までで最高のスピードで飛行す
る物体に会わせてくれるのです。
さて、そのスピードを出す物体の正体とは？！
（星空の生解説約26分＋番組24分）
ⓒmicro museum lab inc.

※利用条件と施設の貸し出しに一部制限があります。また、イベントやワークショップなどは状況により中止または内容を変更する場合が
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。

※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。

InstagramTwitterLINE
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h…内容　a…日時・期間　b…場所　c…対象　d…定員　e…費用・料金 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

新型コロナウイルス感染症対策のため、臨時休館・休園をすることがあります。
開館状況やイベントなどの情報は、ホームページをご覧いただくか各施設にお問い合わせください。

グリーンセンター 休園日… 火曜日8・9月

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

開園時間…9：00～17：00（入園は16：00まで） 

時間…10：00～10：30、14：00～14：30

h植物園ならではのスプリンクラーの散水を浴び
て、「涼」を楽しむことができる広場です！

a9月27日㈪まで（予定） 10：00～15：00
　（1時間おきに散水）
bわんぱく広場内さくら広場

h植物をすてきにみせる「モルタルデコ」をご存知で
すか？「モルタルデコ」とは、モルタルを材料にして
造形・着色した物で、インテリアに大変人気があり
ます。「モルタルデコ」の器に多肉植物を植えて、
自分だけのミニチュアガーデンを作りませんか。

※器づくりは当教室では行わず、完成品を使用しま
す。

※完成イメージ画像をホームページとInstagram
に掲載します。

講師…大塚 敦子 氏
a8月22日㈰ 10：00～12：00
b研修所2階　d20人（先着順）　e3,000円
f8月5日㈭ 12：30～電話で

hグリーンセンター流水プールは、施設老朽化のた
め、営業を休止することとなりました。

※冬季アイススケートは引き続き、実施予定です。

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。

a8月4日㈬、8日㈷、11日㈬、
14日㈯、22日㈰、25日㈬、
28日㈯ 
10：00～12：00、13：00～16：00

※相談日は変更になる場合があります。

新型コロナウイルス感染症対策のため、8月の園内
ガイドツアーは中止します。

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）

緑の相談所（園芸相談）

8月の滝・大噴水

スプラッシュ広場

園芸教室「多肉植物の寄せ植え」

流水プールの営業休止

ミニ鉄道 グリーンセンター特設サイト
「たなボタニカル」公開中！

ホームページ Twitter Instagram

園内ガイドツアー

園内開花案内

hグリーンセンターの新しい楽しみ方がいっぱいの
ウェブサイトです。
ぜひアクセスしてください！

※緑のアトリエでもご覧いただけます。

現在、園内の一部エリアにて改修工事を行っています。
詳しくは、公式ホームページをご確認ください。

メディアセブン
8月の休館日…20日㈮  
開館時間…平日10：00～21：00※8月22日㈰までは19：00閉館（予定）
土・日曜、祝日9：00～18：00　b川口1-1-1 キュポ・ラ7階
i048-227-7622　https://www.mediaseven.jp/

アートスクール(1カ月全４回コース制)
a9月8日㈬、15日㈬、22日㈬、29日㈬
大人のアートクラス　時間…13：00～15：00　
c18歳以上　d16人　e6,000円（材料費含む）
小学1～3年生の親子のアートクラス　時間…16：00～17：30　
c小学1～3年生と保護者　d8組　e8,000円（材料費含む）
※新型コロナウイルス感染症対策のため、保護者は1人まで
小学3年生以上と大人のアートクラス　時間…18：00～20：00
c小学3年生以上　d16人　e6,000円（材料費含む）
※詳細はホームページをご確認ください。

親子でコマドリアニメーション
h粘土で作ったキャラクターを少しずつ動かして撮影。絵コンテ作りから撮影ま
で体験します。

a8月28日㈯13：00～15：00　c小学生と保護者　d8組　e1,500円
☆駅前ふれあいシアター
h１６㎜フィルムなどに記録された懐かしい映像の上映会です。
a8月16日㈪ 11：00～(約1時間)
e無料　※入退場自由。混雑状況により入場を制限する場合があります。フィ
ルム作品上映の際、フィルムの状態により途中で中止する場合もあります。

ワーキングスペース
h家では集中して仕事ができないとお悩みのかた、ワーキングスペースを
ご利用ください。

利用時間【平　日】①10：30～13：30 ②14：00～17：00 ③17：30～20：30
　　　　【土日祝】①  9：30～12：30 ②13：00～16：00
座席数…6席　e各500円　
f利用日の3日前から電話で ※空席があれば当日申し込み可
※詳細はホームページをご確認ください。

シルバニアファミリー「ショコラウサギの女の子フレア」が
遊びに来るよ！
hショコラウサギの女の子フレアがやってきます ! お歌や手遊び、シルバ
ニアファミリーくじや「わくわくさつえい会」で楽しいひとときを過ごし
ましょう。（参加1組につき、お楽しみ抽選くじを1枚プレゼント。加えて
お子さんにはメディアセブンプチワークショップ参加券とサンバイザー
を差し上げます。）

a8月22日㈰ ①11：00 ②13：00 ③14：30 ④16：00
cどなたでも（小学3年生以下は保護者同伴）　d各20組　※1組3人まで 
e1組1,000円　oカメラ
※新型コロナウイルス感染症対策のため、フレアと握手など触れ合うことはできません。

貸出施設
h大型スクリーンを備えたスタジオや会議室、撮影など多目的に使える防音室
の貸し出しを行っています（無料でWi-Fiが利用できます）。

※詳細はホームページをご確認ください。

申
込
方
法
☆
を
除
く

各講座の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　
※アートスクールのみ8月20日㈮まで申し込み可
※往復はがきには「名前（ふりがな）」「住所」「電話番号」「講座名」「希望
日時」をご記入ください（1講座につき、はがき1枚）。定員に達してい
ない場合は追加募集することがあります。

☆キッズみんなでシアター
h小さなお子さんと一緒に懐かしのアニメ作品などをご覧いただけます。
a8月23日㈪ 11：00～(約1時間)
e無料　※入退場自由。混雑状況により入場を制限する場合があります。フィ
ルム作品上映の際、フィルムの状態により途中で中止する場合もあります。

パソコン講座　初級編
Wordでチラシ作り
a9月3日㈮10：30～12：30
cWord経験者　d16人
e1,000円（テキスト代含む）

住所録で宛名を作成しよう
a9月3日㈮13：30～15：30
cWord経験者　d16人
e1,000円（テキスト代含む）

（18歳以上）

科学館（サイエンスワールド）
※イベントは都合により、変更または中止する場合があります。

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
※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。

プラネタ
リウム

科　学
展示室

ホームページ

Facebook、YouTube
公開中！ホームページ
から各ページにアクセ
スできます。

科学展示室 開館時間…9：30～17：00（入館は16：30まで）

わくわくワーク
h身の回りにある素材を使った簡単な工作教室

8月 3 日㈫、5日㈭、7日㈯「かめれおんカード」
12日㈭、14日㈯「くるくるプラネット」
17日㈫、19日㈭、21日㈯「コップでプラ板」
24日㈫、26日㈭、28日㈯、31日㈫「パタリンチョウ」

時間…10：30、13：00　所要時間…約20分　　
d各20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
e無料　oマイバッグ

テーマ

プラネタリウム ※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

10：30 13：00投影日時 15：30

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

ボイジャー
終わりなき旅土・日曜、祝日

12：00 14：00投影日時 16：00

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

火～金曜日
（8月10日を除く）

b3階　d70人　所要時間…約50分（星空解説+番組）サイエンスサマーフェス2021～おいでよ！夏の科学館～
h夏休みは、ものづくり教室を毎日開催。自由研究の参考に !!
a8月31日㈫まで
•自由研究コーナー
　「令和2年度科学コンクール」優秀作品を展示します。
•「中学・高校生によるサイエンスステージ」開催！
科学系部活動の生徒によるステージ発表を見に
来ませんか？未来の科学者たちによるサイエン
スショーの演示をお楽しみに !
8月 1 日㈰埼玉県立川口青陵高等学校生物部

 8 日㈷川口市立上青木中学校科学部
15日㈰埼玉県立川口高等学校サイエンス部
22日㈰川口市立高等学校自然科学部

時間…14：00　所要時間…約20分
※詳細は科学館ホームページをご確認ください。

a8月9日（振）、29日㈰…14：00、15：00　所要時間…約20分
「鳴らして見える！？音の世界」

サイエンスショー

テーマ

a土曜日…11：30　配布時間…20分
※カードがなくなり次第終了

うきうき探検　～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～

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
プをつけたりして、動画の編集方法を学ぶ初心者向けの講座です。

a8月18日㈬ ①10：30～12：30 ②14：00～16：00
c初めて動画編集ソフトを使用する、マウスの操作と文字入力ができるかた　
d各6人　e1,000円

親子で動画編集にチャレンジ！
h親子で楽しみながら動画を撮影して動画編集にチャレンジするワークショッ
プです。

a8月21日㈯ 10：30～12：30　
c初めて動画編集ソフトを使用する小学生と保護者
d6組　e1,500円

b3階　d70人　所要時間…約30分（番組のみ）

8月の休館日…2日㈪、10日㈫、16日㈪、23日㈪、30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！

h3・5階の会議室と日本間を貸し出しし
ています。

※詳細は川口緑化センターホームページ
をご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症対策のため
利用制限があります。

hイベントや花と緑の情報などをお届け
しています。

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

川口緑化センター 樹里安
ジ ュ リ ア ン

ホームページ

会議室などの利用案内 SNSアカウント

どきどきサイエンス
hテーマのあるものづくり・観察・実験などを行う教室

時間…10：30、13：00　所要時間…約30分　　
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

開催日 テーマ 材料費

サメの歯ストラップをつくろう

星砂でストラップ作り☆

化石の正体

紫外線ってなんだろう

400円

350円

300円

200円

8月1日㈰、4日㈬、6日㈮

8日㈷、9日（振）、11日㈬、13日㈮

15日㈰、18日㈬、20日㈮

22日㈰、25日㈬、27日㈮、29日㈰

注目のステージを
ご覧ください！

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15日㈰ 20：00～21：00　

「月（月齢6.9）」
28日㈯ 19：30～20：30
「木星、土星」

天文台 b総合棟屋上

天文台夜間天体ライブ配信

夜間天体ライブ配信

一般投影

ⓒUMA VISION

「ボイジャー 終わりなき旅」
最遠の人工物、探査機「ボイジャー」。
惑星のリング、衛星の火山、予想をはるかに超えた発見の
数々。1977年の打ち上げから今なおその航海を続ける勇
敢なボイジャー＜探検者＞を待ち受ける運命とは。
（星空の生解説約23分＋番組27分）

「魔法使いハーレイのスピードストーリー」
世界で一番速い乗りものって、なんだと思う？
魔法学校に通うハーレイは、魔法のホウキでクラスメイトと
の競争に明け暮れていました。
二人は先生が開発中の"新型"魔法のホウキを持ち出し人
間界へ。魔法のホウキは今までで最高のスピードで飛行す
る物体に会わせてくれるのです。
さて、そのスピードを出す物体の正体とは？！
（星空の生解説約26分＋番組24分）
ⓒmicro museum lab inc.

※利用条件と施設の貸し出しに一部制限があります。また、イベントやワークショップなどは状況により中止または内容を変更する場合が
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。

※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。

InstagramTwitterLINE
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h…内容　a…日時・期間　b…場所　c…対象　d…定員　e…費用・料金 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

新型コロナウイルス感染症対策のため、臨時休館・休園をすることがあります。
開館状況やイベントなどの情報は、ホームページをご覧いただくか各施設にお問い合わせください。

グリーンセンター 休園日… 火曜日8・9月

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

開園時間…9：00～17：00（入園は16：00まで） 

時間…10：00～10：30、14：00～14：30

h植物園ならではのスプリンクラーの散水を浴び
て、「涼」を楽しむことができる広場です！

a9月27日㈪まで（予定） 10：00～15：00
　（1時間おきに散水）
bわんぱく広場内さくら広場

h植物をすてきにみせる「モルタルデコ」をご存知で
すか？「モルタルデコ」とは、モルタルを材料にして
造形・着色した物で、インテリアに大変人気があり
ます。「モルタルデコ」の器に多肉植物を植えて、
自分だけのミニチュアガーデンを作りませんか。

※器づくりは当教室では行わず、完成品を使用しま
す。

※完成イメージ画像をホームページとInstagram
に掲載します。

講師…大塚 敦子 氏
a8月22日㈰ 10：00～12：00
b研修所2階　d20人（先着順）　e3,000円
f8月5日㈭ 12：30～電話で

hグリーンセンター流水プールは、施設老朽化のた
め、営業を休止することとなりました。

※冬季アイススケートは引き続き、実施予定です。

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。

a8月4日㈬、8日㈷、11日㈬、
14日㈯、22日㈰、25日㈬、
28日㈯ 
10：00～12：00、13：00～16：00

※相談日は変更になる場合があります。

新型コロナウイルス感染症対策のため、8月の園内
ガイドツアーは中止します。

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）

緑の相談所（園芸相談）

8月の滝・大噴水

スプラッシュ広場

園芸教室「多肉植物の寄せ植え」

流水プールの営業休止

ミニ鉄道 グリーンセンター特設サイト
「たなボタニカル」公開中！

ホームページ Twitter Instagram

園内ガイドツアー

園内開花案内

hグリーンセンターの新しい楽しみ方がいっぱいの
ウェブサイトです。
ぜひアクセスしてください！

※緑のアトリエでもご覧いただけます。

現在、園内の一部エリアにて改修工事を行っています。
詳しくは、公式ホームページをご確認ください。

メディアセブン
8月の休館日…20日㈮  
開館時間…平日10：00～21：00※8月22日㈰までは19：00閉館（予定）
土・日曜、祝日9：00～18：00　b川口1-1-1 キュポ・ラ7階
i048-227-7622　https://www.mediaseven.jp/

アートスクール(1カ月全４回コース制)
a9月8日㈬、15日㈬、22日㈬、29日㈬
大人のアートクラス　時間…13：00～15：00　
c18歳以上　d16人　e6,000円（材料費含む）
小学1～3年生の親子のアートクラス　時間…16：00～17：30　
c小学1～3年生と保護者　d8組　e8,000円（材料費含む）
※新型コロナウイルス感染症対策のため、保護者は1人まで
小学3年生以上と大人のアートクラス　時間…18：00～20：00
c小学3年生以上　d16人　e6,000円（材料費含む）
※詳細はホームページをご確認ください。

親子でコマドリアニメーション
h粘土で作ったキャラクターを少しずつ動かして撮影。絵コンテ作りから撮影ま
で体験します。

a8月28日㈯13：00～15：00　c小学生と保護者　d8組　e1,500円
☆駅前ふれあいシアター
h１６㎜フィルムなどに記録された懐かしい映像の上映会です。
a8月16日㈪ 11：00～(約1時間)
e無料　※入退場自由。混雑状況により入場を制限する場合があります。フィ
ルム作品上映の際、フィルムの状態により途中で中止する場合もあります。

ワーキングスペース
h家では集中して仕事ができないとお悩みのかた、ワーキングスペースを
ご利用ください。

利用時間【平　日】①10：30～13：30 ②14：00～17：00 ③17：30～20：30
　　　　【土日祝】①  9：30～12：30 ②13：00～16：00
座席数…6席　e各500円　
f利用日の3日前から電話で ※空席があれば当日申し込み可
※詳細はホームページをご確認ください。

シルバニアファミリー「ショコラウサギの女の子フレア」が
遊びに来るよ！
hショコラウサギの女の子フレアがやってきます ! お歌や手遊び、シルバ
ニアファミリーくじや「わくわくさつえい会」で楽しいひとときを過ごし
ましょう。（参加1組につき、お楽しみ抽選くじを1枚プレゼント。加えて
お子さんにはメディアセブンプチワークショップ参加券とサンバイザー
を差し上げます。）

a8月22日㈰ ①11：00 ②13：00 ③14：30 ④16：00
cどなたでも（小学3年生以下は保護者同伴）　d各20組　※1組3人まで 
e1組1,000円　oカメラ
※新型コロナウイルス感染症対策のため、フレアと握手など触れ合うことはできません。

貸出施設
h大型スクリーンを備えたスタジオや会議室、撮影など多目的に使える防音室
の貸し出しを行っています（無料でWi-Fiが利用できます）。

※詳細はホームページをご確認ください。

申
込
方
法
☆
を
除
く

各講座の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　
※アートスクールのみ8月20日㈮まで申し込み可
※往復はがきには「名前（ふりがな）」「住所」「電話番号」「講座名」「希望
日時」をご記入ください（1講座につき、はがき1枚）。定員に達してい
ない場合は追加募集することがあります。

☆キッズみんなでシアター
h小さなお子さんと一緒に懐かしのアニメ作品などをご覧いただけます。
a8月23日㈪ 11：00～(約1時間)
e無料　※入退場自由。混雑状況により入場を制限する場合があります。フィ
ルム作品上映の際、フィルムの状態により途中で中止する場合もあります。

パソコン講座　初級編
Wordでチラシ作り
a9月3日㈮10：30～12：30
cWord経験者　d16人
e1,000円（テキスト代含む）

住所録で宛名を作成しよう
a9月3日㈮13：30～15：30
cWord経験者　d16人
e1,000円（テキスト代含む）

（18歳以上）

科学館（サイエンスワールド）
※イベントは都合により、変更または中止する場合があります。

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
※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。

プラネタ
リウム

科　学
展示室

ホームページ

Facebook、YouTube
公開中！ホームページ
から各ページにアクセ
スできます。

科学展示室 開館時間…9：30～17：00（入館は16：30まで）

わくわくワーク
h身の回りにある素材を使った簡単な工作教室

8月 3 日㈫、5日㈭、7日㈯「かめれおんカード」
12日㈭、14日㈯「くるくるプラネット」
17日㈫、19日㈭、21日㈯「コップでプラ板」
24日㈫、26日㈭、28日㈯、31日㈫「パタリンチョウ」

時間…10：30、13：00　所要時間…約20分　　
d各20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
e無料　oマイバッグ

テーマ

プラネタリウム ※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

10：30 13：00投影日時 15：30

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

ボイジャー
終わりなき旅土・日曜、祝日

12：00 14：00投影日時 16：00

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

火～金曜日
（8月10日を除く）

b3階　d70人　所要時間…約50分（星空解説+番組）サイエンスサマーフェス2021～おいでよ！夏の科学館～
h夏休みは、ものづくり教室を毎日開催。自由研究の参考に !!
a8月31日㈫まで
•自由研究コーナー
　「令和2年度科学コンクール」優秀作品を展示します。
•「中学・高校生によるサイエンスステージ」開催！
科学系部活動の生徒によるステージ発表を見に
来ませんか？未来の科学者たちによるサイエン
スショーの演示をお楽しみに !
8月 1 日㈰埼玉県立川口青陵高等学校生物部

 8 日㈷川口市立上青木中学校科学部
15日㈰埼玉県立川口高等学校サイエンス部
22日㈰川口市立高等学校自然科学部

時間…14：00　所要時間…約20分
※詳細は科学館ホームページをご確認ください。

a8月9日（振）、29日㈰…14：00、15：00　所要時間…約20分
「鳴らして見える！？音の世界」

サイエンスショー

テーマ

a土曜日…11：30　配布時間…20分
※カードがなくなり次第終了

うきうき探検　～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～

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
プをつけたりして、動画の編集方法を学ぶ初心者向けの講座です。

a8月18日㈬ ①10：30～12：30 ②14：00～16：00
c初めて動画編集ソフトを使用する、マウスの操作と文字入力ができるかた　
d各6人　e1,000円

親子で動画編集にチャレンジ！
h親子で楽しみながら動画を撮影して動画編集にチャレンジするワークショッ
プです。

a8月21日㈯ 10：30～12：30　
c初めて動画編集ソフトを使用する小学生と保護者
d6組　e1,500円

b3階　d70人　所要時間…約30分（番組のみ）

8月の休館日…2日㈪、10日㈫、16日㈪、23日㈪、30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！

h3・5階の会議室と日本間を貸し出しし
ています。

※詳細は川口緑化センターホームページ
をご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症対策のため
利用制限があります。

hイベントや花と緑の情報などをお届け
しています。

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

川口緑化センター 樹里安
ジ ュ リ ア ン

ホームページ

会議室などの利用案内 SNSアカウント

どきどきサイエンス
hテーマのあるものづくり・観察・実験などを行う教室

時間…10：30、13：00　所要時間…約30分　　
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

開催日 テーマ 材料費

サメの歯ストラップをつくろう

星砂でストラップ作り☆

化石の正体

紫外線ってなんだろう

400円

350円

300円

200円

8月1日㈰、4日㈬、6日㈮

8日㈷、9日（振）、11日㈬、13日㈮

15日㈰、18日㈬、20日㈮

22日㈰、25日㈬、27日㈮、29日㈰

注目のステージを
ご覧ください！

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15日㈰ 20：00～21：00　

「月（月齢6.9）」
28日㈯ 19：30～20：30
「木星、土星」

天文台 b総合棟屋上

天文台夜間天体ライブ配信

夜間天体ライブ配信

一般投影

ⓒUMA VISION

「ボイジャー 終わりなき旅」
最遠の人工物、探査機「ボイジャー」。
惑星のリング、衛星の火山、予想をはるかに超えた発見の
数々。1977年の打ち上げから今なおその航海を続ける勇
敢なボイジャー＜探検者＞を待ち受ける運命とは。
（星空の生解説約23分＋番組27分）

「魔法使いハーレイのスピードストーリー」
世界で一番速い乗りものって、なんだと思う？
魔法学校に通うハーレイは、魔法のホウキでクラスメイトと
の競争に明け暮れていました。
二人は先生が開発中の"新型"魔法のホウキを持ち出し人
間界へ。魔法のホウキは今までで最高のスピードで飛行す
る物体に会わせてくれるのです。
さて、そのスピードを出す物体の正体とは？！
（星空の生解説約26分＋番組24分）
ⓒmicro museum lab inc.

※利用条件と施設の貸し出しに一部制限があります。また、イベントやワークショップなどは状況により中止または内容を変更する場合が
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。

※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。

InstagramTwitterLINE


