・休園をすることがあります。
ご覧いただくか各施設にお問い合わせください。

休館日…月曜日
（祝日の場合は翌平日） b上青木西1-2-25 i048-253-1444
※感染状況により、中止または内容を変更する場合があります。

赤ちゃんと一緒にふれあいセミナー

k048-256-6433

親子パン作り教室

4月分トレーニングルーム利用者講習会

かけっこ教室

定員

東スポーツセンター
i048-222-4990

4/2㈯、5㈫、16㈯、19㈫
10：00〜
（1回目）19：00〜
（2回目）

各5人

西スポーツセンター
i048-251-6377

4/ 8 ㈮、11㈪ 10：00〜
（1回のみ）
4/23㈯、25㈪ 19：00〜
（1回のみ）

各5人

パブリック

（1回目）19：00〜
（2回目）
安行スポーツセンター 4/16㈯ 10：00〜
各5人
（1回目）14：00〜
（2回目）
i048-296-1200 4/17㈰ 10：00〜
体育武道センター
i048-251-9227

火・木・土曜日
日曜、祝日

各5人

18：00〜
{ 14:00〜、
19：00〜、20：00〜
{ 14:00〜
18：00〜、19：00〜

期

戸塚スポーツセンター
i048-298-9993

日曜日 14：00〜
（1回のみ）
水曜日 14：00〜
（1回のみ）

納

hスポーツ、文化、
ボランティア活動時の不慮の事故に対する備えです。
cスポーツ活動や文化活動などを行う4人以上の団体
※掛金、補償内容などは
「スポーツ安全保険のしおり」
または
「あらまし」
をご覧く
ださい。
※令和4年度をもって加入依頼書での加入受付が廃止されます。スムーズな移
行のため、令和4年度初回加入よりWebでの加入手続きをお願いします。
※加入依頼書が必要な場合は
（公財）
スポーツ安全協会埼玉県支部へご連絡く
ださい。
しおり・あらまし配布場所…スポーツ課
（分庁舎1階）
、
スポーツ施設、公民館
g
（公財）
スポーツ安全協会埼玉県支部 i048-779-9580

開催日時

集

令和4年度スポーツ安全保険受付開始

施設名

募

a3月20日㈰ 10:00〜12:00
（小雨決行、予備日なし）
講師…不破 弘樹 氏
（1984年ロサンゼルスオリンピック100・200ｍ日本代表）
b青木町公園総合運動場 陸上競技場
c市内在住の小学3〜5年生
d50人
（先着順）
e100円
（保険料含む）
fg3月7日㈪〜10日㈭ 9:00〜17:00に青木町公園総合運動場へ電話で
i048-251-6893

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）
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）
f3月16日㈬ 9：00〜電話で
（先着順）
※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。
※感染状況により定員数を変更する場合があります。

イベント

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3月下旬まで休止します。

講習・講演

スポーツ情報

祉

ツオップパンはとても可愛い編みパンです。世界にひとつ、自分だけのツオップ
チョコパンを作ってみませんか！
講師…船守 勝代 氏（パン技術士）
a3月27日㈰ 9:30〜13:30 b料理実習室
c市内在住の小学生以上と保護者 d8組16人
（先着順）
e1,500円
（材料費） oエプロン、三角巾、
マスク、
ふきん2枚、持ち帰り用袋
f3月4日㈮ 9:00〜電話または窓口で

福

hお母さんの体操、ベビーマッサージ、育児相談など
a3月18日㈮ 13:30〜15:00 b日本間１･２号
c市内在住の２カ月〜ハイハイするころまでの乳児と母親
d６組(先着順) e５00円
（オイル代･保険料）
o母子健康手帳､バスタオル､おむつ
f3月1日㈫ 9:00〜電話または窓口で
※当日または前日に予防接種を受けたかたは、参加できません。

一般情報

生涯学習プラザ

施設の情報

各3人

寄

道の駅
「川口・あんぎょう」

け

しどみ

h放春花、地梨の展示・販売
a3月4日㈮〜6日㈰ 9:00〜17:00 b1階アトリウム

雪割草と山野草展
h雪割草、山野草、手作りの植木鉢などの展示・販売
a3月19日㈯、20日㈰ 9:00〜17:00
※最終日16:00まで b1階展示ホール

第19回緑の学会・ふれあい講演会
h「川口の緑で街を創る〜SDGs時代の食と生活
〜」
をテーマにワークショップを行います。
話題提供………波多野 純 氏
（元日本工業大学学長・建築史）
モデレーター…岩崎 敬 氏
（元東京大学先端研客員研究員）
a3月26日㈯13:30〜 b3階特設会場
d50人(申し込み多数の場合は抽選) e無料
f3月1日㈫〜11日㈮にホームページ内講習会申
込フォームまたは川口緑化センターへ電話で
※抽選結果は当落に関わらず電話またはメールで
通知します。

f…申込・提出・応募

※3月16日㈬に川口緑化センターホームページで
申し込み状況をお知らせします。
※3月16日㈬時点で定員に達しない場合は、3月
23日㈬まで電話でのみ受け付け(先着順)

第25回スプリング緑花感謝祭

3月の古典園芸植物展

h古典植物、山野草、小盆栽の展示・販売
6日㈰ 9:00〜17:00 b1階展示ホール
a3月5日㈯、

o…持ち物

i048-296-4021 https://www.jurian.or.jp/

h期間中、会場内で1,000円以上のお買い上げ・お
食事をされたかたに、先着順で景品をプレゼント
します。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。
a3月23日㈬〜27日㈰ 9:00〜17:00
b川口緑化センター、川口市営植物取引センター

自然を生かす 花とラタン展
hドライフラワーなどを使ったアレンジメント、つる・
籐を使ったアクセサリーやバックなどの展示・販売
a3月26日㈯、27日㈰ 9:00〜17:00
b1階展示ホール

m…Eメール

Instagram

春本番！立体的に楽しむ花木を使った寄せ植え教室
（一社）
寄せ植えデザイナー協会代表講師による講習
h
a3月12日㈯ 14:00〜 b1階アトリウム
d16人
（先着順） e3，
500円
o筆記用具、軍手、園芸用はさみ
f3月3日㈭〜7日㈪にホームページ内講習会申込
フォームまたは3月8日㈫までに川口緑化セン
ターへ電話で

苔玉の作り方講習会
（初心者向け）
h苔玉の作成と管理方法を学ぶ講習会
a3月19日㈯ 14:00〜 b1階アトリウム
d16人
（先着順） e2，
500円
o筆記用具、軍手、園芸用はさみ
f3月3日㈭〜15日㈫にホームページ内講習会申
込フォームまたは3月16日㈬までに川口緑化セン
ターへ電話で

春色広がるふんわり寄せ植え教室

園芸相談
a3月5日㈯、12日㈯、13日㈰、19日㈯、20日㈰、
21日㈷、26日㈯、27日㈰
10:00〜12:00、13:00〜15:00
b1階アトリウム内
※相談日は変更になる場合があります。
※マスクの着用など感染症対策にご協力ください。

g…問い合わせ

ホームページ

i…電話

（一社）
寄せ植えデザイナー協会代表講師による講習
h
a4月2日㈯ 14:00〜 b5階ラウンジ
d12人
（先着順） e3，
000円
o筆記用具、軍手、園芸用はさみ
f3月14日㈪〜28日㈪にホームページ内講習会申
込フォームまたは3月29日㈫までに川口緑化セン
ターへ電話で
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設

放春花・地梨展

b安行領家844-2

施

ぼ

附

ジ ュ リ ア ン

川口緑化センター 樹里安

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、ホームページをご

施設の情報
一般情報

アートギャラリー・アトリア

※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。

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）
b並木元町1-76 i048-253-0222
https://www.atlia.jp/

福

ワークショップ

ホームページ

完成した作品は4月27日㈬〜5月8日㈰展示公開

タイトル あるいて描く・絵のなかをあるく

祉
講習・講演

内

アーティストと一緒に、親子でなが〜い紙に歩きながらいろいろな絵
容
具をひろげて絵を描きます。

日

時 [Ａ] 4月16日㈯ 13:00〜15:30

講

師 船井 美佐 氏
（美術家） 対

定

員 各5組

ふない み さ

[Ｂ] 4月17日㈰ 10:30〜13:00

象 年中〜小学2年生と保護者の2人1組

参 加 費 1,000円
（1組）

申 込 先 arukue2022spring@atlia.jp

締

切 3月30日㈬

イベント

タイトル さわる・つくる・みあげる おおきな
「雲」

ひろい空間をうめつくす巨大な雲のオブジェを、アーティストとみん
なで身近な素材をつかって変身させます。

内

容

日

時 [Ａ] 4月23日㈯ 13:30〜16:30
みずうちたかひで

[Ｂ] 4月24日㈰ 13:30〜16:30
象 小学生

募

講

師 水内 貴英 氏
（美術家）

対

定

員 各10人

参 加 費 500円

申 込 先 kumo2022spring@atlia.jp

締

切 3月30日㈬

◆申込方法◆
件名に
「イベント申込」、本文に①〜⑦を入力し申込先にメールで
（申し込み多数
の場合は抽選）
①希望のイベント名 ②希望日時（A・Bいずれかの記載がない場合は無効）③参
加者全員の氏名・ふりがな ④年齢・学年（新学年で）⑤〒・住所（集合住宅は建
物名も）⑥電話番号（緊急時連絡がとれるもの）⑦このイベントを知ったきっか
け
（例：広報かわぐちを見た）
※申し込みメール受信後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 イベント係）
でお申し込みください。締切日の
約1週間後にFAXまたははがきで結果を通知します。
◆ご注意◆
※1通で複数のイベント、1人で重複した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。
※問い合わせは電話または窓口で
※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。

集
パブリック

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

納

文化財調査報告会を実施します！

期
寄
附
施
設

中
央
前
川
新
郷
芝園分室
横 曽 根
戸
塚
鳩 ヶ 谷

休館日（館内整理日を含む）
中央図書館…3月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…
3月7日㈪、14日㈪、22日㈫、28日㈪、31日㈭

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

※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。

図書館からの
お知らせ
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図書特別整理期間(休館)
鳩ヶ谷図書館…3月1日㈫〜4日㈮
https://www.kawaguchi-lib.jp/

ホームページ

Twitter

「4館をめぐってプレゼントをＧＥＴしよう」スタンプラリーの期限迫る！

新指定文化財など3件に関する調査報告会で
貴重な資料の解説を聞いてみませんか？
①里字屋敷添第2遺跡 烏帽子（えぼし）
下地の布まで残存するものは全国でも5例ほ
どという貴重な烏帽子を解説
②古文書「御用留」近代編
川口市域に残された古文書「御用留」から、明治
▲烏帽子
初期の川口の様子や明治政府の動向などを解説
③慈林薬師宝厳院 仏像群
室町時代後期につくられたとされる仏像群。薬師如来立像、日光・月光菩薩立
像、十二神将立像などを解説
a3月19日㈯ 13:30〜16:00 b並木公民館 d50人（先着順）
e無料
f3月7日㈪ 9:00〜文化財センターへ電話で

図書館

ホームページ

Twitter

YouTube

h市内4館の文化財施設で配布しているスタンプカードの有効期限は3月31日
までです。期限内にスタンプを3つ集めて郷土資料館で提示すると、
ガチャガ
チャを回してプレゼントがもらえます。
a3月31日㈭まで c小・中学生
eカードは無料（別途、各館で入場料が必要）
文化財センター、郷土資料館…一般100円、小・中学生50円
旧田中家住宅…一般210円、小・中学生50円
歴史自然資料館…無料
dなし
（スタンプカードが無くなり次第終了）
f入館時にスタンプカードを提示するか、
スタンプカードが
必要な旨を窓口で伝えてください。
g郷土資料館
※入場の際は必ずマスクの着用、手指の消毒、体温計測などをお願いして
います。
イベント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。

3月移動図書館あおぞら号 巡回

※雨天中止

巡回日

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

巡回日

10：00〜11：00

15：00〜16：10

3・17㈭

道合神戸住宅

根岸小学校

4・18㈮

芝西公民館

武道センター

9・23㈬

芝スポーツセンター

芝樋ノ爪小学校

10・24㈭

朝日東公民館

元郷第４公園

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

川口市立図書館では、
ホームページのほかに図書館公式TwitterやYouTubeチャンネルを開設し、
さまざまな情報を発信しています。
Twitterでは図書館の開館状況や開催イベントのお知らせ、展示コーナーの案内のほか、移動図書館の実施状況なども発信しています。
また、YouTubeチャンネルでは中央図書館や移転・新築した前川図書館を紹介した動画を公開しています。

h…内容 a…日時・期間 b…場所 c…対象 d…定員 e…費用・料金

・休園をすることがあります。
ご覧いただくか各施設にお問い合わせください。

施設の情報

※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。

4月のパソコン講座

h小西 隆博 氏
（
「初心者のためのカメラ入門」
講師）
の写真展を開催します。
a3月30日㈬まで cどなたでも e無料

親子でヨーガ

時間
10:30〜11:30

1歳までの乳児とママ
（パパ）

対象

幼児クラス

13:00〜14:00

1〜3歳までの幼児とママ
（パパ）

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多種多様な色彩と花形の和種・洋種・原種の椿
（約100品種120鉢）
の展示
a3月5日㈯〜21日㈷
b花壇広場 大パーゴラ

春の山野草展
hかれんに咲く春の山野草の展示
a3月5日㈯〜13日㈰ 10:00〜16:30
b観賞温室

パークヨガ＠グリーンセンター
hグリーンセンターの豊かな自然に囲まれて、日ご
ろの緊張やストレスで固まっている身体を思いっ
きりほぐしましょう！
！
a3月27日㈰
①9:30〜 ②11:00〜
（各1時間）
b芝生広場
（新エリア）
d各50人
（先着順）
e1回500円
（別途入園料）
f3月12日㈯ 12:00〜
市ホームページで

「冒険の森」
・
「昆虫の森」が全面オープン
フィールドアスレチックに加え、小さなお子さんが遊
べる木製遊具や気軽に運動できる健康遊具、昆虫
が好む植物を新たに植えたエリアが整備され、3月
下旬に全面オープン予定です。皆さんのご来園をお
待ちしています。※オープン日などの詳細はグリー
ンセンターホームページをご確認ください。

温室・バードセンターを閉館します
グリーンセンター再整備事業に伴い、3月31日㈭を
もって閉館します。なお、温室はグリーンセンター活性
化基本計画に基づき、新たに整備を予定しています。
長年のご愛顧、誠にありがとうございました。

ミニ鉄道

運行時間…10:00〜16:00 e1回220円
※乗車回数券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。

Twitter

Instagram

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。
a3月13日㈰、27日㈰ 10:30〜11:20
※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…コブシ、
アンギョウカンザクラ、
カタクリ、
ネコ
ヤナギ、
ショカッサイ
温室…カトレア、パフィオぺディラム、
ハナキリン、ベ
ニヒモノキ

グリーンセンター特設サイト
「たなボタニカル」
公開中 ！

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！

緑の相談所
（園芸相談）
a3月5日㈯、6日㈰、9日㈬、12日㈯、13日㈰、16
日㈬、19日㈯、20日㈰、23日㈬、26日㈯、27日
㈰、30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。

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

※緑のアトリエでもご覧いただけます。

2022.3 広報かわぐち
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設

第45回椿展

施

現在、園内の一部エリアで改修工事を行っています。詳細は、グリーンセンターホームページをご確認ください。 ホームページ

附

休園日… ３月 火曜日
（29日を除く）
４月 火曜日
（5日を除く）
臨時開園日…3月29日㈫、4月5日㈫
開園時間…9：00〜17：00
（入園は16：00まで）

寄

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
※アートスクール(1カ月全4回コース制)のみ応募締め切りは3月20日㈰
※往復はがきには
「氏名
（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(はがき1枚につき、1講座の申し込み)。
※申し込み多数の場合は抽選。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。

期

b新井宿700 i048-281-2319
http://greencenter.1110city.com/

※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
※カリキュラムなど詳細はホームページをご確認ください。

納

グリーンセンター

アートスクール
共通

申込方法
︵☆を除く︶

hショコラウサギのフレアがやってきます！お歌や手あそび、
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。撮影会は
1組ずつ別室に移動して行います。
a4月3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)
シルバニアファミリーのお楽しみ抽選くじを1組につ
e1組1,000円(写真撮影、
き1枚、
お子さんにはサンバイザー、
メディアセブンプチワークショップ参加券)
d各15組(1組3人まで。乳児も人数に含まれます)
oカメラ ※デジカメ、
カメラ機能付きスマートフォンなど
※ショコラウサギのフレアと握手など触れ合うことはできません。

土曜アートスクール
（１日のみのクラス）
a①3月19日㈯ ②4月16日㈯ ③4月30日㈯
小学1〜3年生の親子のアートクラス 時間…13：00〜14：30
c小学1〜3年生と保護者 d各8組 e2,000円
（材料費含む）
小学3年生〜大人のアートクラス 時間…15：30〜17：00
c小学3年生以上
（小学3年生は保護者1人同伴）
d各16人 e1,500円(材料費含む)

パブリック

d各10組
（子どもとママ
（パパ）
の2人1組）
※複数の子どもとの参加不可
e1,000円 ※授乳室があります。 ※動きやすい服装でお越しください。
o水分補給のための飲み物(蓋つき)、
お気に入りの小さなおもちゃ

集

区分
乳児クラス

アートスクール(1カ月全４回コース制)
a4月6日㈬、13日㈬、20日㈬、27日㈬
大人のアートクラス 時間…13：00〜15：00
c18歳以上のかた d16人 e6,000円
（材料費含む）
小学生の親子のアートクラス 時間…16：00〜17：30
c小学1〜6年生と保護者 d8組 e8,000円
（材料費含む）

募

h小さなお子さんとママ(パパ)のヨガクラスです。手あそびや歌あそびなどを
取り入れながら、
お子さんと一緒に楽しく体をほぐしましょう。
a3月23日㈬

イベント

☆春の写真展

講習・講演

シアター ※混雑状況により入場を制限する場合があります。
共通
※上映の際、
フィルムの状態により途中で中止する場合があります。

（18歳以上）

スマホ初心者相談会
少人数のグループでテキストを見ながら基本操作をマスターしましょう。
a4月12日㈫ 10:30〜12:30
cご自身のEメールアドレスがわかるスマートフォン初心者の中高年のかた
d8人 e無料
oスマートフォン ※申し込み時にキャリア名、
メーカー名、
ＯＳ名を明記
PowerPointアニメーション
「画面切り替え」
や
「アニメーション」
の機能を使ってみましょう。
a4月17日㈰ 10:30〜12:30 cWord経験者
d16人 e1,000円(テキスト代含む)
Word入門
（2日間）
a4月23日㈯、24日㈰ 10:30〜15:30
（昼休憩あり）
（テキスト代含む）
cマウスの操作と文字入力ができるかた d16人 e3,500円

祉

☆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。
a3月21日㈷ 11：00〜(約1時間) e無料
（入退場自由）

初級編

ホームページ

福

☆キッズみんなでシアター
h16㎜フィルムのアニメ作品を上映します。
a3月20日㈰ 11：00〜(約30分) e無料
（入退場自由）

一般情報

休館日…3月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 https://mediaseven.jp/

メディアセブン

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、ホームページをご

施設の情報
一般情報

科学館（サイエンスワールド）

福

※ご来館の際には、科学館ホームページにて
入館に際してのお願いをご確認ください。
http://www.kawaguchi.science.museum

祉

科学展示室

休館日…3月7日㈪〜11日㈮、14日㈪、22日㈫、23日㈬、28日㈪
b上青木3-12-18
（SKIPシティ内） i048-262-8431
科 学 展 示 入 場 料…一般210円、小・中学生100円 ※未就学児無料
プラネタリウム観覧料…一般410円、中学生以下210円
※未就学児で席を使用しない場合は無料

開館時間…9：30〜17：00
（入館は16：30まで）

講習・講演

3月6日㈰
「ウンコをつくってみよう」
テーマ
20日㈰
「ストロングペーパー」 21日㈷
「バランスのふしぎ」
13日㈰、27日㈰
「コップDEサイエンスショー」
時間…14:00、15:00 所要時間…約20分

イベント

h身の回りにある素材を使った簡単な工作教室
3月5日㈯
「ウンコもぐもぐ〜まめ本づくり〜」
12日㈯
「BCS〜ボトルキャップシューター〜」
テーマ
19日㈯
「びくびくむし」 26日㈯、29日㈫、31日㈭
「キラキラボール」
時間…10：30、13：00 所要時間…約20分
d各40人
（入場人数の制限期間中は各20人）
※未就学児は保護者同伴
e無料 oマイバッグ

わくわくワーク

募
集

どきどきサイエンス

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
テーマ 羊毛フェルト化大作戦☆
a日曜、祝日
（3月20日を除く）
、3月30日㈬
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 e150円(材料費) oマイバッグ

にこにこ実験室

納
期

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 電気を通す？通さない？
a3月6日㈰、13日㈰
時間…11:30 所要時間…約30分
c小学3年生〜高校生と保護者
d各8組
（先着順、当日9:30〜受付で整理券を配布）

※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月の投影日

11：30

13：30

15：30

5日㈯、6日㈰

オーロラの調べ

オーロラの調べ

アポロストーリー
月への挑戦

12日以降の
土・日曜、祝日

チコちゃんに
叱られる！

チコちゃんに
叱られる！

オーロラの調べ
※

17日㈭、24日㈭

─

─

チコちゃんに
叱られる！

3月の投影日

11：00

13：00

15：00

29日㈫〜31日㈭
(春休み期間)

チコちゃんに
叱られる！

チコちゃんに
叱られる！

オーロラの調べ

※19日㈯ 15：30は
「オーロラの調べ」
はありません。

一般投影 （星空の生解説+番組）
◆新番組
「プラネタリウムでチコちゃんに叱られる！」
「ボーっと生きてんじゃねーよ！」
でおなじみの永遠の5
歳児・チコちゃんがプラネタリウムで大活躍！宇宙に
関する素朴な疑問を、目からウロコの解説で解き明か
していきます。
大人の皆さん、
そして子どもの皆さん、宇宙のこと、
ち
ゃんと答えられますか？
◆
「オーロラの調べ 神秘の光を探る」
オーロラが舞う島アイスランドには、今でも北欧神話
が語り伝えられています。妖精や巨人が出てきそうな
不思議でダイナミックな景色がこの島の特徴。白夜や
極北の星空、地球の自然とともにさまざまなオーロラ
をお楽しみください。
※その他
「アポロストーリー 月への挑戦」
もあります。

「チコちゃんに叱られる!」
©NHK

キッズアワー

寄
附

※新型コロナウイルス感染症対策のため休止します。再開などの最新情報は科
学館ホームページでご確認ください。

科学ものづくり教室「LEDセンサーバンク」

施
設

h通過センサーを用いた電子回路を学び、お金を入れると光る貯金箱を製作し
ます。
a3月20日㈰ 10:30、13:00 所要時間…約60分
c小学2年生以上と保護者
（小学5年生以上は1人での参加可）
d各10組
（先着順、当日9:30〜受付で整理券を配布）
e無料 oマイバッグ
〜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11：30 配布時間…20分
※カードがなくなり次第終了

プラネタリウム

b3階 d各160人
（入場人数の制限期間中は各70人） 所要時間…約50分

サイエンスショー

うきうき探検

ホームページ

※まん延防止等重点措置に伴い、入場人数を制限しています。
（科学展示室100人、プラネタリウム70人）

天文講座「宇宙の教室〜2022年、注目の天文現象〜」
h惑星同士の接近や月食、火星接近などの2022年に起こる注目の天文現象
の様子や仕組みを地上と宇宙からの視点で解説します。
a3月19日㈯ 15：30 所要時間…約50分
eプラネタリウム観覧料…一般410円、中学生以下210円
※未就学児で席を使用しない場合は無料

天文台

b総合棟屋上

天文台ガイドツアー・夜間観測会
※新型コロナウイルス感染症対策のため休止します。再開などの最新情報は科
学館ホームページでご確認ください。

リサイクルプラザ

休館日…月曜、祝日
b朝日4-21-33
i048-228-5306 k048-223-6480

サンアール朝日
（プール、浴室）
の予約は
048-228-5303までお電話ください。

※館内各施設を利用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、体温計測をお願いします。

おもちゃの病院（毎月第2日曜日）
a3月13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。）
f3月1日㈫ 9：00〜
電話または申込フォームで
g田中
（おもちゃドクター）
▲申込フォーム
i080-5448-9659

21
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リサイクルショップからのお知らせ
開館時間…10：00〜12：00、13：00〜15：00

リサイクル家具類販売
（競争入札）
h粗大ごみとして出されたものの中から、状態の良
いものを修理して販売します。
内覧・入札期間…3月19日㈯〜27日㈰
※21日㈷を除く
時間…9:00〜16:00
結果発表…落札者のみ連絡します。

サンアール朝日（5階） i048-228-5303
休館日…月曜
（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。
※サウナなど一部利用できない設備があります。
fg9：30〜17：00にサンアール朝日へ電話で
（利
用日の1週間前から受け付け。休館日を除く）

h…内容 a…日時・期間 b…場所 c…対象 d…定員 e…費用・料金

