休園や、イベントを中止・延期・変更する場合があります。
ご覧いただくか各施設にお問い合わせください。

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

休館日 6月6日㈪〜10日㈮、13日㈪、20日㈪、27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）

特別展「たまご展〜命をつつむカプセル〜」

テーマ 6月5日㈰
「パン'Sキッチン」 26日㈰
「特別サイエンスショー」
（5日）
、約30分
（26日）
時間…14:00、15:00 所要時間…約20分

わくわくワーク

〜身の回りにある素材を使った簡単な工作教室〜

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〜

うきうき探検

所要時間…約30分

〜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…約20分 ※カードがなくなり次第終了

夏休み科学教室

〜いろいろな実験・工作が大集合〜

h夏休み期間を利用して、科学の研究を深めてみませんか？
自由研究のヒントとなる実験や工作教室の受講生を募集します。
a7月22日㈮〜31日㈰ ※25日㈪、29日㈮を除く
f6月21日㈫〜7月12日㈫に科学館ホームページ
（スマート申請）
で
※6月上旬に受講内容などの詳細を科学館ホームページに掲載します。

生涯学習プラザ

4日㈯

─

5日㈰

キッズアワー

チコちゃんに チコちゃんに
叱られる！
叱られる！

11日〜

赤ちゃんと一緒にふれあいセミナー

オーロラの
調べ

土曜日

─

マジック
グローブ

マジック
グローブ

チコちゃんに
叱られる！

日曜日

キッズアワー

マジック
グローブ

マジック
グローブ

チコちゃんに
叱られる！

木曜日

─

─

─

マジック
グローブ

※2日㈭はメンテナンス、9日㈭は休館日のため投影はありません。
※7月2日㈯、3日㈰15:30は特別投影
「七夕」
開催のため、
「チコちゃんに叱られ
る!」
の投影はありません。

一般投影 （星空の生解説+番組）
◆マジックグローブ 季節の物語
夏はいつまで続くの？おじいちゃんの家でひと夏を過ごす少女ミア。ある日、屋根
裏部屋で季節を自由に変えることができるマジックグローブを見つけます。
ミア
の出会いや体験を通じ、季節があることや自分で考えることの大切さを学びま
す。
（星空の生解説約21分+番組29分）
◆プラネタリウムでチコちゃんに叱られる!
（星空の生解説約27分＋番組23分）
◆オーロラの調べ 神秘の光を探る
（星空の生解説約24分＋番組26分）

キッズアワー

6月のテーマ「春の星とからす座」

星空やテーマに沿った内容を子ども
（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。

特別投影「七夕」
七夕にちなんだ星空解説をする特別投影です。七夕の星を探してみませんか？
（約5分）
も投影します。
「七夕物語」
a7月2日㈯、3日㈰ 15:30〜16:20
※
「チコちゃんに叱られる!」
の投影はありません。

天文台

b総合棟屋上

天文台ガイドツアー

※雨・強風の場合は中止

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 所要時間…約30分
c当日科学展示室に入場したかた d5人
（先着順） f当日科学展示室で

夜間観測会

※くもり・雨・強風の場合は中止

6月の開催日

観測対象

11日㈯

月

①19:30

②20:10

25日㈯

二重星

①20:00

②20:40

開始時刻

所要時間…約30分 d各10人(先着順) e無料
f開催日の週の火〜金曜日の9:30〜17：00に科学館へ電話で
※開催の有無は、当日16:00に科学館ホームページでお知らせします。

b上青木西1-2-25
i048-253-1444 k048-256-6433

hお母さんの体操、ベビーマッサージ、育児相談など
a6月17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
d10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
f6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。

15：30

オーロラの
調べ

施 設

にこにこ実験室 〜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 6月5日㈰
「じしゃく選手権」 時間…11:30
c小学3年生〜高校生と保護者
d8組
（先着順、当日9:30〜受付で整理券を配布）

13：30

寄 附

6月5日㈰
「七色☆ボトルをつくろう」
テーマ
12日㈰、19日㈰、26日㈰
「たまごからチョーク！
？」
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 e300円
（材料費） oマイバッグ

11：30

チコちゃんに チコちゃんに
叱られる！
叱られる！

納 期

6月4日㈯
「おきあがりたまご」 11日㈯
「パタパたまご」
テーマ
18日㈯
「たまごふうりん」 25日㈯
「エッグプランター」
時間…10:30、13:00 所要時間…約20分
d各40人※未就学児は保護者同伴 e無料 oマイバッグ

10：00

休館日 月曜日
（祝日の場合は翌平日）

子育てホッとサロン
h子どもを遊ばせながら、
ほかの保護者と交流を図ります。
a6月23日㈭ 10:30〜11:30
b日本間１・2号
c市内在住の乳幼児と保護者
d6組
（先着順） e100円
（保険料）
f不要
担当…子育て支援ボランティア ドレミ

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

パブリック

サイエンスショー

所要時間…一般投影約50分、キッズアワー約30分

募 集

特別イベント
◇特別講演会
「生物園からみた命の誕生」
a6月12日㈰14:00〜 所要時間…約60分
講師…関根 雅史 氏
（足立区生物園 園長）
◇研究発表
「発見 ! ! 命がかえる自然の力」
a6月19日㈰①14:00〜 ②15:00〜 所要時間…約30分
発表校：埼玉県立川口高等学校サイエンス部
◇特別サイエンスショー
「飼育係がこっそり教える ウミガラスのひみつ」
a6月26日㈰①14:00〜②15:00〜 所要時間…約30分
講師…野島 大貴 氏
（東京都葛西臨海水族園 飼育展示係 鳥担当）

d各160人

6月の投影日

イベント

1 いろいろな形、色、模様の卵が大集合！それぞれを比べてみよう！
2 科学館で卵をあたため育てているよ！ひよこの誕生が見られるかも？！
3 殻のない卵はどうやって守るの？さまざまな生き物の卵を知ろう！

b3階

※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

講習・講演

いのちをつつんで、
まもってる。ひみつがいっぱい、
つまってる。
まいにち食べてる、大好きたまご。たまごのひみつ、見てみよう。
いのちのふしぎ、感じてみよう。
a6月11日㈯〜7月10日㈰
◆ひみつとふしぎがいっぱい!

プラネタリウム

ホームページ

福 祉

科学展示室

一般情報

科学館（サイエンスワールド）

施設の情報

2022.6 広報かわぐち
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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

施設の情報
一般情報

メディアセブン
https://mediaseven.jp/

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
休館日 6月17日㈮
i048-227-7622

※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。

福

マイクラで学ぶ世界の建築

☆キッズみんなでシアター

祉

h小さなお子さんと一緒に懐かしのアニメ作品などを観ることができます。
味のある映像が特徴のフィルム作品を上映します。
a6月19日㈰ 11:00〜
（約30分） e無料
（入退場自由）

講習・講演

☆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。
a6月20日㈪ 11：00〜(約1時間) e無料
（入退場自由）
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。

イベント

親子でヨーガ

hマインクラフトの世界で自分の家をデザインしてみませんか？Google Earth
やクイズで建築を学びながら、想像を膨らませてデジタルの世界に新しいス
タイルの住宅を作ります。
a7月2日㈯ ①10:30〜12:30 ②14:00〜16:00
7月9日㈯ ③10:30〜12:30 ④14:00〜16:00
cマインクラフトの基本操作(ブロックを選択して置いたり壊したりすること)が
できる小・中学生(小学3年生以下は保護者1人同伴)
d各10人 e1,500円
oマインクラフトのソフトが入ったゲーム機(Switch)、PC(Windows、Mac、
Chromebook ※JAVA版・統合版どちらでも可)、
タブレットまたはスマート
フォン(iOS またはAndroid)。
お手持ちの機器を使って操作します。

パソコンでスキルアップ！白紙から始める作文教室

h小さなお子さんとママ(パパ)のヨガクラスです。
a6月15日㈬

募

区分

時間

対象

幼児クラス

10:15〜11:15

1〜3歳の幼児とママ
（パパ）

集

乳児クラス
11:30〜12:30
1歳までの乳児とママ
（パパ）
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 ※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

パブリック

動画編集ソフトを使ってみよう（18歳以上）
h動画編集ソフト
「PowerDirector」
を使って動画を加工したり、BGMやテ
ロップをつけて動画の編集方法を学ぶ初心者向けの講座です。
a6月22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8人 e1,000円

納
期

「映える！グッズ写真を撮ろう！」
撮影講座

寄
附

hグッズや商品をきれいに撮りたいかたのための講座です。前半は光とレンズ
の特徴などを学び、後半はグッズや商品を実際に撮影します。
a6月26日㈰ ①10:00〜12:00 ②14:00〜16:00
c16歳以上 d各10人 e2,000円
カメラ機能付きスマートフォンなど（フィルムカメラ
oカメラ ※デジカメ、一眼レフ、
を除く）撮りたいグッズや商品があるかたは持参可（縦・横・高さ各20㎝以内）

俳句を作ってみよう

施

アートギャラリー・アトリア
http://www.atlia.jp/

h作文が苦手な中学生・高校生のための作文教室です。パソコンを使った作文
技術を学んで、
夏休みの宿題を乗り切る力を身に付けませんか？
a7月20日㈬ 19:00〜20:30
cパソコンの簡単な操作（ウェブ検索、文字入力など）ができる中学生・高校生
d8人 e1,000円 o筆記用具（パソコンは貸与）

7月のパソコン講座 初級編（18歳以上）
パソコンで文字入力
a7月12日㈫ 10:30〜12:30
c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）
よく使われるExcel関数
a7月17日㈰ 10:30〜12:30
cExcel経験者 d16人 e1,000円
（テキスト代含む）
PowerPoint(2016)入門(2日間)
a7月23日㈯、24日㈰ 10:30〜15:30
（昼休憩あり）
c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）

アートスクール(1カ月全４回コース制)
a7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…16：30〜18：00
c小学生と保護者
（2人1組） d8組 e8,000円
（材料費含む）

☆プチワークショップ
6月は
「びゅんびゅんロケット」
と
「ぴょんぴょんガエル」
どちらか選んで作ります。
a随時 c小学6年生まで e100円
申込方法︵☆を除く︶

設

楽しく俳句の一歩を踏み出してみませんか。
h①「投句にチャレンジ」※事前に季語「日傘」
で一句、自由句で二句を作成し
てください。
②「初級クラス」※俳句の成り立ちや、作句の基本などを易しくお話し、俳句
を作成後、句会を行います。
講師…黒澤 あき緒 氏（俳人）
a7月1日㈮ ①10:00〜12:00 ②13:00〜17:00
c18歳以上 ※初めてのかたは②にお申し込みください。
d各13人 e1,000円

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6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。

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

※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。

川口市寄贈作品展 ― 森敬介の描く風景 ―

川口市小･中･高校硬筆展覧会

h川口市美術家協会の各分野（日本画・洋画・彫刻・写真・工芸・書）
から選抜さ
れた作品を展示します。
a6月22日㈬〜7月3日㈰ ※最終日は16:00まで e無料
主催:川口市美術家協会

施設整備に伴う長期臨時休館のお知らせ

7月12日㈫〜9月4日㈰は、床の修繕のため臨時休館します。
臨時休館中は一般のかたの入館はできませんのでご了承ください。
文化推進室にご用のかたは、道路側事務所出入口からお声掛けください。

h市内小･中･高校生による硬筆の優秀作品を展示します。
a7月6日㈬〜10日㈰ e無料
主催:川口市教育研究会書写部

2022.6 広報かわぐち
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第17回川口市美術家協会選抜展

h今回ご紹介する森敬介は、川口市の代表的産業である鋳物を支えてきた人物
でありながら、画家としても活動しています。本展では、装飾鋳物を学ぶために
渡仏した際、心に残った風景を描いた絵画作品を中心に展示します。
a6月4日㈯〜19日㈰ e無料 g文化推進室 i048-258-1116
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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

休園や、イベントを中止・延期・変更する場合があります。
ご覧いただくか各施設にお問い合わせください。
施設名

7月分トレーニングルーム利用者講習会

定員

東スポーツセンター
i048-222-4990

7/2㈯、5㈫、16㈯、19㈫
10：00〜
（1回目）19：00〜
（2回目）

各10人

西スポーツセンター
i048-251-6377

7/8㈮、11㈪ 10：00〜
（1回のみ）
7/23㈯、25㈪ 19：00〜
（1回のみ）

各10人

（1回目）19：00〜
（2回目）
安行スポーツセンター 7/9㈯ 10：00〜
各10人
（1回目）14：00〜
（2回目）
i048-296-1200 7/10㈰ 10：00〜
日曜日 14：00〜
（1回のみ）
水曜日 14：00〜
（1回のみ）

戸塚スポーツセンター
i048-298-9993

火・木・土曜日
日曜、祝日

各10人

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

講習・講演

体育武道センター
i048-251-9227

各5人

イベント

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
※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
※入館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ます。

ベーゴマ資料館がやってきた！
【郷土資料館】

道の駅
「川口・あんぎょう」
https://www.jurian.or.jp/
b安行領家844-2 i048-296-4021

h斑入植物、山野草、小品盆栽などの展示・販売
a6月10日㈮〜12日㈰ 9:00〜17:00

hプロの職人が剪定時期を迎える常緑樹の剪定方
法を教える講習会。苗木のお持ち帰りが可能です。
a6月11日㈯ 13:30〜16:30
d10人
（先着順） e無料
f6月8日㈬までに川口緑化センターへ電話で

★初夏でもお花を楽しむ寄せ植え教室
h寄せ植えデザイナー協会代表講師による講習会
a6月11日㈯ 14:00〜
d12人
（先着順） e3,000円
f6月3日㈮〜6日㈪にホームページ内講習会申込
フォームまたは6月7日㈫までに川口緑化セン
ターへ電話で

★楽しみな野草の寄せ植え講習会
h野草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
a6月18日㈯ 14:00〜
d12人
（先着順） e2,500円
f6月6日㈪〜14日㈫にホームページ内講習会申
込フォームまたは6月15日㈬までに川口緑化セン
ターへ電話で

山野草とシダ展

第11回秩父岩ギボウシ展
h岩ギボウシ、山野草などの展示・販売
a6月25日㈯、26日㈰ 9:00〜17:00
※最終日は16:30まで

第26回朝顔・ほおずき市
h朝顔、
ほおずきの販売
a7月2日㈯、3日㈰ 9:00〜17:00
※会場の混雑状況により、会場内の人数を制限させ
ていただく場合があります。
※マスクの着用、咳エチケット、手指の消毒など感染
症防止対策にご協力ください。

h斑入植物、
カンアオイ、植木鉢などの展示・販売
a6月18日㈯、19日㈰ 9:00〜17:00
※最終日は15:00まで

g…問い合わせ

h施設点検のため臨時休所します。
a7月4日㈪

★室内でも楽しめる観葉植物の
寄せ植え教室
h寄せ植えデザイナー協会代表講師による講習会
a7月9日㈯ 14:00〜
d16人
（先着順）
e3,500円
f6月20日㈪〜7月4日㈪にホームページ内講習会
申込フォームまたは7月5日㈫までに川口緑化セ
ンターへ電話で

★の教室・講習会【共通】
o筆記用具、軍手、園芸用はさみ
※エプロンなど汚れてもよい服装でマスクを着
用してください。
※風邪の症状がある場合や体調不良のかたは
参加をお控えください。
※締切日後のキャンセルは、体調不良などの理
由があってもキャンセル料がかかります。

ふいり

f…申込・提出・応募

夏の観葉植物の寄せ植え展
h観葉植物、花苗などの展示・販売、観葉植物
を使った寄せ植えの実演
a7月2日㈯、3日㈰ 9:00〜17:00

臨時休所日のお知らせ

h山野草、
シダ、植木鉢などの展示・販売
a6月25日㈯、26日㈰ 9:00〜17:00
※最終日は15:00まで

斑入植物・カンアオイ・山野草展

o…持ち物

Instagram

施 設

常緑樹の剪定講習会

hウチョウラン、山野草などの展示・販売
a6月18日㈯、19日㈰ 9:00〜17:00
※最終日は16:00まで

ホームページ

m…Eメール

i…電話
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寄 附

むさし野会・ウチョウラン・山野草展

斑入植物展

うち★博

納 期

ふいり

自宅にいながら、地域の歴史を親子で
学んでみませんか？
楽しみながら興味・関心を高め、学習に
役立つ学習支援コンテンツです。

パブリック

川口緑化センター 樹里安

Twitter

おうちで博物館〜うち★博

h日本で唯一、ベーゴマを専門に製造・販売している「㈱日三鋳造所」の移
転に伴い、令和4年3月で閉館した「ベーゴマ資料館」。資料館に展示さ
れていた昭和レトロの貴重なベーゴマを今、郷土資料館で展示中！
e無料（別途、入場料 一般100円、小・中学生50円）
bg郷土資料館

ジ ュ リ ア ン

ホームページ

募 集

http://www.kawaguchi-bunkazai.jp/center/ 文化財センター…本町1-17-1 i048-222-1061
郷 土 資 料 館…鳩ヶ谷本町2-1-22 i048-283-3552
開館時間…9：30〜16：30
（入館は16：00まで）
旧 田 中 家 住 宅…末広1-7-2
※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。
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
休館日 月曜日
（祝日の場合は翌平日）

福 祉

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
（マイナンバーカード、運転免許証、保険証、学生証など住所が分かるもの）
f6月15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。

開催日時

一般情報

スポーツ情報

施設の情報
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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

施設の情報
一般情報

リサイクルプラザ

b朝日4-21-33

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。

休館日 月曜、祝日

i048-228-5306 k048-223-6480
※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。

福

リサイクルショップからのお知らせ

おもちゃの病院（毎月第2日曜日）

開館時間…10：00〜12：00、13：00〜15：00

祉
講習・講演

a6月12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。）
f6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）
i080-5448-9659
▲申込フォーム

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…6月18日㈯〜26日㈰
※20日㈪を除く
時間…9:00〜16:00
結果発表…落札者のみ連絡します。

イベント

グリーンセンター

6 月 火曜日、13日㈪
7 月 火曜日

休園日

http://greencenter.1110city.com/
開園時間…9：00〜17：00
（入園は16：00まで）

集
パブリック

募

園芸教室「初夏のハーブの育て方と活用方法」
h初夏のハーブの育て方とその活用方法の講義と
実演
講師…園藤 祐子 氏
a7月9日㈯ 10:00〜12:00
d20人
（先着順）
e1,500円
（苗付き）※別途入園料が必要
f6月23日㈭ 12:30〜市ホームページで

親子園芸教室「種ダンゴDEスペシャル花壇」

納
期
寄

h種ダンゴ作りと園内花壇への植え付け
講師…グリーンセンター職員
a6月19日㈰ 10:00〜12:00
b花壇広場 大パーゴラ
c4歳以上と保護者
d15組
（先着順）
e500円 ※別途入園料が必要
f6月4日㈯ 12:30〜市ホームページで

b新井宿700

i048-281-2319
ホームページ

冒険の森
「フィールドアスレチック」
利用時間…9:30〜16:30
（最終受付は16:00まで）
e一般…300円
高校生
（学生証提示）
…100円
小・中学生…100円
※未就学児は利用できません。
※ご利用の際には、グリーンセンターホームページ
の注意事項を必ずご確認ください。
※天候などにより利用を見合わせ・中止する場合が
あります。

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。

緑の相談所
（園芸相談）

附

流水プールの営業終了

施

グリーンセンター流水プールは、施設老朽化のため
営業を終了しました。
※建物解体のため、冬季アイススケートも営業しま
せん。

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。
①10：00〜14：00 ②15：00〜20：00
※6月1日から上記時間帯に変更しています。
※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）

a6月の土・日曜日
10:00〜12:00、13:00〜16:00
※相談日は変更になる場合があります。

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。
a6月12日㈰、26日㈰ 10:30〜11:30
※雨天中止
b園内の正門前
d各20人
（先着順）
e入園料のみ

グリーンセンター特設サイト
「たなボタニカル」
公開中 !

「たなボタニカル」
は、遊びながら植物を学べるグ
リーンセンターの特設ウェブサイトです。
令和4年3月からは、大温室の植物をグリーンセン
ター職員が
「なるほど！」
情報とともに紹介する映像
メニュー
「学んでみるガイドツアー」
や、植物に関する
クイズを解きながら、
スマートフォンを使って園内を
めぐる
「ARスタンプラリー」
など、新しい楽しみ方が
さらに増えました！ぜひアクセスしてください。

園内開花案内
アジサイ、
ショウブ、
ヘメロカリス、
アガパンサス

※緑のアトリエでもご覧いただけます。

設

図書館

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

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。

図書特別整理期間(休館)
中央図書館…6月17日
（第3金曜日）
新郷図書館
6月28日㈫〜7月1日㈮
休館日
前川・新郷・横曽根・戸塚・鳩ヶ谷図書館、芝園分室… 戸塚図書館
7月5日㈫〜8日㈮
（館内整理日を含む）
6月6日㈪、13日㈪、20日㈪、27日㈪、30日㈭
横曽根図書館 7月12日㈫〜15日㈮

6月移動図書館あおぞら号 巡回
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※雨天中止

巡回日

10：00〜11：00

14：10〜15：00

15：30〜16：10

1・15㈬

領家公民館

東内野団地

江川運動広場

巡回日

10：00〜11：00

2・16㈭

道合神戸住宅

根岸小学校

3・17㈮

芝西公民館

武道センター

8・22㈬

芝スポーツセンター

芝樋ノ爪小学校

9・23㈭

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

10・24㈮

安行東小学校

安行原グリーンタウン

榛松第3公園

2022.6 広報かわぐち

15：00〜16：10

h…内容

ホームページ

Twitter

YouTube

ビジネス支援コーナー
（中央図書館）
ビジネス支援コーナーをご存じでしょうか？
中央図書館
（6階）
には、業界研究・起業など、3
カ月ごとに異なるテーマで関連本やパンフレッ
トの展示
（一部配布）
・貸出を行っています。
司書がテーマに沿って選んだ本を1カ所で閲
覧できるコーナーです。
ぜひご利用ください。

a…日時・期間

b…場所

c…対象

d…定員

e…費用・料金

