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。

施設の情報
一般情報

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

郷土資料館で学ぼう！
「夏休み子ども体験教室」

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。

■まが玉を作ろう
h古代の神秘！オリジナルのまが玉作り体験
a8月17日㈬、18日㈭、19日㈮、20日㈯ 10:00〜、13:30〜
（各90分）
c小学生以上 ※小学生は保護者同伴 d各10人
（先着順）
e319円
（材料費）
（別途、入場料 一般100円、小・中学生50円）
bf7月22日㈮〜郷土資料館窓口で
（電話不可）
※申し込みの際に材料費をお支払いください。

子育てホッとサロン

hお母さんの体操、ベビーマッサージ、育児相談など
a7月15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
f7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。

期

市民体育祭硬式テニスミックスダブルス大会

●公益財団法人 川口市スポーツ協会
定員

東スポーツセンター
i048-222-4990

8/2㈫、6㈯、16㈫、20㈯
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

8/8㈪、12㈮ 10：00〜
（1回のみ）
8/22㈪、27㈯ 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 8/13㈯ 10：00〜
各10人
（1回目）14：00〜
（2回目）
i048-296-1200 8/14㈰ 10：00〜
体育武道センター
i048-251-9227

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

{
{

o…持ち物

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

f…申込・提出・応募

g…問い合わせ

各10人

各5人

m…Eメール

i048-254-3575

飛込教室
a8月8日㈪〜13日㈯
（全6回）12:30〜14:00 b青木町公園飛込プール
※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）
c市内在住の泳げる小学2〜4年生
d20人
（申し込み多数の場合、7月14日㈭ 10:00〜公開抽選） e2,000円
f7月11日㈪〜13日㈬ 9:00〜17:00に電話で
水泳教室
（クロール、背泳ぎ）
a8月15日㈪〜18日㈭、23日㈫〜26日㈮
（全8回）16:00〜18:00
b青木町公園25ｍプール
（温水プールではありません）
※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）
c市内在住の小学1〜3年生
d40人
（申し込み多数の場合、7月22日㈮ 10:00〜公開抽選） e2,000円
f7月19日㈫〜21日㈭ 9:00〜17:00に電話で

●東スポーツセンター i048-222-4990
夏休み初級子ども水泳教室
（クロール、背泳ぎ）
〜25ｍ泳げるように頑張ろう！〜
a7月25日㈪〜8月29日㈪の毎週月曜日(全6回) 10:00〜12:00
c市内在住の小学4〜6年生で水泳初心者のかた d20人
（先着順）
e1,800円
（毎回別途ロッカー代50円）
f7月12日㈫〜15日㈮ 9:00〜20:00に電話で

i…電話

2022.7 広報かわぐち
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設

開催日時

※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。

施

施設名

スポーツ教室

附

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）
f7月20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。

寄

a8月21日㈰、28日㈰のうち希望日
（予備日…9月4日㈰）
b青木町公園庭球場
（砂入り人工芝コート12面）
（ペア年齢合計）③120歳以上の部
（ペア
種目…①一般の部 ②100歳以上の部
年齢合計）④ファミリーの部
（小学生と父母または祖父母）
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 e1ペア2,000円
fg7月18日㈷〜28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 minfo@tennis-kawaguchi.com
※詳細は7月初旬に川口市テニス協会ホームページに掲載します。

8月分トレーニングルーム利用者講習会

日曜、祝日

納

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。
a7月14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

スポーツ情報

火・木・土曜日

休館日 月曜日
（祝日の場合は翌平日）

パブリック

赤ちゃんと一緒にふれあいセミナー

集

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

募

生涯学習プラザ

うち★博

■竹釣り竿を作って遊ぼう
h世界に1本だけ ! 竹釣り竿作り体験
a8月7日㈰ 10:00〜、10:30〜、11:00〜、11:30〜、
13:00〜、13:30〜、14:00〜、14:30〜
（各30分）
c小学生以上 ※小学生は保護者同伴 d各10人
（先着順）
e竿1本につき1,500円
（材料費）
（別途、入場料 一般100円、小・中学生50円）
bf7月16日㈯〜郷土資料館へ電話で
※申し込みの際、作りたい竿の本数と参加人数をお伝えください。

イベント

おうちで博物館〜うち★博

Twitter

講習・講演

■夏休みスタディ・サポート
h地域の歴史や文化財に関する自由研究や学習の相談
a7月21日㈭〜8月31日㈬ ※休館日を除く
c小・中学生
e無料
（館内を見学する場合は、別途、入場料 一般100円、小・中学生50円）
bf7月21日㈭〜郷土資料館へ電話で

ホームページ

祉

※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。

休館日 月曜日
（祝日の場合は翌平日）

福

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

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

図書館

https://www.kawaguchi-lib.jp/

中
前
新

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

休館日(館内整理日を含む)

図書特別整理期間(休館)

福
祉

※感染症対策のため、中止する場合があります。

講習・講演
イベント
募
集
パブリック

●中央図書館
a8月1日㈪〜3日㈬
幼児の部(4歳〜) 14:00〜14:30
小学生の部
15:00〜15:40
bメディアセブン（プレゼンテーションスタジオ)
d各20人
（先着順）
fg7月11日㈪ 10:00〜窓口または電話で
●前川図書館
a7月26日㈫〜28日㈭
幼児の部(4歳〜) 14:30〜14:50
小学生の部
15:00〜15:30
（先着順）
b3階講座室 d各12人
fg7月5日㈫ 10:00〜窓口または電話で
●新郷図書館
a7月23日㈯
幼児の部(4歳〜) 14:30〜14:50
小学生の部
15:00〜15:30
b1階日本間 d各10人
（先着順）
fg7月9日㈯ 9:00〜窓口または電話で

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。

新郷図書館
7月1日㈮
戸塚図書館
7月5日㈫〜8日㈮
横曽根図書館 7月12日㈫〜15日㈮

中央図書館…7月15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月4日㈪、11日㈪、19日㈫、25日㈪、29日㈮

夏休みおはなし会

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

●戸塚図書館
a7月21日㈭、22日㈮
幼児の部(4歳〜) 14:30〜14:50
小学生の部
15:30〜16:00
b2階会議室 d各10人
（先着順）
fg7月12日㈫ 10:00〜窓口または電話で
●芝園分室
a7月21日㈭
幼児の部(4歳〜) 15:00〜15:30
b子ども閲覧室 d11人
（先着順）
fg7月1日㈮ 10:00〜窓口または電話で
●芝北文庫
a7月20日㈬
小学生の部 15:00〜15:30
b芝北公民館 日本間1号
d12人
（先着順）
fg7月1日㈮ 10:00〜窓口または中央
図書館へ電話で

リサイクルプラザ

b朝日4-21-33

ホームページ

Twitter

YouTube

※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。
※横曽根図書館、鳩ヶ谷図書館の
「夏休みおはなし会」
は、8月中旬以降に行
う予定です。

7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

6、20㈬

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

7、21㈭

道合神戸住宅

根岸小学校

1、15㈮

芝西公民館

武道センター

13、27㈬ 芝スポーツセンター

芝樋ノ爪小学校

14、28㈭

朝日東公民館

巡回日

10：00〜11：00

14：10〜15：00

15：30〜16：10

8、22㈮

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

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。

納

おもちゃの病院（毎月第2日曜日）

期
寄
附

a7月10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）
f7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

リサイクルショップからのお知らせ
施

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…7月16日㈯〜24日㈰ ※18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）

夏休み見学ツアー募集
（要予約）

h夏休みの自由研究として、朝日環境センターと
リサイクルプラザを見学してみませんか？
a7月21日〜8月31日の火〜金曜日 ※8月11日㈷を除く
サンアール朝日（5階） i048-228-5303
午前の部
（10:00〜12:00）
休館日…月曜
（祝日の場合は翌平日）
午後の部
（13:00〜15:00）
※新型コロナウイルス感染症対策のため、当分の間、 d各1〜3グループ(1グループ15人以内)(先着順)
電話予約による2部入れ替え制としています。
※小学生以下は成人のかた同伴
①10：00〜14：00 ②15：00〜20：00
f8:30〜17:15に電話で
※①②間の時間は館内消毒のため入場できません。
(見学希望日の3日前まで受け付け。祝日を除く)

設
ジ ュ リ ア ン

川口緑化センター 樹里安
道の駅
「川口・あんぎょう」

https://www.jurian.or.jp/

夏休み自由研究教室

〜親子で育てておいしい夏野菜No.12〜
h自由研究の題材としても活用可能な花・緑の体験
型講習会
※スイスチャードの植え込み体験と栽培方法や収穫
後の調理方法、自由研究の題材へのアレンジ方
法を解説します。
a7月26日㈫ 10:00〜11:00
c小学生
（小学4年生以下は保護者同伴）
d16人
（先着順） e500円
o筆記用具、軍手、水筒
f7月5日㈫〜22日㈮に川口緑化センターへ電話で
※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。
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臨時休所日のお知らせ
b安行領家844-2
i048-296-4021

a7月4日㈪
施設点検のため臨時休所します。

Instagram

初夏の山野草展

植物と骨董展
h盆栽、植木鉢の展示・販売。植物が描かれた皿や
壺など、
さまざまな骨董品の展示・販売
a7月15日㈮〜17日㈰ 9:00〜17:00

a…日時・期間

h初夏の山野草、手作り植木鉢などの展示・販売
a7月23日㈯、24日㈰ 9:00〜17:00
※最終日は15:00まで

花と緑の写真展

夏の古典園芸植物展
h古典植物、小品盆栽、山野草などの展示・販売
a7月23日㈯、24日㈰ 9:00〜17:00
※最終日は16:00まで

h…内容

ホームページ

h花と緑をテーマにした写真の展示
a7月28日㈭〜8月4日㈭ 9:00〜17:00
※最終日は15:00まで

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。

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。

7月4日㈪、11日㈪、12日㈫、19日㈫、25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

プラネタリウム

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〜」 a7月10日㈰まで

10:30

13:00

14:30

タマゴろごろ

─

9日㈯

パタパたまご

─

16日㈯

ソーマトロープ

─

ゾートロープ

21日㈭、23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
（21日、28日を除く）

─

─

─

マジック
グローブ

所要時間…約30分
（番組のみ）

7月の投影日
21日㈭、22日㈮、
26日㈫〜29日㈮

11：00

13：00

15：00

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！

◆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）

キッズアワー

天文台

〜テーマのあるものづくり・観察・実験などを行う教室〜
13:00

10:30

14:30

たまごからチョーク！
？ e300円

─

動かせ ! スリットアニメ e250円

─

のぼる！のぼる！てんとうむし e350円

e200円

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
〜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〜

天文台ガイドツアー

夜間観測会

※くもり・雨・強風の場合は中止

※8月から申込方法をWeb申込に変更します。
8月13日㈯開催分の申込期間は7月26日㈫〜8月2日㈫を予定しています。

太陽観測実習［全2日間］
h天文台の望遠鏡を使用して太陽の黒点スケッチや分光を行い、実際の観測を
体験します。
a8月13日㈯、20日㈯ 13:00〜15:00 c高校生以上
d5人(先着順) e無料 f7月5日㈫〜8月10日㈬に窓口または電話で

アートギャラリー・アトリア
http://www.atlia.jp/
b並木元町1-76 i048-253-0222
開館時間…10：00〜18：00
（入館は17:30まで）
休館日 月曜日
（祝日の場合は翌平日）

※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

g…問い合わせ

※雨・強風の場合は中止

a7月 9日㈯ ①20:00 ②20:40 観測対象…月
23日㈯ ①20:00 ②20:40 観測対象…球状星団
所要時間…約30分 d各20人(先着順) e無料
f開催日の週の水〜金曜日9:30〜17：00に科学館へ電話で

「科学キッズ：2足歩行ロボットに挑戦！」

hクランク機構を用いた2足歩行ロボットをつくろう！うまく歩けるかな？
a 製作日 8月20日㈯ 9：40〜12：30 競技会 8月27日㈯ 10：00〜12：00
c小学4年生以上と保護者で、製作・競技会ともに参加できるかた
※中学生以上は1人で参加可
d10組(申し込み多数の場合は抽選) e5,000円
f7月5日㈫〜26日㈫に科学館ホームページ(スマート申請)で

b総合棟屋上

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

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

f…申込・提出・応募

7月・8月のテーマ「夏の星座とさそり座」

施 設

10日㈰
17日㈰、18日㈷

スライムをつくろう

©Creative Planet

寄 附

どきどきサイエンス

o…持ち物

日曜、祝日

夏休みの平日投影

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

科学ものづくり教室

─

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。
（約5分）
も投影します。
「マウイの釣り針」

ポキポキスネーク

26日㈫、28日㈭、30日㈯

うきうき探検

土曜日

納 期

2日㈯

27日㈬、29日㈮、31日㈰

15：30

チコちゃんに
叱られる！※

パブリック

〜身の回りにある素材を使った簡単な工作教室〜

7月の開催日

22日㈮、24日㈰

13：30

マジック
グローブ

一般投影

7月10日㈰
「たまご実験」 17日㈰
「教えて！イルカ先生」
テーマ
18日㈷、24日㈰
「おかしい♡おかし」
31日㈰
「パン'Sキッチン」
時間…14:00、15:00 所要時間…約20分

7月の開催日

11：30

マジック
グローブ

※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。

サイエンスショー

わくわくワーク

10：00

募 集

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！
！
a7月21日㈭〜8月31日㈬
・わくわくワークは火・木・土曜日、
どきどきサイエンスは水・金・日曜日・祝日に開催
・夏休み自由研究コーナーとして
「令和3年度科学コンクール」
市内優秀作品を展示
・いろいろな実験・工作が大集合の
「夏休み科学教室」
の募集は7月12日㈫16:00まで

所要時間…一般投影約50分、キッズアワー約30分

イベント

サイエンスサマーフェス2022

〜科学の海にとびこもう！〜

d各160人

7月の投影日

※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。
特別ワークショップ
◇
「エッグソープ」
a7月3日㈰ ①9:50 ②11:30 ③12:30 ④14:30
◇
「ウミガラスのたまご」 a7月9日㈯ ①9:50 ②11:30 ③12:30 ④14:30
所要時間…約30分 d各6組(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 e無料

b3階

ホームページ

福 祉

科学展示室

休館日

一般情報

科学館（サイエンスワールド）

施設の情報

m…Eメール

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。
休館中は一般のかたの入館はできません。
ご用のかたは事前に電話で連絡
の上、道路側事務所入口からお声掛けください。
gアトリア i048-253-0222 g文化推進室 i048-258-1116
「川口市小・中・高校硬筆展覧会」
(7月6日㈬〜10日㈰)は主催者の判断に
より中止となりました。

i…電話

2022.7 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 7月15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

iPhoneで親子チャレンジ！YouTube動画作成講座

☆キッズみんなでシアター

祉
講習・講演

hiPhoneで動画を撮影、編集。YouTubeにアップする方法を、投稿する際の注
意点とともに学びます。
a8月11日㈷ ①10:00〜12:00 ②14:00〜16:00
c小学生と保護者（2人1組）※GoogleのGmailアカウントを取得されているかた
d各5組 e1,500円 oiPhoneまたはiPad
※Androidのスマートフォンやタブレットでの参加はできません。

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。
a7月24日㈰ ①11:00〜 ②13：30〜
（約30分） e無料
（入退場自由）

☆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。
a7月25日㈪ 11：00〜(約1時間) e無料
（入退場自由）

パソコンでスキルアップ！白紙から始める作文教室

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

h作文が苦手な小学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？
a8月11日㈷ ①10:00〜12:00 ②14:00〜16:00
c小学4〜6年生とパソコンで文字入力ができる保護者（2人1組）
d各10組 e1,500円 o筆記用具、
パソコン
（持参できないかたは貸与）

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。※小麦粘土を使用します。アレルギーにご注意ください。
a7月18日㈷ ①10:00〜12:00 ②14:00〜16:00
c小学生と保護者
（2人1組） d各10組 e1,500円

アートスクール(1カ月全４回コース制)

親子でヨーガ

募
集

a8月3日㈬、10日㈬、24日㈬、31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）
※カリキュラムなどの詳細はホームページをご確認ください。

h小さなお子さんとママ(パパ)のヨガクラスです。 a7月27日㈬

パブリック

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）

乳児クラス

11:30〜12:30

1歳までの乳児とママ
（パパ）

小学生サマーアートプログラム
（1回のみのクラス）

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

納

a7月30日㈯ 「オリジナル黒板をつくろう」
7月31日㈰ 「粘土で
『ジオラマ』
をつくろう」
8月 6日㈯ 「生き物のペンスタンドをつくろう」
8月 7日㈰ 「キャンバスにひまわりを描こう」
①10:00〜12:30 ②14:00〜16:30
c小学生
（小学3年生以下は保護者1人同伴） d各16人
e3,500円
（材料費含む）

こども写真ワークショップ「夏の写真撮影体験をフォトポスターにしてみよう」

期

h写真について学び、実際に自分のカメラで撮影。
プリントした写真を台紙に貼
り、学んだ事や感想を書き込んで完成。夏の自由課題としても活用できます。
a7月29日㈮ ①10:30〜12:30 ②14:30〜16:30
c小学生と保護者（2人1組） d各10組 e1,500円
oカメラ ※デジカメ、一眼レフ、
カメラ機能付きスマートフォンなど(フィルムカメ
ラを除く)、撮影したいものがあれば持参（生き物は不可）

寄
附

申込方法（☆を除く）

施
設

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

7月の滝・大噴水

時間…10:00〜10:30、14:00〜14:30

親子園芸教室「カラーサンドの寄せ植え」
h色付きの砂を入れてカラフルに飾った容器に、多
肉植物を寄せ植えします。親子で楽しみながら作
りましょう。
講師…照井 昌子 氏
（グリーンアドバイザー園芸ソムリエ）
a7月30日㈯ 10:00〜12:00 b大集会堂
c幼児〜小学生と保護者 d20組
（先着順）
e2,000円 ※別途入園料が必要
f7月14日㈭ 12:30〜市ホームページで
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。

園内開花案内

ハンゲショウ、
アメリカフヨウ、
サルスベリ

21
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☆プチワークショップ

7月は
「ハートのかべかざり」
と
「恐竜らんど」
のどちらかを選んで作ります。
a随時 e100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7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。

グリーンセンター

流水プールの営業終了

ホームページ

休園日

7・8月

b新井宿700

火曜日

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。

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。
a7月10日㈰、24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

Twitter

Instagram

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。

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。
大温室の植物を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」
などが楽しめます。ぜひアクセスしてください。

緑の相談所
（園芸相談）
a7月2日㈯、3日㈰、10日㈰、24日㈰、31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。

h…内容

a…日時・期間

※緑のアトリエでもご覧いただけます。

b…場所

c…対象

d…定員

e…費用・料金

