市役所 蘂048−258−1110（大代表）
ジ ュ リ ア ン

川口緑化センター 樹里安
新春鉢物展
日時…12月7日（金）〜9日（日）
9：00〜17：00
内容…松竹梅、千両万両、盆栽などの
寄せ植え鉢の展示・販売

松竹梅の寄せ植え講習会
日時…12月8日（土）14：00〜
内容…松竹梅を寄せ植えする方法と
その後の管理方法の講習会
費用…3,500円 定員…30人

アートギャラリー・アトリア
〈新鋭作家展〉出展作家募集

展示室・スタジオ利用のご案内

全日本写真連盟川口支部写真展
12月11日（火）〜16日（日）
※初日は１３：００から／最終日は１６：００まで

古川良枝傘寿記念洋画展
12月19日（水）〜24日（振）
※最終日は１２：００まで

日時…12月25日（火）〜27日（木）
9：00〜17：00
内容…鳩ヶ谷中学校華道部生徒の作
品展示

開館時間 : 10：00〜18：00（入館は17：30まで）
休 館 日 : 月曜日（祝日の場合はその翌日）
http://www.atlia.jp/
12月29日（土）〜1月3日（木）

蘂048-253-0222

みなさんのアートな年賀状を募集します。オリジナルの手づくりの年賀状をアトリアへ送ってく
ださい。お送りいただいた年賀状はすべて新春展覧会「アートな年賀状展（１月８日
（火）〜２７
日
（日）」で展示します。
募集期間…12月1日
（土）〜1月3日
（木）必着
※開館時間内は窓口でも受け付けします。
（１２月２９日
（土）〜１月３日
（木）は休館）
応募について
・はがきサイズ（厚みは５mm以内）でつくったものに限ります。
・出展無料。どなたでも参加可能です。
・差出人欄に出品者の氏名・住所・電話番号、返却希望の場合はその旨も記入してください。
（作品面には個人情報を記載しないでください）。
・展覧会の主旨や公序良俗に反する表現と判断された場合は公開をお断りします。
・返却を希望するかたは１月３０日
（水）〜２月２８日
（木）の間、窓口で返却します。

貸し出しは、
ご利用期間の６カ月前から募集を開始します。 申込期間…１２月１日
（土）〜２８日
（金）
※申し込み多数の場合は公開抽選（１月６日
（日））で決定します。
対象施設
展示室
A・B
（各77.5裃 ）

対象期間
平成25年6月 4 日
（火）〜 9 日
（日）の6日間
6月11日
（火）〜16日
（日）の6日間
6月18日
（火）〜23日
（日）の6日間

使 用 料
市内在住・在勤・在学のかた

左記以外のかた

60,000円

90,000円

（1日あたり10,000円） （1日あたり15,000円）

※1日単位での利用はできません

休園日：12月…毎週火曜日、25日（火）〜31日（月）
1月…1日（祝）、2日（水）、4日（金）、毎週火曜日
※1月3日（木）は新年特別開園（無料）

餅つきとサンタ探し大会

新春を飾る折り紙作品展

日時…12月16日（日）
9：00〜12：00
（餅がなくなり次第終了）
内容…つきたてのお餅の販売とサン
タ探し大会
※「サンタ探し大会」の問題用紙は、
先着250人の子ども（4歳〜小学生）
に配布。

期間…1月3日（木）〜10日（木）
場所…緑のアトリエ
内容…「折り紙とメルヘンの絵の世界」
の展示
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生け花展

スタジオ
（195裃）の貸し出しはありません

グリーンセンター

松ぼっクリスマス
日時…12月16日（日）
13：00〜15：00
場所…林間教室 定員…20人
内容…松ぼっくりでクリスマスツリー
を作ります。ほかにもクリスマスに関
係した自然を探します。
費用…200円(保険代含む)
申し込み…当日会場で12：45から受
け付け（先着順）

申込方法…はがきに、
〒、住所、氏名、
電話番号、講習会名を記入の上、
〒334-0058 安行領家884-2
川口緑化センター内川口園芸商協同
組合まで
締め切り…12月5日（水）必着

〈申し込み〉

12月4日（火）〜9日（日）
※初日は１３：００から／最終日は１６：００まで

子どもネイチャー教室
（小学生以下対象）

http://www.jurian.or.jp/

〈アートな年賀状2013〉作品募集中

新進気鋭のアーティストを発掘し、紹介するため
の公募展です。ご応募お待ちしています。
書類受付期間…12月22日
（土）
まで（申込無料）
※詳しくはホームページ
（http://www.atlia.jp/koubo/shinei.php）
またはアトリアや図書館などで配布している応
募要項をご覧ください。
審査員
前山 裕司 氏（埼玉県近代美術館主席学芸主幹）
戸谷 成雄 氏（彫刻家／武蔵野美術大学教授）
南嶌 宏 氏（美術評論家／女子美術大学教授）

〈展覧会〉
第4回銀の虹展

蘂048-296-4021

道の駅「川口・あんぎょう」

園芸教室
（盆栽教室〜コケ玉を作ろう〜）
日時…1月19日（土）
10：00〜12：00
場所…研修所2階 定員…20人
講師…飯村 誠史 氏
費用…1,500円
申し込み…12月20日（木）9：00か
ら電話受付（先着順）

アイススケート場オープン
期間…12月15日（土）〜2月24日（日）
休場日…12月30日
（日）〜1月1日
（祝）
開場時間…9：00〜16：00
（入場は15：00まで）

蘂048-281-2319

http://greencenter.1110city.com/

入場料…一般520円、高校生（学生
証提示者）310円、子ども（4歳〜中
学生）210円
貸靴代…300円
貸ロッカー代…50円
※手袋の着用が必要です。幼児（未就
学児）1人につき1人の保護者（18
歳以上）が必要です。
問い合わせ…アイススケート場
蘂048-281-2524（開場期間中）

ミニ鉄道運行時間のお知らせ
※年末は12月24日（振）までの運行
となります。
運行時間…10：00〜15：00
乗車料金…1回210円
※乗車回数券3枚綴り500円
（当日限り有効）

緑の相談所（園芸相談）
12月の相談日は、
1日（土）、
7日（金）、
15日（土）、
16日（日）、
22日（土）
時間…10：00〜12：00

13：00〜15：00
※16日（日）は13：00〜15：00の
み受け付け

園内ガイドツアー
園芸相談員が見ごろの花を説明しな
がら園内を歩きます。
日時…12月16日（日）
11：00〜12：00
集合場所…正門前
定員…先着20人（入園料のみで参加
できます）

新年特別開園
1月3日（木）ご来園をお待ちしてい
ます。
（入場無料）

12月の園内開花予定
園内…カンツバキ・サザンカ・フユザ
クラ・ビオラ・ハボタン
温室…カトレア・アロエ・ハナキリン・
パフィオペディラム

市役所 蘂048−258−1110（大代表）
◆中央図書館
休館日…21日
（第3金曜日）、29日
（土）〜1月4日
（金）
◆前川・新郷・横曽根・戸塚・鳩ヶ谷図書館、芝園分室
休館日… 3 日
（月）
・10日
（月）
・17日
（月）
・25日
（火）
29日
（土）〜1月4日
（金）

図 書 館

中 央 蘂048-227-7611 戸 塚 蘂048-297-3098
前 川 蘂048-268-1616 鳩ヶ谷 蘂048-285-3110
新 郷 蘂048-283-1265 芝園分室 蘂048-269-2241
横曽根 蘂048-256-1005

12月移動図書館あおぞら号 巡回のお知らせ
10：00〜11：00 13：40〜14：30 15：10〜16：00
期日
東内野団地
江川運動広場
領家公民館
5・19日（水）
期日
10：00〜11：00
14：00〜16：00
6・20日（木） 道合神戸住宅
根岸小学校
芝西公民館
7・21日（金）
武道センター
12・26日（水）芝スポーツセンター
芝樋ノ爪小学校
13・27日（木） 朝日東公民館
元郷分館
サンテピア
14・28日（金）
安行原グリーンタウン

クリスマスおはなし会のお知らせ
問い合わせは各図書館（分室・文庫は中央図書館）へ

戸塚図書館

鳩ヶ谷図書館

日時…12月15日（土）
幼児の部（3歳〜就学前児童）
14：00〜14：40
小学生の部15：00〜15：40
定員…各50人
申し込み…12月1日（土）9：00〜
※本人またはその家族のかたが窓口
で申し込んでください。

新郷図書館

http://www.kawaguchi.science.museum

休

館

日

日時…12月21日（金）
小学生対象…15：00〜15：45
申し込み…不要

日時…12月15日（土）
幼児の部（4歳〜就学前児童）
14：30〜14：50
小学生の部15：00〜15：30
定員…各30人
申し込み…不要

南鳩ヶ谷文庫
日時…12月20日（木）
4歳以上対象…15：00〜15：30
申し込み…不要

1日踞
〜

7日踝
10日跼
17日跼
25日踈
29日踞
〜

1月3日跿
科学展示施設入場料
大
人／ 200円
小 中 学 生／ 100円
年間入場券
大
人／ 800円
小 中 学 生／ 400円

所要時間…約30分
サイエンス テーマ 9 日（日）15：20「うかそう とばそう」
16日（日）15：20「放射線を知ろう」
ショー
23日（祝）15：20「うかそう とばそう」
24日（振）13：15、15：20「回転のふしぎ」

わくわく
ワーク

年間観覧券
大
人／1,600円
中学生以下／ 800円
※未就学児で席を使用しな
い場合は無料
※3歳児未満は観覧をお断
りする場合があります

投影開始時刻

8日（土）〜

10：30

12：00

13：30

15：00

ガリレオ
キッズアワー 宇宙の謎に挑む 宇宙の謎に挑む 24日（振）は休止

日曜・祝日
土曜日

──

木曜日

──

26日
（水）〜28日
（金）

──

宇宙の謎に挑む 宇宙の謎に挑む
──

──

ガリレオ
宇宙の謎に挑む

キッズアワー 宇宙の謎に挑む 宇宙の謎に挑む

科学の発展で、私たちが観測できる宇宙は遠くまで
広がり、宇宙への理解も深まっています。さまざまな
一般投影
「宇宙の謎に挑む」天文学者が迫ろうとしてきた宇宙の謎を紹介します。
（星空生解説約25分+番組25分）
イタリアの科学者、
ガリレオ・ガリレイの足跡をたどり
ながら、時間と空間を超え、最新の宇宙の情報を紹
The Ｐｏｗｅr ｏｆｔｈｅＴｅｌｅｓｃｏｐｅ」 介します。
（星空生解説約20分+番組28分）

一般投影
「ガリレオ

キッズアワー
「クリスマス」

季節の星や毎月のテーマにそった生解説中心の子
ども(小学校低学年)向け投影です。
※16日（日）は聴覚障害のかたも楽しめる字幕付
き投影です。
日時…24日（振）15：30〜16：20
クリスマスの星空と音楽で送る大人向けの投影。
BGM…「EXILE BALＬAD BEST」から
日時…22日（土）10：00〜10：45
制作…川口朗読奉仕の会

特別企画
作品…サンタさんからきたてがみ、
フィンダスのクリ
朗読inプラネタリウム
スマス、
スノーマン
「クリスマスの朗読会」 費用…無料（要整理券） 定員…150人
（子ども向け）
整理券…当日9時30分から科学館１階入口前で先
着順に配布。
（一人１枚）
日時…15日（土）10：00〜11：00

小中学生向け天文講座
費用…小学4年生〜中学生200円
宇宙の教室
高校生以上400円（年間観覧券利用可）
③「星の一生」
※小学3年生以下は入場できません

開催日（土曜日） 主な観測対象 受付時間
公開時間 定員
8日・15日
木星
１７
：
３０〜１８
：
００１８
：
００〜１９：
００５０人
22日
月

天文台
天文台
ガイド
ツアー

蘂048-262-8431

プラネタリウム

土曜日（1・29日を除く）、27日（木）…13：00、15：00
定員…各回50人 費用…無料 所要時間…約30分
【大人向け】特別投影
作るもの 8 日（土）
「かめれおんカード」
星空リラクゼーション
15日（土）
「ロコップ」
「クリスマスの星空」
22日（土）
「四次元クリスマスカード」
27日（木）
「たこ」
※未就学児は保護者同伴でご参加ください。

9日（日）
・16日（日）
・23日（祝）…11：45、14：30
24日（振）…11：45、14：15
26日（水）
・28日（金）…11：00、14：00
所要時間…約35分 定員…各回30人
どきどき テーマ 24日（振）まで
「偏光板でステンドグラス」 費用…350円
サイエンス
26日（水）
・28日（金）
「雪をつくろう」 費用…100円
参加方法…当日科学館で先着順に受け付け。
※小学2年生以下は保護者同伴でご参加ください。

場所／SKIPシティ内

定員…160人 所要時間…約50分
※途中入退場はできません。
※観覧券の販売は投影開始5分前に終了します。
※7日（金）までメンテナンスと番組入替のため投影を休止します。
までメンテナンスと番組入替
番組入替のため投影
投影を休止
休止します。

科学展示室

プラネタリウム観覧料
大
人／ 400円
中学生以下／ 200円

12月のイベント

開館時間…9：30〜17：00
（入館は16：30まで）
期間…12月8日（土）〜2月11日（祝）
内容…電気の歴史や作られ方、使われ方を展示装置で
体験し、電気の過去から未来を学ぼう。
特別イベント…
○専門家による講演…
各日13：15〜14：15 観覧自由
12月9日（日）
・2月10日（日）
特別展
「横浜スマートコミュニティ」
12月16日（日）
・2月11日（祝）
「電気で
「太陽光発電が築く未来」
エコ未来」
12月23日（祝）
「広がる電気自動車の波」
1月6日（日）
・1月20日（日）
「石と電気」
○電気自動車組立ショー
1月14日（祝）13：15〜14：45 観覧自由
講師…日本EVクラブ 舘内 端 氏

芝園分室
日時…12月21日（金）
4歳以上対象…15：00〜15：30
申し込み…不要

芝北文庫

※雨天の日は中止します。

科 学 館 （サイエンスワールド）

日時…12月23日（祝）
小学生対象…14：00〜14：40
申し込み…不要

副天文台での太陽観測を中心に、3つの天文台をご案内します。
開催日時…8日（土）、15日（土）、22日（土）
10：45〜11：15
定員…先着12人 受付場所…科学展示室入口
参加方法…当日科学展示室に入場したかたで、希望者を先
着順に受け付け
※10：45にくもり・雨・強風の場合は中止します。

夜間
観測会

費用…無料
参加方法…上記受付時間に1階科学館入口前で先着順に
受け付け。
（並んでいるかたのみ）
※中学生以下は保護者同伴でご参加ください。
※当日の17：00に開催決定を行い、くもり・雨・強風の場
合は中止します。
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休館日 リサイクルプラザ…
月曜日・祝日、12月29日（土）〜1月3日（木）
サンア ール朝日…
月曜日（祝日の場合は翌日が休館）、12月28日（金）〜1月4日（金）
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/recycleplaza

リサイクルプラザ
■おもちゃの病院
（毎月第2日曜日）

■リサイクル家具類販売コーナー
（競争入札）
（今月は第4土曜日）

日時…12月9日（日）13：30〜16：00
（受付は15：30まで）
費用…無料（ただし、別途部品代などが
かかる場合があります）
場所…リサイクルプラザ4階実習室
＊おもちゃの診療は1人1点です。
★事前申し込みは不要です。

メディアセブン
12月の映画会

蘂048-228-5306
薨048-223-6480

■定例朝いち親子フリーマーケット開催
（今月は第4土曜日）

申込受付…12月22日（土）9：00〜10：30
結果発表11：00
＊内覧期間…12月16日（日）〜21日（金）
［17日（月）を除く］
★リサイクル家具類販売日は、
リサイクルショ
ップの無償品引渡しを10：30開始とします。
あらかじめご了承ください。

日時…12月22日（土）9：00〜12：00
場所…リサイクルプラザ3階通路
出店条件…市内在住の小・中学生と保護者
＊出店希望者は12月1日（土）〜
19日（水）までに申し込み
（先着10店舗）

■休館日 : 21日（第3金曜日）、1月1日（祝）〜4日（金）
開館時間 : 平日 10：00〜21：00
土・日曜、祝日、12月29日（土）〜31日（月）9：00〜18：00

蘂048-227-7622
http://www.mediaseven.jp

場所…プレゼンテーションスタジオ 定員…８０人（ママシネマは３０人） 開場…上映時間の３０分前
※入場無料。申込不要。上映当日に会場までお越しください。※補聴器の貸し出しあり

mama cinema ママシネマ

本の上の映画館

年末特別上映会

〜赤ちゃんを連れて映画を楽しもう〜
日時…8日
（土）、19日
（水）各日14：00〜
タイトル…「クリスマス・キャロル」
対象…子ども連れのかたのみ

12月の特集『シネマの夢』

『ユネスコ世界遺産 新たなる旅へ』

9日
（日）14：00〜 「明日を夢見て」
11日
（火）19：00〜 「ミルコのひかり」
22日
（土）14：00〜
「8 1/2」
27日
（木）19：00〜 「照明熊谷学校」

12月のトークイベントと特別上映会
申し込み…来館、Eメール、往復はがき
※席に空きがあれば当日入場可
申込方法 ①②③
場所…プレゼンテーションスタジオ
定員…各８０人

開催日

時 間

10：00〜

30日
（日）
「ユネスコ世界遺産Ⅳ 大航海時代の残照」
14：00〜
31日
（月）「ユネスコ世界遺産Ⅸ 自然と人との調和」
14：00〜

イベント

内

容

費用

東日本大震災による福島第一原子
特別上映会
「フタバから遠く離れて」 力発電所の事故で、加須市へ避難

申込締切日

1,000円

した福島県双葉町の人々に密着し
12月23日
特別上映会
たドキュメンタリー映画「フタバから
（祝）
「フタバから遠く離れて」 遠く離れて」を上映します。また、
1,500円
14：00〜17：00
トークイベント
14:00〜17:00の部では、上映後に
舩橋 淳 氏（映画監督） 舩橋 淳 監督からお話を伺います。

12月13日
（木）

毎月第２水曜日の夜に４組の講談師や落語家などをお招きし、
さまざまな演芸を披露していただきます。
1月のメディアセブン寄席（要事前申し込み）ご案内は川口市在住の講談師、
田辺一邑さんです。

申し込み…来館、Eメール
※席に空きがあれば当日入場可
申込方法 ①②
場所…プレゼンテーションスタジオ
定員…８０人

1月のパソコン講座：初級
申し込み…往復はがきのみ。
１講座に
つき1人1枚まで。
申込方法 ③
（⑦パソコン相談会は申込不要）
申込締切日…１２月２０日
（木）必着
定員…各１６人（応募者多数の場合
は抽選）
場所…コミュニケーションスタジオ
①はじめての文字入力
日時…１月８日
（火）
１０
：
３０〜１２
：
３０

開催日

1月9日
（水）

時 間

出 演 者

19：00〜21：00 ①宝井 梅湯 氏（講談師） ②林家 ぼたん 氏（落語家）
（18：30開場） ③北見 翼 氏（和妻師）
④田辺 一邑 氏（講談師）

費用…８００円
対象…パソコン未経験のかた
②一歩進んだ文字入力
日時…１月１１日
（金）
１０
：
３０〜１２
：
３０
費用…８００円
対象…文字入力初心者のかた
（未経
験のかたは①を受講ください）
③ホームページを活用しよう
日時…１月８日
（火）
１３
：
３０〜１５
：
３０
費用…８００円
対象…パソコンの基本操作ができるかた

④電子メールを使ってみよう
日時…１月２０日
（日）
１０
：
３０〜１２
：
３０
費用…８００円
対象…パソコンの基本操作ができるかた
⑤デジタル写真の加工
日時…１月１１日
（金）
１３
：
３０〜１５
：
３０
費用…８００円
対象…パソコンの基本操作ができるかた
⑥エクセル入門(2日完結)
日時…１月２６日
（土）
・２７日
（日）
各日１０
：
００〜１５
：
００

費用

申込締切日

1,500円

1月5日
（土）

費用…２,８００円
対象…パソコンの基本操作ができるかた
⑦初心者のためのパソコン相談会
日時…１月２０日
（日）
１３
：
３０〜１５
：
００
（受付１３
：
００〜１４
：
３０）
費用…無料
対象…パソコン初心者のかた
※申込不要。受付時間内に会場にお
越しください。
※講座ではありません。
１人１５分程度、
パソコンに関する質問にお応えします。

1月のパソコン講座：中級

1月の映像制作講座：初級編

●もうなくさない！ファイルの整理整頓
ファイル名のつけ方や整理方法など、Windows７の標準機能を駆使したファイル
の整理術を学びます。
日時…１月１４日
（祝）
１０
：
００〜１５
：
００ 申し込み…来館、Eメール 申込方法 ①②
申込締切日…１月５日
（土） 費用…３,３００円
対象…パソコンを日常的に使用しているかた
定員…１６人（応募者多数の場合は抽選） 場所…コミュニケーションスタジオ

●はじめての映像編集講座〜入門編〜
Windows７に標準搭載のWindows Liveムービーメーカーを使用して、映像編
集の基本操作を学びます。
日時…１月１９日
（土）
１３
：
００〜１６
：
００ 申し込み…来館、Eメール、往復はがき
申込締切日…１２月２０日
（木）必着 費用…８００円
申込方法 ①②③
対象…映像編集の未経験者で、パソコンの基本操作ができるかた
定員…１０人（応募者多数の場合は抽選） 場所…コミュニケーションスタジオ

申込方法

※イベント・講座によって申込方法が異なります。各イベント・講座の申込方法をご確認ください。締切日後1週間以内に、はがきまたはEメールで返信します。

①来
館…メディアセブンで申込用紙に記入
③往復はがき…〒３３２-００１５ 川口１-１-１キュポ・ラ７階 メディアセブンあて 往信欄に参
②E メ ー ル…event@mediaseven.jpあて 参加希望イベント名、
加希望イベント名、
日時、
〒、
住所、
参加者氏名、
ふりがな、
年齢、
電話番号、
日時、
〒、住所、参加者氏名、ふりがな、年齢、電
返信欄の表に申込者の〒、住所、氏名を記入し、締切日必着で郵送。
話番号を明記し送信。
１枚の往復はがきで１つの講座のみ受け付け。
１講座につき１人１枚まで。
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婦人会館・青少年会館
子育てホッとサロン
〜子どもを遊ばせながらほかの
ママさんとの交流を図る〜
日時…12月13日（木）
・1月24日（木）
10：30〜12：00
場所…青少年会館1階クラブ2号室
対象…乳幼児と保護者
費用…200円
※直接会場にお越しください。

子育て支援講座
〜お父さん・お母さんのための
離乳食の話〜
日時…12月22日（土）
13：30〜15：30
場所…青少年会館1階クラブ2号室
対象…市内在住の3カ月〜6カ月まで

の子どもがいる男女30組60人
費用…200円（保険代など）
持ち物…筆記用具、オムツ、授乳ケー
プ
申し込み…12月6日（木）9：00から
電話受付（先着順）

蘂048-253-1444 薨048-256-6433
■休館日…月曜日（祝日の場合は翌日も休館）
・祝日、12月28日（金）〜1月4日（金）

費用…300円（5回分）
持ち物…運動しやすい服装、室内用
靴
申し込み…12月19日（水）9：00か
ら電話受付（先着順）

赤ちゃんサロン
キッズクラブ
日時…1月11日（金）
・25日（金）、
2月 8 日（金）
・22日（金）、
3月 8 日（金）
10：00〜12：00
場所…青少年会館3階体育ホール
対象…市内在住の2歳以上の幼児と
保護者30組
内容…絵本の読み聞かせ、折り紙、親
子で先生と遊ぼう

日時…1月18日（金）
13：30〜15：30
場所…青少年会館1階クラブ2号室
対象…市内在住の3カ月〜1歳未満
の乳児と母親20組
内容…赤ちゃん体操・ベビーマッサージ・
育児相談など
費用…500円（オイル代など）
持ち物…母子健康手帳、バスタオル、
オムツ

1月分トレーニングルーム利用者講習会
対象…１５歳以上のかた
（中学生は除く）
申し込み…１２月１９日
（水）
９
：
００から電話受付（先着順）。当日は、費用５００円、写
真１枚（３.５×２.５袍）、室内用運動靴、運動着、
タオル、本人確認書類（運転免許
証、保険証、学生証など）
を持参してください。
（子ども同伴はご遠慮ください）
施設名・定員

開催日・時間

東スポーツセンター
1/5（土）
・1/15（火）
・1/19（土）
蘂048-222-4990
10：00〜（1回目）
・19：00〜（2回目）
（各10人）
西スポーツセンター
1/11（金）10：00〜（1回のみ）
蘂048-251-6377
1/26（土）
・1/28（月）19：00〜（1回のみ）
（各15人）
安行スポーツセンター
・19：00〜（2回目）
蘂048-296-1200 1/12（土）10：00〜（1回目）
・14：00〜（2回目）
蘂048-296-3000 1/13（日）10：00〜（1回目）
（各15人）
1/ 6（日）
・1/13（日）
・1/20（日）
・1/27（日）
体育武道センター
・14：00〜（2回目）
蘂048-251-9227 10：00〜（1回目）
（各10人）
1/9（水）
・1/23（水）10：00〜（1回のみ）
（月〜土曜日）10：00〜20：00
（日曜・祝日）10：00〜19：00
戸塚スポーツセンター
毎時00分開催。15分前までに受付でお申し込みくだ
蘂048-298-9993
さい。事前の電話予約不要。
（12／29（土）〜1／3（木）
は休館日、1／23（水）はメンテナンスのため休止）

※講習会受講後は、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ください。

平成24年度川口市民選手権大会スキー競技会
平成24年度川口市民選手権大会ス
平成
年度川口市民選手権大会スキー競技会
競技会
日時…１月１３日
（日）〜１４日
（祝） ※１３日
（日）は公開練習日
場所…群馬県吾妻郡嬬恋村 鹿沢スノーエリア
本部宿舎…鹿沢リゾートホテル 蘂０２７９-９８-０４８４
種目…アルペン大回転・回転競技
問い合わせ…（公財）川口市体育協会・川口市スキー連盟（理事長 渡辺）
蘂０９０-１８４７-８８６０
スキー連盟ホームページ…http://www17.plala.or.jp/ski-kawaguchi

年末年始のスポーツ施設の休所日
・スポーツセンター（東、西、北、新郷、芝、安行、鳩ヶ谷）
１２月２８日
（金）〜１月４日
（金）
・青木町公園総合運動場（青木町平和公園内）、戸塚スポーツセンター
１２月２９日
（土）〜１月３日
（木）
・体育武道センター
１２月２８日
（金）〜１月３日
（木）
※プールの利用は、各施設にお問い合わせください。

申し込み…12月13日（木）9：00か
ら電話受付（先着順）

小学生卓球広場
〜愛ちゃん2世をめざして サァー〜
日時…1月18日（金）
15：00〜17：00
場所…青少年会館3階体育ホール
対象…市内在住の小学生20人
費用…無料
持ち物…運動しやすい服装、上ばき、
タオル、飲み物
申し込み…12月11日（火）9：00か
ら電話受付（先着順）
※ラケット・ピンポン玉は、
貸し出します。
※時間内の途中参加・退出もできます。

川口少年アイスホッケー教室
日時…１２月１９日
（水）〜２月２０日
（水） 毎週水曜日
（１月２日
（水）は除く） １８
：
００〜２０
：
００
場所…グリーンセンターアイススケート場
対象…小・中学生
費用…２,０００円（保険料含む）
申し込み・問い合わせ…アイスホッケー連盟（安達） 蘂０４８-２２２-４５５７

市民スケートレクリエーション大会
日時…１月２０日
（日） ８
：
３０〜１２
：
００
場所…グリーンセンターアイススケート場
対象…市内在住・在勤のかた
内容…①親子で楽しめる競争 ②競技会 ③模範演技 ④自由滑走など
費用…無料（貸靴代３００円は個人負担）
その他…当日は手袋着用、天候不良の場合は１月２７日
（日）
に順延
申し込み…当日
問い合わせ…スケート連盟（小林） 蘂０４８-２８３-３８１４

こどもスケート教室
日時…１２月１５日
（土）〜２月２３日
（土） 毎週土曜日１８
：
００〜１９
：
４５
※１２月２９日
（土）はお休みです。
場所…グリーンセンターアイススケート場
対象…５〜１８歳
費用…５,０００円（保険料含む）
申し込み…１２月１５日
（土）
１７
：
００からグリーンセンターアイススケート場で受け付け
（先着１５０人）
問い合わせ…スケート連盟（小林） 蘂０４８-２８３-３８１４

ジュニアテニス大会
期
場

日…２月１０日
（日）
・１７日
（日） 予備日２月２４日
（日）
所…青木町公園（青木町平和公園）内庭球場（砂入り人工芝コート１２面）
江川テニスコート
（ハードコート４面）
種目・種別…シングルス
（小学４年生以下・小学６年生以下・中学生の部）
各男女
試 合 方 法…トーナメント方式６ゲーム１セットマッチ
（エントリー数により変更する場合があります）
費
用…２,０００円
申 し 込 み…１２月２７日
（木）必着で、必要事項（〒・住所・氏名・年齢・学年・性別・
所属・種別・電話番号）
を記入の上、
〒３３２-００３４ 並木１-１９-１１
川口市テニス協会事務局 成田正あて現金書留で申し込み。
ドロー発表…市テニス協会ホームページに掲載。仮刷りを希望する場合は返信
用封筒に本人宛の住所を記入し、
８０円切手を貼って同封してく
ださい。
問い合わせ…川口市テニス協会事務局（成田）
蘂０９０-６９５６-１７１９
（２０
：
００以降）
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