市役所 蘂048−258−1110（大代表）

アートギャラリー・アトリア

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/
26日（火）〜3月1日（金）

蘂048-253-0222

●川口市小・中・高校書きぞめ展覧会

●中学生のART CLUB展

展示期間…2月6日（水）〜11日（祝） 観覧無料
各校の優秀作品と県展覧会出展・入選作品を一堂に展示
します。

展示期間…2月16日（土）〜24日（日） 観覧無料 ※最終日は16：00まで
市内中学校の美術部を中心とした芸術・文化部の生徒たちが、各校の個性を
生かして日ごろの成果を発表します。

●やさしい美術鑑賞講座「仏像めぐりバスツアー」
市内の寺院や神社を巡り、古くから大切にされてきた仏像をわかりやすい解説とともに
鑑賞する、昨年好評だったバスツアーです。今回はコースを一部再編成して開催します。
講師…宮澤 やすみ 氏（仏像コラムニスト） 費用…各500円
対象…高校生以上 定員…各25人 ※バス停車位置から少し歩きます。

●春のワークショップ「石を彫る！」 コース
石そのもののかたちや特性を生かし、素材を感じなが
ら石を彫ります。2日間かけて、約30cm四方のオブジ
ェをつくります。

1

日 時

期間…2月23日（土）
・24日（日）
場所…梅林
内容…琴の生演奏
両日とも①11：00〜12：00
②13：30〜14：30

園芸教室（季節のコンテナ）
日時…3月16日（土）10：00〜12：00
場所…研修所2階
内容…春色いっぱいのコンテナガー
デンを作ります。
定員…24人
講師…照井 昌子 氏
費用…2,500円
※材料発注（3月2日）後のキャンセ
ルは費用をいただきます。
申し込み…2月28日（木）9：00から
電話受付（先着順）

春の茶会
日時…3月9日（土）10：00〜
※先着150人（なくなり次第終了）
場所…茶室 費用…無料

第36回「椿展」
期間…3月9日（土）〜17日（日）
9：30〜16：30
場所…緑のアトリエ
内容…国内外の鮮やかな椿の数々を
紹介。趣向を凝らした創作展示もあり
ます。

園芸教室
（楽しい野菜づくり）
〜農薬や化学肥料を減らし、安全で美
味しい野菜をつくろう〜
日時…3月23日（土）10：00〜12：00
場所…研修所2階
内容…化学肥料ではなく堆肥など有
機質肥料を主体として、極力農薬を
使わない栽培法を学びます。
費用…無料 定員…20人
講師…村田 矩夫 氏
申し込み…3月7日（木）9：00から電
話受付（先着順）

春の山野草展
期間…3月9日（土）〜17日（日）
10：00〜16：30
場所…観賞温室
内容…かれんな山野草の展示

園芸教室
（サクラソウを育てよう）
日時…2月14日（木）13：30〜15：30
場所…研修所2階
内容…サクラソウの植付け方の講議
と実習。
定員…30人
対象…サクラソウ栽培初心者
講師…グリーンセンター職員
費用…500円（サクラソウ4芽（1鉢分）、
鉢、用土）
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［

予定コース
（アトリア集合・解散）

A
B

3月31日
（日） 江戸袋氷川神社「観音菩薩像」ほか、
13：00〜16：30 安楽寺「木造大日如来坐像」
講 師

対象

費用

定員

■申込締切日…2月26日（火）必着
※ご注意
応募は１人につき、
ワークショップ・講座からそれぞれ１つ申し
込みできます。 同一コースを希望の家族に限り、
１枚のは
がきに併記できます。 費用は当日受付でお支払いください。

休園日：2月…毎週火曜日
3月…5日（火）
・12日（火）
・19日（火）
・21日（木）

申し込み…2月6日（水）9：00から電
話受付（先着順）
※昨年受講したかたは申し込みでき
ません。

春を呼ぶ梅まつり

日 時

3月20日
（祝） 如意輪観音堂「マリア観音（レプリ
13：00〜16：30 カ）」、地蔵院「木造不動明王立像」

1,000円
3月23日
（土）
・24日
（日） 渡辺 尋志 氏
小学生〜一般
25人
13：00〜17：00（全2日間） （彫刻家） ※両日とも参加できるかたに限ります。（2日間）

■はがきに①コース番号を1つ②名前（ふりがな）③年齢（学年）
・性
別④〒・住所（集合住宅にお住まいの場合には建物名まで）⑤電話
申込方法 番号（緊急の際に連絡がとれるもの）を明記の上、〒332-0033 並
木元町1-76 アートギャラリー・アトリア ワークショップ・講座係まで郵
送。当選されたかたには締切日から1週間以内にはがきで通知します。

グリーンセンター

コース

子どもネイチャー教室
①おひさまを作ろう
日時…2月10日（日）13：00〜15：00
場所…林間教室 定員…20人
対象…小学生（未就学児は保護者同伴）
費用…200円（保険代含む）
申し込み…当日会場で受け付け
（12：45〜先着順）

蘂048-281-2319

http://greencenter.1110city.com/

②春はすぐそこ冬芽合唱
日時…2月17日（日）13：00〜15：00
場所…林間教室 定員…20人
対象…小学生（未就学児は保護者同伴）
費用…200円（保険代含む）
申し込み…当日会場で受け付け
（12：45〜先着順）

③どんぐりのおひなさまを作ろう
日時…2月24日（日）13：00〜15：00
定員…20人
対象…小学生（未就学児は保護者同伴）
費用…200円（保険代含む）
申し込み…当日会場で受け付け
（12：45〜先着順）

④ダンボールあそびをしよう
日時…3月10日（日）13：00〜15：00
定員…20人
対象…小学生（未就学児は保護者同伴）
費用…200円（保険代含む）
申し込み…当日会場で受け付け
（12：45〜先着順）

アイススケート場からお知らせ
期間…2月24日（日）まで
※天候などで休場する場合があります。
開場時間…9：00〜16：00
（入場は15：00まで）
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
※市内在住の60歳以上のかたは無
料（住所・年齢の確認できる公的証
明書（保険証など）提示）
貸靴代…300円
貸しロッカー代…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）

ミニ鉄道運行中
運行時間…10：00〜15：00
乗車料金…1回210円
※回数券3枚綴り500円で発売中（当
日限り有効）
※天候などで運休する場合があります。

温室からのお知らせ
洋蘭展2月9日（土）〜11日（祝）の
準備のため、大温室の一部を閉館し
ます。
期間…2月6日（水）〜8日（金）

緑の相談所（園芸相談）
相談日は、
1日（金）、
2日（土）、
4日（月）、
6 日（水）、9 日（土）、10日（日）、
14日（木）、15日（金）、20日（水）、
23日（土）、27日（水）
時間…10：00〜12：00
13：00〜15：00
（2日（土）、23日（土）は13：00〜
15：00）

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…2月2日（土）、23日（土）
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）

2月の園内開花予定
園内…ウメ、
ツバキ、ニホンスイセン、
サザンカ、
クリスマスローズ
温室…ハナキリン、カトレア、パフィオ
ペディラム、
アロエ

city.comからご案内①］ふぉとCollection「川口の あ い う え お 」大募集！あなたの
あ は荒川・芝川。川口を育んだ川の恵み。 い は鋳物・機械・木型などのものづくり。 う は植木や豊かな緑。 え はＳＫ
Ｉ
Ｐ
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川口緑化センター
樹里安 道の駅「川口・あんぎょう」
ジ ュ リ ア ン

蘂048-296-4021

■臨時休所日
2月4日（月）
・5日（火） http://www.jurian.or.jp/

植物と骨董展
日時…2月15日（金）〜
17日（日）
9：00〜17：00
内容…盆栽・小品盆栽・
山野草や骨董品などの
展示・販売

科 学 館 （サイエンスワールド）
http://www.kawaguchi.science.museum

休

館

日

4日跼
12日踈
18日跼
25日跼
26日踈

科学展示室

大
人／ 400円
中学生以下／ 200円
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

2月のイベント

開館時間…9：30〜17：00
（入館は16：30まで）

日曜・祝日…13：15、15：15
※10・11日は15：20
所要時間…約30分
サイエンス
テーマ 3 日（日）
「音であそぼう」
ショー
10日（日）
・11日（祝）
「光を放とう！
！」
17日（日）
「あっ静電気！」
24日（日）
「ふりふりふりこ」

わくわく
ワーク

年間入場券
大
人／ 800円
小 中 学 生／ 400円

プラネタリウム観覧料

日時…2月16日（土）14：00〜
内容…春を先どりした草花の寄せ植え方法、手入れ方法を学びます。
費用…2,500円 定員…30人
申込方法…はがきに〒、住所、氏名、電話番号、講習会名を記入し
〒334-0058 安行領家844-2
川口緑化センター内 川口園芸商協同組合まで送付
申込締切日…2月13日（水）必着

土曜日…13：00、15：00
定員…各回50人
費用…無料
所要時間…約30分
作るもの 2 日（土）
「浮沈子」
9 日（土）
「ピコピコカプセル」
16日（土）
「四次元カード」
23日（土）
「くるくる」
※未就学児は保護者同伴でご参加ください。

日曜・祝日…11：45、14：15
※10・11日は11：45、14：30
所要時間…約35分
定員…各回30人
どきどき テーマ・費用 3日・10日・11日
「電気で元気！」費用…300円
サイエンス
17日・24日
「ミカンのちから」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

蘂048-262-8431

プラネタリウム

定員…160人 所要時間…約50分
※途中入退場はできません。
※プラネタリウム観覧券の販売は、投影開始
時刻の5分前に終了します。
※メンテナンスと番組入れ替えのため、28日（木）、3月7日（木）
は投影を休止します。

期間…11日（祝）まで
内容…電気の歴史、作られかた、使われかたを展示
特別展
装置で体験し、電気の過去から未来を学ぼう。
○専門家による講演会
「電気で
各日13：15〜14：15 観覧自由
エコ未来」
10日（日）
「横浜スマートコミュニティ」
11日（祝）
「太陽光発電が築く未来」

科学展示施設入場料
大
人／ 200円
小 中 学 生／ 100円

春の先どり寄せ植え講習会

投影開始時刻
10：30
日曜・祝日

12：00

13：30

キッズアワー 宇宙の謎に挑む 宇宙の謎に挑む

土曜日
木曜日（28日除く）

──

宇宙の謎に挑む 宇宙の謎に挑む

──

──

──

15：00
ガリレオ
ガリレオ
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きてい
一般投影
ます。さまざまな天文学者が迫ろうとしてきた
「宇宙の謎に挑む」
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
の情報を紹介します。
The Ｐｏｗｅr ｏｆｔｈｅＴｅｌｅｓｃｏｐｅ」
（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
「こいぬ座物語」

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。

天文台

天文台
ガイド
ツアー

副天文台での太陽観測
副天文台
副天文台での太陽観測を中心に、
太陽観測を中心
を中心に、3つの天文台
3つの天文台をご案内
天文台をご案内
案内
します。
日時…2日（土）、9日（土）、16日（土）、23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。

「あれっ？」と思う不思議な体験をしてみませんか。
開催日（土曜日）主な観測対象 受付時間
公開時間 定員
実験・解説を交えながら科学の魅力をお伝えします。
2月14日（木）13：30〜14：50
2 日・ 9 日 M４２ 木星
「光の不思議」
１８：００〜１８：３０１８：３０〜１９：３０５０人
16日・23日
月
いきいき 2月28日（木）13：30〜14：50
夜間 費用…無料
サイエンス 「べっこう飴とカルメ焼き」
観測会 参加方法…上記受付時間に1階科学館入口前で先着順に
（一般向け科学講座） 3月16日（土）10：00〜11：15
「プラナリアの再生実験」
受け付け。
（並んでいるかたのみ）
対象・定員…一般・各10人
※中学生以下は保護者同伴でご参加ください。
参加方法…電話または科学館窓口で開催日の4日前
※当日の17：15に開催決定を行い、
くもり・雨・強風の場
まで受け付け。
（先着順）
合は中止します。

科学講座
「ライントレースカーづくり」
「ライントレースカー大会」
白線に沿って走るライントレースカー。
仕組みを探りながら車を組み立て
作った車で大会に出場し勝負を挑もう。

ライントレースカーづくり

ライントレースカー大会

日時…①3月27日(水） ②3月28日(木）各13：00〜16：00
※①、②は同じ内容です。
講師…県立川口工業高等学校教諭、県立狭山工業高等学校教諭
対象・定員…今年度小学3年生以上・各14人
費用…3,000円
参加方法…2月9日(土)9：30〜3月3日（日）、科学館窓口で受け
付け（先着順）
※受講者以外の見学・付き添いはできません。

日時…3月30日（土）10：00〜15：00
対象…平成22〜24年度の科学講座でライ
ントレースカーを作ったかた
費用…科学展示入場料
参加方法…2月9日(土)9：30〜3月3日（日）
科学館窓口で受け付け
※当日、科学展示室に入場したかたは自由に
観覧できます。

して川口の桜の名所の なう をみんなでシェアしよう！2月20日から。詳しくは

で検索！

そんな川口の代表的な桜のスポットを選んでみました。今の様子をみんなに伝えてみませんか。ご参加お待ちしています。
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メディアセブン
2月の映画会（無料）

■休館日 : 15日（第3金曜日）
開館時間 : 平日 10：00〜21：00
土・日曜、祝日 9：00〜18：00

http://www.mediaseven.jp

場所…プレゼンテーションスタジオ 定員…各８０人（ママシネマは３０人） 開場…各日上映時間の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 2月の特集『LIVING LIFE』

〜赤ちゃんを連れて映画を楽しもう〜
対象…子ども連れのかたのみ
2日
（土）、20日
（水）
各日14：00〜

蘂048-227-7622

「ブタがいた教室」

8日
（金）19：00〜

19日
（火）19：00〜 「わが街セントルイス」

「できごと」

16日
（土）14：00〜 「そして僕は恋をする」

24日
（日）14：00〜

「六つの心」

2月・3月のトークイベント（要事前申し込み）
申し込み…来館、Eメール、
往復はがき
申込方法 ①②③
※席に空きがあれば当日入場可
場所…ワークスタジオB
定員…各４０人

開催日

時 間

ゲスト

内

容

費用

最近注目を集める漫画家、岡崎京子が活躍した1980〜90
ばるぼら 氏
年代は、バブルといわれる消費社会が到来した時代でした。
2月20日
（水）19:00〜21:00
（ネットワーカー） 彼女の作品をとおして同時代の消費感覚を掘り下げます。

3月7日
（木） 19:00〜21:00

仕事旅行社

仕事体験 を旅行会社のプランのように提供している仕
事旅行社に、
この仕事をはじめようと思ったきっかけなどを伺
いながら、
自分に合った仕事を一緒に考えてみませんか。

申込締切日

500円

2月10日
（日）

500円

2月25日
（月）

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。
3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。今月は「ひな祭り女性講談師特集」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

3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…２月２０日
（水）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…３月１日
（金）
１０
：
３０〜１２
：
３０

開催日

時 間

出 演 者

費用

申込締切日

3月13日
（水）

19：00〜21：00
（18：30開場）

①神田 織音 氏 ②神田 あおい 氏 ③田辺 一邑 氏
④宝井 琴柑 氏 ⑤神田 こなぎ 氏

1,500円

3月6日
（水）

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…３月１７日
（日）
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…３月１２日
（火）
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

④電子メールを使ってみよう
日時…３月１２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
⑤デジタル写真の加工
日時…３月１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ワード入門(2日完結)
日時…３月２３日
（土）
・２４日
（日）
各日１０
：
００〜１５
：
００

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…３月１７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。

3月のパソコン講座：中級

3月の映像制作講座：初級編

●すぐにできる、エクセルのサークル名簿
エクセルに便利な機能を多用して、名簿をあっという間に作成してみましょう。合
わせてVLOOKUP関数を使用して、連絡網もつくります。講座で使用したデー
タはCD-Rに記録してお持ち帰りいただけます。
※第一日目の講座は、基礎のおさらいです。
日時…３月５日
（火）
、
１２日
（火）
、
１９日
（火）
、
２６日
（火）全４回 各日１９
：
００〜２１
：
００
申し込み…来館、Eメール 申込方法 ①②
申込締切日…２月２３日
（土） 費用…４,３００円
対象…エクセルのスキルアップを目指しているかた
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

ビデオカメラなどで撮影をこれからはじめ、基本を学びたい初心者向けの講座です。

●上手に写せる映像撮影入門講座
上手で効果的なカメラワークや動画撮影の基本を、
実際に屋外で撮影しながら学び
ます。撮影した映像は上映・講評し、
より良い撮影方法をアドバイスします。
※雨天時は屋内実習となります。
日時…３月１６日
（土）
１０
：
００〜１５
：
００ 申し込み…来館、Eメール、往復はがき
申込方法 ①②③
申込締切日…２月２０日
（水）必着 費用…１,０００円
対象…動画撮影のできるカメラをお持ちのかた
持ち物…カメラ、記憶媒体、
お持ちのかたは三脚
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

パソコン&インターネットまつり（無料）日時…3月3日
（日）10：00〜15：00

▼自由参加コーナー（無料・申込不要 ）
▼要事前申し込み講座【各講座共通】
場所…メディアセブン内各スタジオ
申し込み…往復はがきのみ 申込方法 ③ 申込締切日…２月２１日
（木） 定員…各１０人（応募者多数の場合は抽選） ①「文字入力をやってみよう！」
場所…プレゼンテーションスタジオ 対象…パソコンの基本操作ができるかた
②「ホームページを見てみよう！」
タイトル
内
容
時 間
講 師
③「Eメールを送ってみよう！」
④「かんたん動画編集のすすめ」
Windows Liveムービーメーカーを
10：00〜12：00 川口映像ボランティアの会
1 動画編集をはじめませんか 使って映像編集を学びます。
⑤「動画サイトの楽しみ方」
Word2010を使って絵ハガキをつ
⑥「初心者向けパソコン相談会」
13：00〜15：00 川口情報ボランティアの会
2 楽しい絵ハガキをつくろう！ くります。
⑦「視覚障害者に役立つパソコン体験」
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
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、
参加希望イベント名、
日時、
〒、住所、参加者氏名、
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。
ふりがな、年齢、電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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［

city.comからご案内②］川口さんぽ〜桜〜 リポーター募集！ Twitter「きゅぽらん」に投稿
安行寒桜に始まりソメイヨシノからヤエザクラへ。春の川口は淡いピンクの可憐な花びらがまちを包みます。

市役所 蘂048−258−1110（大代表）

リサイクルプラザ

休館日 リサイクルプラザ…月曜日・祝日
サンア ール朝日…月曜日
（祝日の場合は翌日が休館）

■施設点検に伴う臨時休館のお知らせ
サンアール朝日…2月11日（祝）〜25日（月）
リサイクルショップ、
リサイクル工房、展示ホール…2月17日（日）

婦人会館・青少年会館
小学生卓球広場
〜愛ちゃん2世をめざして サァー〜
日時…2月15日（金）
・3月1日（金）
・
15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
申し込み…2月6日（木）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。

図 書 館

申込受付…2月24日（日）9：00〜10：30 結果発表11：00
＊内覧期間…2月19日（火）〜23日（土）
★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。

■定例朝いち親子フリーマーケット開催（毎月第4日曜日）
日時…2月24日（日）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2月1日（金）〜21日（木）に申し込み（先着10店舗）

住所
上青木西1-2-28

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…2月28日（木）
・3月14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。

◆中央図書館
休館日…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
休館日… 4 日
（月）
・12日
（火）
・18日
（月）
・25日
（月）
28日
（木）

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

●春季図書特別整理期間（休館）のお知らせ
戸塚図書館
2月 5 日（火）〜 8 日（金）
前川図書館
2月19日（火）〜 22日（金）
横曽根図書館 2月26日（火）〜3月1日（金）
新郷図書館
3月12日（火）〜 15日（金）
＊中央図書館、鳩ヶ谷図書館はありません。

2月移動図書館あおぞら号 巡回のお知らせ

期日

10：00〜11：00 13：40〜14：30 15：10〜16：00
領家公民館
10：00〜11：00

東内野団地

江川運動広場

14：00〜16：00

7・21日（木）

道合神戸住宅

根岸小学校

1・15日（金）

芝西公民館

武道センター

13・27日（水） 芝スポーツセンター
14・28日（木）
8・22日（金）

芝樋ノ爪小学校

朝日東公民館

元郷分館

サンテピア

安行原グリーンタウン

※雨天の日は中止します。

■休館日…月曜日（祝日の場合は翌日も休館）
・祝日

赤ちゃんサロン
日時…3月1日（金）
・15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
申し込み…2月7日（木）9：00から電
話受付（先着順）

赤ちゃんサロン特別講演会
〜赤ちゃんの心を育てる〜
日時…3月9日（土）13：30〜15：30
場所…婦人会館3階会議室
講師…心理相談員 池原 紀子 氏
対象…市内在住の妊婦または子育て
中の親
費用…500円
申し込み・問い合わせ…電話・ＦＡＸ・
はがきで
〒334-0003 坂下町4-18-3
はとがや助産所内 川口助産師会まで
蘂048-284-6362
薨048-446-6063

3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…２月２０日
（水）
９
：
００から電話受付（先着順）。当日は、費用
５００円、写真１枚（４×３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

西スポーツセンター
3/ 8（金）
・3/11（月）10：00〜（1回のみ）
蘂048-251-6377
3/23（土）
・3/25（月）19：00〜（1回のみ）
（各15人）

鳩ヶ谷図書館は、空調機修繕のため、2月26日（火）〜3月10日（日）は
1・2階を部分休館します。3階は通常どおり開館します。

6・20日（水）

蘂048-253-1444 薨048-256-6433

東スポーツセンター
3/2（土）
・3/5（火）
・3/16（土）
・3/19（火）
蘂048-222-4990
10：00〜（1回目）
・19：00〜（2回目）
（各10人）

●鳩ヶ谷図書館 部分休館のお知らせ

期日

http://www.city.kawaguchi.lg.jp/recycleplaza

■リサイクル家具類販売コーナー（競争入札）
（毎月第4日曜日）

■おもちゃの病院（毎月第2日曜日）
日時…2月10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。

蘂048-228-5306 薨048-223-6480

安行スポーツセンター
・19：00〜（2回目）
蘂048-296-1200 3/ 9（土）10：00〜（1回目）
・14：00〜（2回目）
蘂048-296-3000 3/10（日）10：00〜（1回目）
（各15人）
3/3
（日）
・3/10
（日）
・3/17
（日）
・3/24
（日）
・3/31
（日）
体育武道センター
・14：00〜（2回目）
蘂048-251-9227 10：00〜（1回目）
3/13（水）
・3/27（水）10：00〜（1回のみ）
（各10人）
（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。
（3/27（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。

キッズサッカークラブ員募集
年齢…３〜６歳 練習日…火、水、土曜日 時間…１５
：
００〜１７
：
３０
場所…芝第２グラウンド
（芝支所脇） 費用…月１,０００円
問い合わせ…川口市キッズサッカー連盟（手塚）蘂０９０-２７３４-８０９７
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