市役所 蘂048-258-1110（大代表）
■車での来所は
児童センター
ご遠慮ください
■休所日：毎週火曜日 年始の休所日：1日（祝）〜4日（火）

芝児童センター
はぐはぐランド・とことこランド
日時…1月19日（水）
はぐはぐ10:00〜10:50
とことこ11:00〜11:50
内容…「ママの健康チェック」保健師が
骨密度を測ります
対象…はぐはぐ＝0歳乳児と保護者
とことこ＝1〜3歳のお誕生日までの乳
幼児と保護者
定員…各30組（先着順）
申し込み…1月12日（水）9:30から（電
話可）
※測定時は靴下・ストッキングなどを脱
ぎ裸足になります。

はじめてクッキング「手打ちうどん」
日時…1月15日（土）
10:00〜12:00
内容…管理栄養士と一緒にお料理しま
しょう
対象…小学生・中学生
定員…10人
申し込み…1月8日（土）9:30から（電
話可）
費用…100円
持ち物…三角巾またはバンダナ、
エプロン、
おてふき

おもちゃの病院
日時…1月23日（日）13:30〜16:00（受
け付けは15:30まで）
内容…おもちゃドクターによるおもちゃ
の診断と修理
定員…30人
申し込み…1月9日（日）9:30から（電
話可）
費用…部品代がかかる場合があります。
その他…ゲーム機はソフトも必要になり
ます。

ママのおしゃべりタイム
日時…1月26日（水）
10:30〜11:30
内容…お茶を飲みながら、気軽にママ友
づくりをしましょう。
対象…0歳児と保護者
定員…15組
費用…100円
申し込み…1月17日（月）9:30から（電
話可）

パパのワンパクひろば
日時…1月29日（土）9:30〜12:00
内容…運動遊具で遊べます。時間内は
自由に入退室できます。
対象…未就学児と父親（母親も可）
定員…15組

芝 ：蘂048-268-4308・薨048-268-4309
戸塚：蘂・薨048-294-7550 南平：蘂・薨048-223-7441

芝っこ節分まつり
日時…1月30日（日）13:30〜15:00
対象…幼児（保護者同伴）、小学生以上
申し込み…1月16日（日）9:30から（電
話可）
※鬼になってくれるパパを募集していま
す。ぜひ、お子さんと一緒にご参加くだ
さい。

戸塚児童センター
あすぱる
お正月遊び
日時…1月7日（金）13:30〜
内容…コマ・ベーゴマ・けん玉・ふくわら
いなどお正月の遊びを楽しみましょう。
対象…小学生以上（幼児3歳以上は保護
者同伴）
申し込み…前日まで（電話可）

エコ教室の日
日時…1月7日（金）
15:00〜16:00
内容…しめ飾りのリサイクル工作
対象…小学生以上（幼児は保護者同伴）
定員…15人

ふれあい子ども囲碁ひろば
日時…1月8日（土）
・29日（土）
10:00〜12:00
対象…小学生以上（幼児3歳以上は保護
者同伴）
申し込み…電話可

おもちゃ図書館
日時…1月13日（木）
13:00〜17:00
対象…乳幼児と保護者、小学生から高校
生まで
※障害のあるお子さんも安心して遊べ
ます。ご参加お待ちしています。

親子で遊ぼう
日時…1月31日（月）
ぴよぴよDay=10:00〜10:45
にこにこDay=11:00〜11:45
対象…ぴよぴよDay=平成21年4月2
日〜22年9月1日生まれ
にこにこDay=平成20年4月2日
〜21年4月1日生まれ
内容…保健師さんによるおはなし
申し込み…1月17日（月）10:00から（電
話可）
※人数によっては申し込みをお断りする
場合があります。

パネルシアター

日時…1月28日（金）
11:15〜11:45
対象…乳幼児と保護者
※人数によっては入場を制限する場合
があります。

おもちゃの病院
（壊れたおもちゃの修理）
日時…1月20日（木）
10:00〜11:30
（1人2点まで）
費用…部品代がかかる場合があります。

南平児童センター
お正月あそび
日時…1月8日（土）
14:00〜15:00
内容…お正月あそびを楽しみましょう。
対象…小学生
定員…20人（先着順）
申し込み…来館時に申し込みください。

親子でランチ
日時…1月12日（水）
10:30〜12:00
内容…お友だちや親子でおしゃべりをし
ながら、プレイルームでお弁当を食べま
しょう。
対象…乳幼児と保護者
持ち物…お弁当、飲み物、
レジャーシート
申し込み…来館時に申し込みください。

おはなし会

にこにこ赤ちゃん広場

日時…1月3日（月）〜10日（祝）
9：00〜17：00
内容…福 引き抽 選 会（ 3・4日 の み ）
・
バスケットアレンジ販 売・松 竹 梅 縁 起
物植物販売・植木の販売・無料甘酒配
布（3・4日のみ）

日時…1月21日（金）〜
23日（日）
9：00〜17：00
内容…錦糸南天・山野草
などの展示販売

リサイクルバザー
日時…1月30日（日）10:00〜12:00
内容…リサイクル品（衣類・日曜雑貨・お
もちゃなど）の販売、模擬店（パン・ジュ
ース・ゲームなど）※土足禁止になりま
すので、靴を入れる袋をご持参ください。

とことこドライブday
日 時 … 毎 週 月 曜 日・水 曜 日 9 : 3 0 〜
11:30（事業がある日は除く）
内容…プレイルームでコンビカーに乗っ
て遊べます。
対象…幼児と保護者

母子福祉センター
蘂048-223-7655
書初め教室

「あがた森魚と川口をうたう」

日時…1月16日（日）
日時…1月17日（月）
13:30〜15:30
10:00〜11:30
対象…どなたでも参加できます。
（定員
ベビー（0歳）10:15〜10:45
50人先着順）
キッズ（1歳）11:00〜11:30
内容…腹話術（喜多尾講子）、
お話（畦上
内容…お友だちをつくりたいという親子
百合子）、
ベーゴマの遊び方（辻井俊一郎）、
が集まり、
情報交換をして交流を図ります。 トーク&ライブ（あがた森魚）
保健師がいますので、赤ちゃんの相談・
※入場無料。10:00〜12:00は「こど
計測もできます。
（計測はベビー対象と
もの昔あそび」
（自由参加）
なり、10:00〜10:15の間です。）
申し込み…電話予約制。お問い合わせは、
ワンポイント講座…「生活習慣病のお話
身近に音楽を楽しむ会（蘂048-222（保健師）」10:45〜11:00
0243）まで
対象…2歳未満の乳幼児と保護者（ベビ
ー、キッズの参加時間が異なりますので
パッチワーク教室
ご確認ください。）
その他…当日、保健師による骨密度チェ
日時…1月23日（日）
ックを行いますが、申し込みが必要とな
13:30〜15:30
りますので、詳しくは、南平保健ステーシ
対象…母子家庭と父子家庭のお子さん
ョン（蘂048-225-2724）にお問い合
と保護者。材料は用意します。
わせください。
定員…15人

年始の休所日:1日（祝）
・2日（日） 臨時休所日:2月7日（月）
・8日（火）

錦糸南天展示即売会

日時…1月24日（月）
10:00〜11:00
内容…親子でえのぐを使ったあそびを
しましょう。
「ステンシルでマイバッグ
づくり」
対象…満2〜4歳の幼児と保護者
定員…20組（先着順）
持ち物…タオル、飲み物
申し込み…1月16日（日）10:00から（電
話可）
※えのぐを使うので、親子ともに汚れて
もよい服装でご参加ください。

日時…1月9日（日） 10:00〜14:00
日時…1月15日（土）
対象…母子家庭と父子家庭のお子さん
15:00〜15:30
と保護者 定員…15人
内容…『とむとむ』による楽しいおはなし、 持ち物…お手本、太筆
パネルシアター、
おりがみ工作を行います。
ベーゴマ物語
対象…幼児以上（幼児は保護者同伴）

道の駅
川口緑化センター（樹里安）
「川口・あんぎょう」

新春緑花祭

えのぐあそび

第8回緑の学会・
ふれあい講演会
日時…2月6日（日）13：45〜15：30
講師…假屋崎 省吾 氏（華道家）
内容…演題「假屋崎省吾 花の心を活
ける」
定員…200人（先着順）
費用…無料

蘂048-296-4021
申込方法…往復はがきの往信欄に講演
会名・〒・住所・氏名・電話番号、
返信欄に〒・住所・氏名を記入し、
〒3340058 安行領家844-2 川口緑化セ
ンター管理事務所まで
※申し込みは往復はがき１枚につき１人
とさせていただきます。
※同一者の複数申し込みはご遠慮くだ
さい。
申込締切…1月25日（火）必着

一般ごみ・資源物などは、きちんと分別して、決められた日に出してください。
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蘂048-228-5306
薨048-223-6480

リサイクルプラザ

ホームページアドレス http://www.city.kawaguchi.lg.jp/recycleplaza

■おもちゃの病院（毎月第2日曜日）

■定例朝いちフリーマーケット申込手続きが変わります。

日時…1月9日（日）13:30〜16:00（受付終了時間15:30）
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）
＊おもちゃの診療は1人1点です。

■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）
申し込み受付…1月23日（日）9:00〜10:30 結果発表11:00
※内覧期間…1月16日（日）〜22日（土）
［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を10:30の開始と
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…1月23日（日）9:00〜12:00
場所…リサイクルプラザ3階通路
＊出店者は20日（木）までに申し込み（先着10店舗）

科 学 館

（サイエンスワールド）

ホームページアドレス http://www.kawaguchi.science.museum
休

館

日

科学展示室

12月29日踉

電話・窓口での申し込みは変わりません。
第3日曜日の抽選・説明会に変わり、今月から、出店要領・出店申請書をホームペ
ージからダウンロード、もしくは、
リサイクルプラザ窓口で前日までに配布すること
となりました。

■新春特別企画「リサイクルショップ大抽選会」
子ども用品や着物、食器など100点以上を出品します。
日時…1月23日（日）抽選会受付13:10〜14:10
結果発表…15:00
場所…4階研修室
対象…川口市・鳩ヶ谷市在住のかた
抽選対象の品物の写真を1月5日（水）から、3階通路に掲示します。
※申し込みは1人1点です。

1月のイベント

開館時間…9:30〜17:00
（入館は16:30まで）

プラネタリウム

場所／SKIPシティ内

蘂048-262-8431

場所…3階プラネタリウム
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。

動きの秘密とストーリーが織りなすユーモアあふれる
世界を体験
投影開始時刻
〜 月 日跼
開催期間…2月13日（日）まで
1月
10:30
12:00
13:30
15:00
展示内容…イギリス人作家ポールスプ―ナーはじめ、 4日（火）〜7日（金）
──
キッズアワー オーロラのひみつ オーロラのひみつ
世界の動くおもちゃ作家6人の作品37
日曜・祝日
日踈
キッズアワー オーロラのひみつ オーロラのひみつ 遙かなる銀河へ
特別展
点と、動きの不思議を体験できる機構模
土曜日
──
オーロラのひみつ オーロラのひみつ 遙かなる銀河へ
「世界の
型14点を展示。
木曜日
──
──
──
オーロラのひみつ
動くおもちゃ」
日跼
○作家や関係者による講演会の開催
番組内容…
「オーロラってなに
？」
「どう
してできるの？」
作品にまつわるエピソードや複雑な機構の謎に
一般投影
神秘的なオーロラのサイエ
「オーロラのひみつ」「オーロラは何色？」など、
日跼
迫ります。
ンスに迫ります。
（星空生解説25分＋番組25分）
1月9日、16日、23日、30日、2月6日、13日（日曜日）
番組内容…プロジェクトに挑む天文学者と少年シェル
一般投影
各日14：00〜15：00
日踈
「遙かなる銀河へ パの出会いを通じ、
人が星を見上げながら大きな何か
〜TAO計画が迫る に触れてきたことを最新天文学の映像とともに語りか
日曜・祝日…13:15、15:00
最新宇宙〜」
日跼
けます。
（星空生解説25分＋番組25分）
所要時間…約30分
テーマ 9日（日）
「サイエンス・クッキング」
季節の星や毎月のテーマにそって解説する子ども(小
サイエンスショー
10日（祝）
「いろ色科学マジック」
学校低学年)向けの投影です。
キッズアワー
16日（日）、23日（日）
「ろうそくのひみつ」
テーマ…「星の工場 オリオン大星雲」
科学展示施設入場料
30日（日）
「音であそぼう」
【大人限定】 特別投影 開催日時…22日（土）10:30〜11:20
大
人／200円
大人のプラネタリウム 内容…2011年にはどんな天文現象を楽しめるのか、
川口市立川口総合高校生徒による実験ショーです。
小中学生／100円
高校生による
「2011年の
今年の話題をご紹介します。
開催日時…29日（土）11:30、14:00
実験ショー
天文トピックス」 料金…大人
年間入場券
（高校生以上）400円
「シャボン玉の科学」 所要時間…約30分

1 3

11

17
24

25
31

大
人／800円
小中学生／400円

プラネタリウム観覧料
大
人／400円
小中学生
200円
未就学児

わくわくワーク

年間観覧券
大
人／1,600円
小中学生
800円
未就学児
※未就学児で座席を使用しない
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。

どきどき
サイエンス

平成22年度冬の科学講座

「ライントレース
ロボット製作」
〜ロボットを作って
高校生と勝負しよう！
「ライントレース
ロボット大会」も開催〜

19 広報かわぐち 2011.1

土曜日、4日（火）、6日（木）…13:00、15:00
所要時間…約30分 定員…各回50人
参加費…無料
作るもの
4日（火）、6日（木）、8日（土）
「たこ」
15日（土）
「宙返り紙ひこうき」
22日（土）
「電気くらげ」
29日（土）
「ロコップ」
※未就学児は保護者同伴でご参加ください。

天文台

日曜・祝日…11:45、14:00
5日（水）、7日（金）…11：00、14：00
所要時間…約35分 定員…各回30人
テーマ…「木のおもちゃ」 参加費…300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。

白線にそってロボットが進む！ そのしくみを探りながらロボットを作
っていきます。ライントレースロボット大会も開催。自分が作ったロ
ボットで勝負！
講師…埼玉県立川口工業高校教諭
宿谷義則 氏 小坂洋平 氏 高井 潤 氏
開催日時…【講座1】6日（木）13：00〜17：00
【講座2】7日（金）13：00〜17：00
※講座1、2は同内容です。どちらかを選んでください。
【ライントレースロボット大会】9日（日）10：00〜17：00
会場…講座：
ＳＫＩ
Ｐシティ総合棟1階・多目的室(科学館展示室向かい）
大会：科学展示室内

天文台
ガイドツアー

場所…総合棟屋上天文台
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）、29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・強風の時は中止になります。
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
月
各日
１７:３０〜１８:００１８:００〜１９:００
５０人
２２日・２９日
木星

夜間観測会

参加費…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。
※17:00に開催決定を行い、くもり・雨・強風の時は中止になります。

対象…小4〜小6の親子または中学生以上
定員…講座1:15人（組）
講座2:15人（組）
参加費…1人（組）3,000円
受け付け…定員に満たない場合、講座当日の正午まで受付します。
注意…対象学年未満のかたは受講できません。
受講者以外の講座見学はできません。
申込後のキャンセル、払い戻しはできません。
★9日の【ライントレースロボット大会】は科学展示室に入場した
かたは自由に観覧できます。
（展示入場料が必要です）

今年も「お買い物にはマイバッグ」のご利用をお願いします。

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）
年始の休館日 : 1日（祝）〜3日（月）

蘂048-253-0222

企画展
●アートな年賀状展 2011
みなさんから送っていただいた全ての年賀状を展示します。年賀 【関連イベント】
『お正月あそびを楽しもう!』
状ワークショップでつくった作品や記録、正月や干支に関する特別展
毎週土曜 14:00〜（1時間程度） 無料
示もあります。
当日先着受付30人（受付は13:30から）
〈展示期間〉1月7日
（金）〜23日
（日）
対象 : 子どもから大人まで

●コラボレーション展「アートが生まれる場所」
障 害 のあるアーティストの日本を代 表 する作 品を一 同に展 示し 【シンポジウム】
「アートが生まれる場所」
ます 。
1月23日（日）14:00〜15:00 無料
〈展示期間〉1月8日
（土）〜23日
（日）最終日は16:00まで
参加施設スタッフ×中津川浩章（アートディレクター）

●第4回川口市立小・中・高校合同中央作品展
「身体障害者福祉のための児童生徒美術展」および「郷土を描く児 市内小・中・高校の授業の実践発表作品を展示します。
童生徒美術展」での特選作品や市内絵画コンクールなどの優秀作品と 〈展示期間〉1月26日
（水）
〜30日
（日）

募

集

●川口新鋭作家展 出展作家募集中
市内で活動する若手作家を発掘する展覧会「川口の新鋭作
家展」は、平成23年度から公募により出展作家を選定します。新
進作家のみなさんのご応募をお待ちしています。
〈応募の流れ〉一次（書類）審査…1月28日
（金）締め切り
二次（実物）審査…2月24日
（木）
〜3月11日
（金）
※二次審査は、
「川口の新鋭作家展」会期中に
スタジオで作品を公開し、審査員と来館者によ
る投票で選定します。

〈賞について〉上位2人に「川口の新鋭作家展2012」の出
展権と制作補助費が贈られます。
〈審査員〉建畠 晢 氏（国立国際美術館館長）
戸谷成雄 氏（彫刻家・武蔵野美術大学教授）
前山裕司 氏（埼玉県立近代美術館主席学芸主幹）
※応募の詳細は、
アトリアホームページまたは専用チラシをご
覧ください。

貸館展示
●書道「川口市子ども会書道展 書き初めコンクール」
2月1日
（火）〜6日
（日）10:00〜18:00（最終日は16:00まで）

図 書 館

休館日（館内整理日を含む） ◆中央図書館…21日（第3金曜日） 年始の休館日…1日（祝）〜4日（火）
◆前川・新郷・横曽根・戸塚図書館、芝園分室…10日（祝）
・17日（月）
・24日（月）
・28日（金）
・31日（月） 年始の休館日…1日（祝）〜4日（火）

中 央 蘂048-227-7611
前 川 蘂048-268-1616

新 郷 蘂048-283-1265
横曽根 蘂048-256-1005

して、おはなし会でおはなしを語る
意思のあるかた。
※中央図書館には、おはなしボラン
ティアグループがありません。中央
昔話やグリムのおはなしを覚えて、 図書館での活動希望の場合は個人
子どもたちに語ってみませんか。お
登録制（研修期間を含め最長4年）
はなしを語る上での心構えや、
おは
となります。在籍中または在籍後に
なしの選び方・語り方などを学び、 市内各図書館のおはなしボランテ
図書館のおはなし会でおはなしを
ィアグループへ加入する意思のあ
語ってくださるかたを養成する講
るかたが対象となります。
座です。
募集人数…15人
日時…2月2日・16日・23日・3月
申し込み・問い合わせ…1月12日
16日・23日（全5回）全回水曜日
（水）10:00〜。中央図書館へ電話
10:00〜12:00
で申し込み。
場所…前川図書館
蘂048-227-7611 担当:田口・
講師…秋葉恵子氏（児童文学研究家）
大久保
対象…5回全て出席できるかた。
●臨時休館のお知らせ
おはなしを語った経験のないかた
1月10日（祝）は、電気設備点検の
で講座終了後、市内各図書館のお
ため前川・新郷・横曽根・戸塚図書館・
はなしボランティアグループに加入
芝園分室は臨時休館します。

おはなし会ボランティア
養成講座

お買い物は 私の街で

戸
塚 蘂048-297-3098
芝園分室 蘂048-269-2241

1月移動図書館あおぞら号 巡回のお知らせ
期日・曜日

※雨天の日は中止になります。

10：00〜11：00 13：40〜14：30 15：10〜16：00

5・19日（水）

領家公民館

期日・曜日

10：00〜11：00

14：00〜16：00

6・20日（木）

道合神戸住宅

根岸小学校

7・21日（金）

芝西公民館

武道センター

11・25日（火）

なし

柳崎小学校

12・26日（水）

芝公民館駐車場

芝樋ノ爪小学校

13・27日（木）

朝日東公民館

元郷分館

14・28日（金）

サンテピア

安行原グリーンタウン

東内野団地

江川運動広場

※柳崎小学校へは芝北文庫休館中の臨時巡回です。

川口で
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市役所 蘂048−258−1110（大代表）

メディアセブン

8

http://www.mediaseven.jp

場所…メディアセブン・プレゼンテーションスタジオ 定員…80人
（ママシネマは50人） 開場…各日上映時間の30分
前 ※入場無料。申し込み不要。上映当日にメディアセブン・プレゼンテーションスタジオまでお越しください。※音の
聞こえづらいかたをサポートする磁気ループシステムを導入しています。Tモードつき補聴器をお持ちでないかたには、
専用受信機を無料で貸し出します。

月の
2
・
1
無
映画会（ 料）
日 土
14:00〜

蘂048-227-7622

■休館日 : 1月1日〜4日（年始休館）、21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

１月の特集『シネアストの肖像 ルイス・ブニュエル』
12日 水 「忘れられた人々」 23日 日 「幻影は市電に乗って 31日 月 「アルチバルド・デラクルスの

「アンダルシアの犬」
「ブニュエルの秘かな愉しみ」

19:00〜

（二本立て上映）

旅をする」

14:00〜

19:00〜

犯罪的人生」

mama cinema ママシネマ 〜赤ちゃんと一緒に映画を楽しもう〜

２月の特集
6日 日 「赤と黒」
『文学と映画』 14:00〜

ベビーカーを隣に寄せて鑑賞できる上映会を開催して
19日 水 「リバー・ランズ・スルー・イット」
います。赤ちゃんがおしゃべりしても、
泣き出しても大丈夫。 1月14:00〜
お母さんもお父さんも、
お気軽にお越しください。

（無料・事前申し込みが必要）
1月のトークイベント「ブラウジングトークセッション」

申し込み…①来館 ②Eメール event@mediaseven.jp 参加希望イベント名、
日時、
〒、
住所、
氏名（ふりがな）
、
電話番号を明記し送信。 ③
往復はがき 〒332-0015 川口1-1-1 キュポ・ラ7階 メディアセブン行 往信欄に参加希望イベント名、
日時、
〒、
住所、
参加者氏名
（ふりがな）
、
電話番号を記入、
返信欄の表に申し込み者の〒、
住所、
氏名を記入し、
締切日必着で郵送。 ※各回で申し込み締切が異なりますのでご注意
ください。※応募者多数の場合は抽選となります。抽選結果は、
当落にかかわらずEメールまたははがきで連絡します。
開

催 日

1月13日
（木）
1月27日
（木）

費

用

申し込み締切

19:00〜21:00

千野 信浩 氏
（ダイヤモンド社編集者）

経済記者であるゲストの取材活動の知恵を交え、
インターネットで検索できない調
べもののコツを紹介します。

無

料

1月 8 日
（土）

19:00〜21:00

相馬 千秋 氏
（アートディレクター）

街の中で行う演劇など、
新しい舞台芸術の形を提示し続けるアートディレクターに、
今後の活動などを伺います。

無

料

1月22日
（土）

時

2

月の
ン講座
コ
ソ
パ
日

はじめての
文字入力講座
一歩進んだ
文字入力講座

ゲ

間

ス

ト

（金）10:30〜12:30
時 2月4日

日

定

員 15人（応募者多数の場合は抽選）

費

用 500円

日

（火）13:30〜15:30
時 2月8日

（月）
締め切り 1月24日
定

員 15人（応募者多数の場合は抽選）

費

用 500円

日

（火）10:30〜12:30
時 2月8日

日

対 パソコン未経験もしくは
象
者 初心者のかた

パソコン初心者のかた
（未
対 経験のかたは「はじめて
象
の文
字
入力講
座」
を受
者
講してください）

電子メール
講座

エクセル
入門講座
（2日完結）

ホームページ 締め切り 1月24日（月）
閲覧講座 定 員 15人（応募者多数の場合は抽選）
デジタル写真
加工講座

容

申し込み
（各講座共通）
往復はがき 〒332-0015 川口1−1−1 キュポ・ラ7階メディアセブンまで
往復はがきの往信欄に希望講座名と開講日時・〒・住所・氏名
（ふりがな）
・電話番号を記入し、
返信欄の表に申込者
の〒・住所・氏名を記入の上、
締切日必着で郵送。 ※応募者多数の場合は抽選。抽選結果は、
当落にかかわらず返
信はがきで連絡します。※1枚のはがきで1人、
1講座のみ応募できます。※講座ではWindows XPを使用します。

締め切り 1月24日
（月）

費

内

対 文字入力とマウス操作が
象
者 できるかた

用 500円

時 2月20日
（日）10:00〜13:00

定

員 15人（応募者多数の場合は抽選）

費

用 500円

パソコンの基本操作とマ
対 ウス操作ができる、画像
象
者 加工未経験もしくは初心
者のかた

教室名

青少年会館
蘂
・薨048-256-6433
■休館日
月曜日（祝日の場合は翌日も休館）
・祝日
■年始の休館日
1日（祝）〜4日（火）
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員 15人（応募者多数の場合は抽選）

費

用 500円

日

時

2月26日（土）
・27日（日）
各日10:00〜15:00（昼休憩1時間あり）

締め切り 1月24日
（月）
定

員 15人（応募者多数の場合は抽選）

費

用 2,000円

日

時 2月20日
（日）13:30〜15:00

対 パソコンの基本操作とマ
象
者 ウス操作ができるかた

パソコンの基本操作とマ
対 ウス操作ができ、Excel
象
者 2003未経験もしくは初心
者のかた

受付 13:00〜14:30

パソコン
相談会

日時・場所

締め切り お越しください。当日の状況により、お待ちいただくこともありますのでご了承ください。

費

用 無料
パソコン初心者のかた ※これは講座ではありません。相談対応は1人15分、対

対 象 者 象OSはWindowsのみ。修理や設定は行いません。

対象・内容・費用・申し込み

赤ちゃんサロン

2月4日
（金）
・18日
（金）
13:30〜15:30
青少年会館１階クラブ２号室

対象…市内在住の１歳未満児と母親20組（40人）
内容…ベビーマッサージ・健康相談など 費用…500円（オイル代）
持ち物…母子健康手帳、
バスタオル、
オムツ
申し込み…1月13日
（木）9:00から電話受付（先着順）

パン作り教室

1月29日
（土）
・2月5日
（土）
9:00〜13:00
婦人会館 料理実習室

対象…市内在住のかた 16人
内容…①クリームパン ②ベーグル
費用…2回で3,000円（材料費・保険代含む）
持ち物…エプロン、三角巾、
フキン2枚、持ち帰り用袋
申し込み…1月12日
（水）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〜

1月21日
（金）
・
2月4日
（金）
・18日
（金）
15:00〜17:00
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
申し込み…1月7日
（金）9:00から電話受付（先着順）
※運動しやすい服装、上履き、
タオル、飲み物持参
※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。

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〜

1月27日
（木）
・2月24日
（木）
10:30〜12:00
青少年会館１階クラブ２号室

対象…市内在住の乳幼児とその保護者
※直接会場にお越しください。
費用…200円

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
■年始の休館日
1日（祝）〜4日（火）

定

申込不要。当日、受付時間内にメディアセブン・コミュニケーションスタジオA・Bに

締め切り 1月24日
（月）

婦人会館

（金）14:00〜16:30
時 2月4日

締め切り 1月24日
（月）

飲酒運転は犯罪です! 絶対にやめましょう。

