■車での来所はご遠慮ください

児童センター
■休所日：毎週火曜日、5/4（祝）、5/6（振）※5/5（祝）は開所します

芝 ：蘂268-4308
戸塚：蘂蕭294-7550

対象…小学生以上 定員…20人
申し込み…電話可 持ち物…うわばき、
ラケット（持っているかた）
※新しい卓球台が入りました。

芝児童センター
こどもの日企画「ユニホック大会」
日時…5月5日（祝）14:00〜15:00
内容…ホッケー型ゲームで遊びます
対象…小学生以上 定員…20人
申し込み…電話可 持ち物…うわばき
※動きやすい服装で参加ください。

おりがみ教室
日時…5月23日（土）14:00〜15:00
内容…おすもうさんを折って、紙ずもう
をしましょう 対象…幼児以上（幼児は
保護者同伴） 定員…20人（先着順）
申し込み…電話可

らくらくダンス
日時…5月9日（土）13:30〜15:00
内容…ストレッチ体操とリズムダンス
対象…小学生以上（大人も参加可）
定員…20人 申し込み…電話可
※お子さん同伴の参加もお待ちしています。

スクリーン絵本のおはなし会
日時…5月16日（土）13:30〜14:30
内容…「おじいさんの小さなにわ」
「な
なつのほし」など 対象…幼児以上（幼
児は保護者同伴）
定員…30人 申し込み…電話可

はぐはぐランド・とことこランド
日 時 … 5 月 2 0 日（ 水 ） はぐはぐ…
10:00〜10:50 とことこ…11:00
〜11:50 内容…ふうせんあそびをし
ましょう 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…5月13日（水）
9:30から（電話可）

戸塚児童センター
あすぱる

対象…3歳以上〜就学前の子と親
定員…15組 費用…100円
申し込み…電話可

日時…5月10日（日）10:00〜12:00
対象…小学生以上 定員…20人
費用…100円 申し込み…電話可

のびのびアートの日
〜絵の具を使った遊び〜
日時…5月14日（木）11:15〜12:00
対象…2歳以上と親
申し込み…電話可（前日まで）

リズム遊びの日

期日…5月5日（祝）
内容…◇エプロンシアターと折り紙
11:00〜11:45◇ドッヂボール大会（小
学生以上）14:00〜15:00◇工作（ブ
ーメラン作り）15:00〜17:00

日時…5月18日（月）11:15〜12:00
対象…3歳以上と親
申し込み…電話可（前日まで）

育児のあれこれ
おしゃべりほっとタイム〜子育て講座〜
日時…5月8日（金）10:30〜11:30
内容…子育てアドバイザーとおしゃべり
しませんか? 対象…乳児と親

お話し会
日時…5月8日（金）
0〜2歳児と親＝15:00〜15:30
3歳以上と親＝15:30〜16:00
小学生＝16:00〜16:30

親子でクッキング（きなこ白玉団子）

日時…5月23日（土）10:30〜11:30

日時…5月9日（土）10:00〜12:00

川口緑化センター（樹里安）
道の駅「川口・あんぎょう」

日時…5月2日（土）〜6日（振）9:00〜
17:00 内容…伝統園芸展（盆栽やミ
ニ盆栽、鉢など市の伝統園芸品の販売）
音楽演奏会、無料お茶席コーナー、
フル
ーツ卵販売、
マジックショーほか

川口物産観光フェア

さつき展示即売会
日 時 … 5 月2 3 日（ 土 ）〜 3 1 日（ 日 ）
9:00〜17:00 内容…さつき盆栽の
展示即売会、手入れ講習会（無料）31日
（日）13:00〜

春の園芸フェスタ

パネルシアター
日時…5月22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。

夏の草花の寄せ植え講習会
日時…5月16日（土）14:00〜
内容…夏の草花を利用した寄せ植えの
作成方法およびその後の管理方法
定員…30人 費用…2,500円
申し込み…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

日時…5月16日（土）15:00〜15:30
内容…『とむとむ』によるおはなし、パネ
ルシアター、
おりがみ工作を行います。
対象…幼児以上（幼児は保護者同伴）

にこにこ赤ちゃん広場
日時…5月18日（月）10:00〜11:30
内容…お友だちをつくりたいという親子
が集まり、
情報交換をして交流を図ります。
保健師がいますので、赤ちゃんの相談、
計測もできます。
ワンポイント講座…「読んであげたいお
すすめ絵本」
対象…2歳未満の乳幼児と保護者

日時…5月20日（水）10:00〜11:00
内容…お友だちと楽しく遊ぼう 対象…
満2歳〜4歳の幼児と保護者 定員…
40組（先着順） 申し込み…5月13日
（水）
10:00から（電話可）
持ち物…うわばき（親
子とも）、タオル、飲
み物 ※親子ともに
動きやすい服装で参
加ください。

紅茶染め
日時…5月30日（土）14:00〜16:00
対象…幼児、小学生以上 定員…20人
費用…150円 申し込み…電話可

母子福祉センター
蘂223-7655

南平児童センター
母の日のプレゼント作り
日時…5月9日（土）13:30〜15:00

図書館

5月移動図書館あおぞら号
期日
期日

※雨天の日は中止になります。

10：00〜11：00 13：40〜14：30 15：10〜16：00
10：00〜11：00

東内野団地

絵手紙教室
日時…5月17日（日）13:30〜15:30
対象…母子家庭のお子さんと保護者
定員…15人

◆前川・新郷・横曽根・戸塚図書館・芝園分室
休館日…7日
（木）、11日
（月）、18日
（月）、25日
（月）、
29日
（金）
◆中央図書館 館内整理日…15日
（第3金曜日）

前 川 蘂268-1616
新 郷 蘂283-1265
横曽根 蘂256-1005

20日（水） 領家公民館

日 時 … 5 月 3 0 日（ 土 ）
・3 1 日（ 日 ）
10:00〜18:00 場所…キュポ・ラ広
場 内容…安行植木、花き、草花などの
販売、園芸資材の販売、屋上・壁面緑化
用ユニット式植栽基盤の展示販売、園芸
相談、新鮮野菜販売、特産農産物紹介、
観光PRおよび物産販売

おはなし会

なかよしキッズ

日時…5月21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。

巡回のお知らせ

日時…5月9日（土）
・10日（日）10:00
〜16:00 内容…市特産の物産品の展
示即売会

内容…お母さんにすてきなプレゼントを
作ろう 対象…小学生 費用…100円
定員…20人（先着順） 申し込み…5月
1日（金）10:00から（電話可）

おもちゃの病院

蘂296-4021
川口園芸商協同組合まで
申し込み締め切り…5月13日（水）

南平：蘂蕭223-7441

クッキング（白玉ポンチ）

こどもの日スペシャル

ふれあい卓球

花と緑の祭典

蕭268-4309

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）芝公民館駐車場

芝樋ノ爪小学校

14・28日（木） 朝日東公民館

元郷分館

8・22日（金） サンテピア

安行原グリーンタウン

第16回『語りのつどい』
親子で楽しむおはなしの世界
昔話を語ります。絵本を読みます。わら
べうたであそびます。

戸 塚
蘂297-3098
芝園分室 蘂269-2241
中 央
蘂227-7611
期日…5月31日（日） 場所…戸塚図書
館・戸 塚 公 民 館 参 加 費 … 大 人 の み
200円 主催…川口あそびと読書連絡
協議会 申し込み…5月7日（木）から電
話受付 武井蘂283-8543
佐仲蘂252-1938
時間

戸塚図書館会議室（2階）

戸塚公民館講座室1（2階）

10:30 ①6カ月〜1歳半
〜
親子20組
11:00
わらべうたと絵本

⑤2歳半〜4歳
親子20組
わらべうたと絵本

11:30 ②1歳半〜2歳半
〜
親子20組
12:00
わらべうたと絵本

⑥5歳から 30人
絵本・おはなしほか

13:00 ③小学生中心 60人 ⑦小学校高学年〜大人
〜
おはなし・わらべう
60人
14:45
た・人形劇
おはなしたっぷり
15:00 ④大人中心 60人
〜
人形劇ほか
15:30

お買い物にはマイバッグ持参をお願いします。
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蘂281-2319

グリーンセンター
も使う整った花形のハイブリットティーの
育て方 定員…30人 受講料…
2,000円 申し込み…5月7日（木）か
ら電話受付（先着順）

菊苗頒布のお知らせ
期間…5月17日（日）9:00〜12:00
場所…グリーンセンター第1駐車場
費用…ポット入り200円

園芸教室
（草花を育てよう 入門編）

花と緑のサツキ展

日時…5月23日（土）10:00〜12:00
場所…研修所2階 内容…全くの初心
者を対象とした草花の育て方
定員…30人 受講料…1,500円
申し込み…5月13日（水）から電話受付
（先着順）

期間…5月21日（木）〜31日（日）
場所…滝前パーゴラ
内容…約120点のサツキ盆栽の展示

サボテン展
期間…6月6日（土）
・7日（日）
場所…緑の展示館 内容…多彩なサボ
テンの展示
※サボテン持参のかた無料診断します。

園芸教室
（バラを育てよう）
日時…5月15日（金）13:30〜15:30
場所…研修所2階 内容…コンテストに

科

薬草探索会
日時…5月31日（日）10:00〜12:00
場所…正門前（コミュニティ広場前）
内容…園内の薬草を探索する。
定員…30人
費用…無料
申し込み…5月20日（水）から電話受付
（先着順）

学

■休園日 5月…毎週火曜日、5/7（木）※5/5（祝）は開園します
6月…毎週火曜日

子どもネイチャー教室

日

1 日踝
7 日跿
8 日踝
11日跼
18日跼
25日跼
26日踈

科学展示室

館

5月

プラネタリウム

所要時間…約30分

参加費…無料
サイエンスショー

テーマ

3日（祝）
・4日（祝）
「サイエンスマジック」
5日（祝）
・6日（振）
「しゃぼん玉で科学」
10日（日）
・17日（日）
「空気の力」
24日（日）
・31日（日）
「磁力」

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。

○星空解説&トピックスの紹介25分と春番組25分の投影です。
一般投影
「太陽コロナ
〜加熱の源を求めて〜」

所要時間…約30分

番組内容…皆既日食で見られるコロナをテーマに身近な
太陽の謎に迫ります。
土、
日曜・祝日（3日除く）…12:00、13:30、15:00

○季節の星や毎月のテーマにそって解説する子ども（小

定員…各回50人 参加費…無料
作るもの

2日（土）
「ストロー笛」

キッズアワー

9日（土）
「結晶絵画」

わくわくワーク

学校低学年）向けの投影です。
おはなしのテーマ「おとめ座ものがたり」
日曜・祝日（3日除く）…10:30

16日（土）
「葉脈しおり」
23日（土）
「紙コップクラッカー」
30日（土）
「浮沈子」
※小学2年生以下は保護者同伴で参加ください。

大
人／200円
小中学生／100円

天文台

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。

日曜・祝日…11:45、14:00

年間入場券
大
人／800円
小中学生／400円

どきどき
サイエンス

開催日時…土曜日（2日、9日、16日、23日、30日）の

所要時間…約35分

定員…各回30人 参加費…350円

プラネタリウム観覧料

テーマ「偏光板でステンドグラス」

天文台
ガイドツアー

対象…小・中学生向き

10:45〜11:15
定員…先着12人

※晴天時のみ

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

※小学2年生以下は保護者同伴で参加ください。

※10:45にくもり・雨・強風の時は中止になります。

参加方法…当日9:30から科学館展示室入口で先着順

大人／400円
小中学生
200円
未就学児

に受け付け。

★ゴールデンウィークのイベント 科学館開館6周年記念 5月3日（祝）

未就学児で座席を使用し
ない場合は無料

園内…マロニエ、
ツツジ、ハマナス、ハナ
ミズキ
温室…ハナキリン、カトレア、ヘリコニア、
熱帯スイレン、ハイビスカス

木曜日…15:00
土曜日…13:00、15:00

科学展示施設入場料

年間観覧券
大人／1,600円
小中学生
800円
未就学児

園内開花案内

蘂262-8431

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、15:00

毎週、月・水・金・土曜日および3日（祝）、
5日（祝）
10:00〜12:00・13:00〜15:00

日時…6月6日（土）
・7月4日（土）
・8月
8日（土）
・9月12日（土）
・12月12日（土）
全5回※夏休み期間中交替でえさやりが
あります。
時間…13:00〜15:00
場所…林間教室 定員…20人
費用…年間1,000円（保険代含む）
申し込み…電話受付（先着順）

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

運行時間…10:00〜16:00
乗車料金…1回210円
※回数券3枚綴り500円

緑の相談所（園芸相談）

（サイエンスワールド）
休

ミニ鉄道毎日運行中

①親子で遊ぼう
日時…5月10日（日）13:00〜15:00
場所…林間教室 内容…押し花
定員…30人
参加費…1人200円（保険代含む）
申し込み…5月8日（金）まで受け付け
②カブト虫を育てながら自然について
学ぼう

蘆科学展示室入場無料

※混雑の場合入場を制限することがあります。
夜間観測会

蘆プラネタリウム観覧無料（要整理券）
開始時刻…①10:30

滷12:00

澆13:30

④15:00

開催日（土曜日）主な観測対象 受付時間
公開時間
定員
２日
月
９日
各日
１９:００〜１９:３０１９:３０〜２０:３０
土星
５０人
１６日・２３日
３０日
月

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。

内容…星空解説&トピックスの紹介25分と特別番組「Space & Time」25分の約50分。

※中学生以下は保護者同伴で参加ください。

整理券…①滷の投影回分は9:30から、澆④の投影回分は正午から、1階科

※17:15に開催決定を行い、
くもり・雨・強風の時は中止に
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学館入口前で各回先着160人に配布。
（並んだかた1人1枚限り）

なります。

日々のお買い物から始めるエコな生活。マイバッグ！
！

蘂227-7622

メディアセブン
の
5会月
）
（ 無料

映画

■休館日 : 15日（第3金曜日）

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 開場…各日上映時間の30分前
※入場無料。申し込み不要。上映当日に会場までお越しください。

本の上の映画館

特集『シネマ・ノベルズへようこそ』

タイトル

概

要

ガープの世界

1978年に全米でベストセラーとなったジョン・アーヴィングの小説の映画化。主人公ガープの一生が独創的なエピソ
ードとともに描かれた作品。
監督:ジョージ・ロイ・ヒル／1982年／137分／VHS

12日 火

ボヴァリー夫人

19世紀を代表するフランス文学のひとつであるグスターヴ・フローベル原作の小説の映画化。町医者と結婚した田
舎娘の愛の遍歴を描く人間ドラマ。
監督:ジャン・ルノワール／1933年／99分／DVD

17日 日

太陽の子

神戸で大衆食堂を営む沖縄出身の夫婦と小学生の娘。店に集まる人々との温かい交流と暗い戦争の傷あとを描く。
灰谷健次郎の小説の映画化。
監督:浦山桐郎／1980年／140分／DVD

21日 木

アンナ・カレーニナ

文豪トルストイの不朽の名作。1880年のモスクワを舞台に、伯爵夫人のアンナが陥る残酷な愛と運命の物語を描き
出す。
監督:バーナード・ローズ／1997年／108分／DVD

2 日土
15:00〜

19:00〜

15:00〜

19:00〜

ゴールデンウィーク『こどもアニメシアター』

概

要

タイトル

4 日祝

①おばけのキャンプ旅行 ほか 全7作
滷おばけネス湖へ行く ほか 全6作

なかよしおばけの住む世界にはヘンテコなできごとがいっぱい。おばけなのに怖がりの4人が
繰り広げる、
ワクワクドキドキのイギリスアニメ。
（各作品7分）
原作:ジャック・デュケノワ／2002年／①49分滷42分／DVD

6 日振

澆こんにちはアントン ほか 全8作
④やさしいアントン ほか 全8作

7歳の男の子アントンが、生活の中で見たり感じたりすることを、子どもの目線から丁寧に描い
たチェコアニメシリーズ。温かみのある作品。
（各作品5分）
原作:ボルゲ・リング／2005年／澆40分④40分／DVD

①11:00〜
滷14:00〜

澆11:00〜
④14:00〜

申し込み…①来館 滷Eメールevent@mediaseven.jp 参加希望ワークショップ名、
日時、
〒、
住所、
参加者氏名（ふりがな）
、
年齢、
電話番号を記入し送信。 澆往復はがき 〒332-0015 川口1-1-1 メディアセブンまで 往信欄に参加希望ワークショップ
名、
日時、
〒、
住所、
参加者氏名（ふりがな）、
年齢、
電話番号を記入、
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。※「ざわざわ、
ひらひら、
ぷかぷかする絵」は申し込み不要です。
※応募者多数の場合は抽選。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。

5ク月ショのップ

ワー

3 日祝

タイトル

概

要

13:00〜16:30

ざわざわ、ひらひら、
ぷかぷかする絵

ぱちぱち、だらり、ぽーん。ことばの音から想像した絵を描きます。ことばの根っこ、
「擬態語」に耳や目で親しみましょう。できあ
がった絵はメディアセブンに展示して、たくさんの人に見てもらいます。
※参加申し込みは必要ありません。当日時間内にメディアセブンのワークスタジオBへお越しください。
対象…どなたでも 定員…なし 参加費…200円 申し込み不要

24日 日

さび染めワークショップ

川口の街にあふれる鉄の素材。塩と水と熱を使って、
その味わい深いさびの色を生かした染め物に挑戦しませんか。道路の砂
鉄などを丁寧に磁石で集めて、ユニークな模様をうつしとります。当日はさびの色で染めた布をお持ち帰りできます。
対象…小学3年生以上 定員…18人 参加費…1,000円 申し込み締切…5月14日（木）

13:00〜16:30

5ネス月支の援講座

ビジ

日

文字入力
講座

時

6月5日（金）10:30〜12:30 6月9日（火）13:30〜16:30
1日完結、連続講座ではありません。

（月）
締め切り 5月25日
定

員 15人（応募者多数の場合は抽選）

18歳以上で、
パ
対 ソコン未経験も
象
し
く
は初心者の
者
かた

参 加 費 500円

ホームページ
閲覧講座

日

（火）10:30〜12:30
時 6月9日

（月）
締め切り 5月25日
定

会社のホームページを自分で修正してみませんか。
日

ビジネス
ホームページ
講座

デジタル写真
加工講座

員 15人（応募者多数の場合は抽選）

員 12人（応募者多数の場合は抽選）
師 小野 眸 氏（パソコン学舎）

対 18歳以上で、文字入力と
象
者 マウス操作ができるかた

電子メール
講座

員 15人（応募者多数の場合は抽選）

参 加 費 500円

日

ホームページを既にお持
ちの企業・個人事業主の
対 かた
象 ※パソコンが苦手でもイ
者 ンターネットやメールがで
きるかたであれば受講で
きます。

18歳以上で、パソコンの
対 基本操作とマウス操作が
象
できる、
画像加工未経験
者
もしくは初心者のかた

（日）10:30〜13:00
時 6月21日

（月）
締め切り 5月25日
定

員 15人（応募者多数の場合は抽選）

対 18歳以上で、パソコンの
象 基本操作とマウス操作が
者 できるかた

参 加 費 500円

エクセル
入門講座

日

（土）
・28日
（日）10:00〜15:00
時 6月27日

（月）
締め切り 5月25日

員 15人（応募者多数の場合は抽選）
（2日連続・全2回） 定
参 加 費 2,000円
日

時 6月5日
（金）13:30〜16:30

締め切り 5月25日
（月）
定

定
講

参 加 費 3,000円

参 加 費 500円
日

（土）13:00〜17:00
時 5月30日

（水）
締め切り 5月20日

申し込み（各講座共通）
往復はがき 〒332-0015 川口1−1−1 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）、年齢、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、1日程のみ応募できます。※講座ではWindows XPを使用します。

6コ月ンの講座

パソ

申し込み…①来館 滷Eメールevent@media
seven.jp 参加希望講座名、
開講日時、
〒、
住所、
参加者氏名（ふりがな）、
年齢、
電話番
号を記入し送信。
※応募者多数の場合は抽選。抽選結果は、
当落にかかわらず連絡します。
※講座ではWindows XPを使用します。

（日）13:30〜15:00
時 6月21日

18歳以上で、パソコンの
対 基本操作とマウス操作が
象
で
者 き、Excel 2003未経験
もしくは初心者のかた

受付 13:00〜14:30

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

パソコン
相談会

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。
参 加 費 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。

『振り込め詐欺』などにご注意ください。
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