市役所 蘂048−258−1110（大代表）

科 学 館

12月のイベント

（サイエンスワールド）

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

科学展示室
休

館

日

3日踞〜9日踝
12日跼
19日跼
20日踈
26日跼
29日跿〜
1月3日踈

科学展示施設入場料
大
人／200円
小中学生／100円

特別展
おと ぎ

「音戯の国の
科学館」

土曜日（3日を除く）、27日（火）…13:00、15:00
所要時間…約30分
定員…各回50人 費用…無料
作るもの
わくわくワーク
10日（土） 「かめれおんカード」
17日（土） 「紙コッブゥ」
24日（土） 「四次元クリスマスカード」
27日（火） 「たこ」
※未就学児は保護者同伴でご参加ください。

どきどき
サイエンス

大
人／400円
小中学生
200円
未就学児
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。

いきいき
サイエンス

日曜（4日除く）、祝日…11:45、14:15
28日（水）…11：00、14：00
所要時間…約35分 定員…各回30人
テーマ「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。

理科の勉強からちょっと遠ざかっている大人向けに
観察実験の教室を開催します。小中学校の学習を振
り返ってみませんか？
対象・定員…一般 20人 場所…科学展示室
開催時間…10:30〜11:30
費用…無料（科学展示入場料が必要です）
参加方法…各受付開始日の9:30から電話または
来館の上、受け付け（先着順）
開催日
1 月12日（木）

日時…12月18日（日）
まで
9:00〜18:00
内容…お歳暮向けシンビジューム、
シクラメン、
ポインセチア、
洋ランな
どの販売。
お買い上げ1,000円
以上無料ラッピング、
松竹梅縁起植物コーナー
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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。

テーマ

受付開始日

からだのしくみ

12月16日（金）

※ 25日（日）は15：30より特別投影「星空リラクゼーション」開催のため、
15：00開始の一般投影は休止します。

番組内容…美しい星空を眺めていてふと気になること…。

一般投影
この宇宙って一体どれくらい広いんだろう？ さあ、
地球
「宇宙への
を飛び出して、
遥かなる宇宙への旅に出発しましょう。
パスポート」（星空生解説30分+番組20分）

番組内容…星の絵を描いた画家が少ない中、
ゴッホは

一般投影
星や月、
金星、
太陽などの絵を描きました。ゴッホの心
「ゴッホが
を探る旅にあなたをご案内します。
描いた星空」（星空生解説25分＋番組25分）

季節の星や毎月のテーマにそった生解説中心の子ども

キッズアワー
(小学校低学年)向け投影です。
「クリスマス」 ※18日（日）は聴覚障害のかたも楽しめる字幕付き投影です。
開催日時…25日（日）15：30〜16：20

特別投影/大人向け プラネタリウムの星空のもと、
音楽をお楽しみいただ
星空リラクゼーション
く大人向けの投影です。
クリスマス特集
BGM…バッハ／クリスマスオラ
トリオ サンサーンス
「PRAY〜祈り」

／クリスマスオラトリオ

新春の寄せ植え展示会
日時…12月2日（金）〜4日（日）
9:00〜17:00
内容…新春を飾る松竹梅の寄せ植
えや苔玉などの展示販売

松竹梅の寄せ植え講習会
日時…12月10日（土）14:00〜
内容…正月に飾る松竹梅の作り方

クリスマスキャロル

ほか

開催日時…24日（土） 10：00〜10：45
協力／川口朗読奉仕の会
プラネタリウムで開催するクリスマスの子ども向け朗
特別企画/子ども向け 読会です。
朗読inプラネタリウム タイトル…「こねこのクリスマス」
「アンジェリーナのク
「クリスマス」
リスマス」
「幸せな王子」
費用…無料（要整理券） 定員…150人
整理券…当日9:30から科学館１階入口前で先着順に
配布。
（１人１枚）

天文台
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…10日（土）、17日（土）、24日（土）の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・強風のときは中止になります。
開催日（土曜日） 主な観測対象 受付時間
公開時間
定員
10日
月
１７:３０〜１８:００１８:００〜１９:００ ５０人
17日・24日
木 星

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。
※17:00に開催決定を行い、くもり・雨・強風のときは天文台で
の観測は中止になり、観測対象の解説（30分）のみ行います。

川口緑化センター（樹里安）道の駅「川口・あんぎょう」
歳末ギフトフェア

蘂048-262-8431

開催期間…12月10日（土）〜2月12日（日）
音はどのように生まれるの？
※メンテナンスおよび番組入替のため、
11月28日〜12月9日まで投影をお休みします。
美術と科学 のコラボレーションによって音が生ま
投影開始時刻
12月
れる原理を体験しながら発見！
10:30
12:00
13:30
15:00
・音戯の国のミニライブ
15日（木）、22日（木）
──
──
──
宇宙へのパスポート
（小栗久美子ミニライブ 音戯の国のバンブーたち） 土曜日（3日・31日除く）
──
宇宙へのパスポート 宇宙へのパスポート ゴッホが描いた星空
2月4日（土）13：30〜14：20 約50分
日曜・祝日（4日除く） キッズアワー 宇宙へのパスポート 宇宙へのパスポート ゴッホが描いた星空
出演…小栗久美子
27日（火）、28日（水）
──
キッズアワー 宇宙へのパスポート 宇宙へのパスポート

日曜（4日を除く）
・祝日…13:15、15:15
所要時間…約30分
テーマ
サイエンスショー
11日（日）、18日（日）
「ふり子の不思議」
23日（祝）
「オーッ！酸素ぉ」
25日（日）
「−196℃の世界」

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

プラネタリウム

開館時間…9:30〜17:00
（入館は16:30まで）

場所／SKIPシティ内

蘂048-296-4021
http://www.jurian.or.jp/

の講習会
費用…3,500円
定員…30人
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川口園芸商協
同組合まで
締め切り…12月7日（水）
※はがきを受け付けた時点で申し
込みとなりますので、
当日そのまま
お越しください。

お買い物は 私の街で

新春緑花祭
日時…1月3日（火）〜9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、
特価品販
売

臨時休所日のご案内
12月31日（土）〜1月2日（振）

川口で

市役所 蘂048−258−1110（大代表）

メディアセブン

■休館日 : 16日（第3金曜日）
開館時間 : 平日 10:00〜21:00／土・日曜、祝日、12月29日〜31日 9:00〜18:00

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

■公式ウェブサイト閲覧停止のお知らせ
12月31日夜から1月5日早朝まで、公式ウェブサイ
トリニューアルのため、閲覧を停止します。ご不便をおかけしますが、
ご理解・ご協力をよろ
しくお願いします。

■12月のトークイベント「ラジオについて話そう」
（無料・事前申し込みが必要）
いつも何気なく接しているラジオというメディア。古くからあるそのメディアの可能性について考えます。メディアセブンでは、館内だけで聴
けるミニFM局「ライブラリーラジオ」
を運営しています。その発起人の桂英史さんとともに、
ラジオの現場のかたや地域情報を編集するかたを
ゲストに迎え、
ラジオというメディアの可能性について、
そしてローカリティやコミュニティについて考えます。
申し込み…来館、Eメール、
または往復はがき
（詳細は下段の申し込み方法①〜③を参照ください）
開催日

時

間

ゲスト

12月10日
（土） 14:00〜16:00

内

容

千駄木周辺の地域情報を収集し、雑誌やウェブで発信する森まゆみさんから、
メディアの種
森 まゆみ
ローカルなメディアのあり方についてお話を伺います。
（作家／編集者） 類こそ異なりますが、

場所…プレゼンテーションスタジオ 定員…30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。
※音の聞こえづらいかた向けの補聴器を貸し出しています。

月の
1画2
mama cinema
（
会 無料）

映

申し込み…往復はがきのみ
詳細は下記の申し込み方法③を
参照ください。なお、
パソコン相談
会は申し込み不要です。
申し込み締切日…12月20日
（火）
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
A・B
※講座ではWindowsXPを使用し
ます。

用

申し込み締切

無

料

12月5日
（月）

3
ママシネマ 〜赤ちゃんを連れて映画を楽しもう〜 12月14:00〜

日土

ベビーカーを隣に寄せて鑑賞できる上映会を毎月行なっています。赤ちゃんがおしゃ
べりしても、
泣き出しても大丈夫。お母さんもお父さんも、
お気軽にお越しください。

1月のパソコン講座：初級

費

①はじめての文字入力講座
日時…1月6日
（金）
10:30〜12:30
費用…500円
対象者…パソコン未経験のかた
②一歩進んだ文字入力講座
日時…1月10日
（火）
13:30〜15:30
費用…500円
対象者…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ホームページを見てみよう
日時…1月10日
（火）
10:30〜12:30
費用…500円 対象者…文字入

力とマウス操作ができるかた
④デジタル写真加工講座
日時…1月15日
（日）
10：00〜13:00
費用…500円
対象者…パソコンの基本操作が
できるかた
⑤メール入門講座
日時…1月6日
（金）
14:00〜16:30
費用…500円
対象者…パソコンの基本操作が
できるかた
⑥エクセル入門講座（2日完結）
日時…1月21日
（土）
・22日
（日）

21

日水
12月
14:00〜

「地下鉄のザジ」

各日10:00〜15:00
費用…2,000円
対象者…パソコンの基本操作が
できるかた
⑦パソコン相談会
日時…1月15日
（日）
13:30〜15:00
（受付13:00〜14:30）費用…無料
対象者…パソコン初心者のかた
※申し込み不要。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
答えします。

申し込み方法…※イベント・講座によって申し込み方法が異なります。各イベント・講座の申し込み方法をご確認ください。
①来館…メディアセブン・カウンターで申し込み用紙に記入
②Eメール…event@mediaseven.jpあて 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 メディアセブンあて 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、
返信欄の表に申込者の〒、
住所、
氏名を記入し、
締切日必着で郵送。1枚の往復はがきで1つのイベント
・講座のみ受付。

グリーンセンター

12月の休園日…毎週火曜日、26日（月）〜31日（土）
1 月の休園日…1月1日（祝）、2日（月）、4日（水）、毎週火曜日
※1月3日（火）は新年特別開園（無料）

②松ぼっ、
クリスマスツリーを
作ろう
日時…12月18日（日）
13:00〜15:00
日時…12月17日（土）
場所…林間教室
9:00〜12:00（餅がなくな
内容…松ぼっくりでクリスマスツリ
り次第終了）
ーを作ります。ほかにもクリスマス
内容…つきたてのお餅の販売とサ
に関係した自然探しをします。
ンタ探し大会
※「サンタ探し大会」の問題用紙は、 定員…20人
費用…200円（保険代含む）
先着250人の子ども
（4歳〜小学生）
申し込み…当日会場で受付（12:00
に配布。
〜13:00先着順）

餅つきとサンタ探し大会

子どもネイチャー教室
（小学生以下対象）

アイススケート場オープン

①ステンドグラス風のキャンドルス
タンドを作ろう
日時…12月11日（日）
13:00〜15:00
場所…林間教室 定員…20人
費用…200円（保険代含む）
申し込み…当日会場で受付
（先着順）

期間…12月17日（土）〜2月26
日（日）
休場日…12月30日（金）〜1月1
日（祝）
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

蘂048-281-2319
http://greencenter.１１１０city.com/

証掲示者）310円、子ども（4歳〜
中学生）210円 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）

新春を飾る折り紙作品展
期間…1月3日（火）〜9日（祝）
場所…緑の展示館
内容…「 折り紙とメルヘンの絵の
世界」の展示

※回数券3枚つづり500円（当日
限り有効）

緑の相談所（園芸相談）
相談日は、3日（土）、10日（土）、
14日（水）、
17日（土）、
21日（水）、
24日（土）
時間…10:00〜12:00
13:00〜15:00

新年特別開園
1月3日（火）ご来園をお待ちして
います。
（入場無料）

ミニ鉄道運行時間のお知らせ

園内開花予定

※年末は12月25日（日）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

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

お買い物にはマイバッグをお持ちください。
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アートギャラリー・アトリア
●「川口の新鋭作家展」出展作家募集

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）

蘂048-253-0222
http://www.atlia.jp/

●「アートな年賀状」を募集

「川口の新鋭作家展」は、若手作家を発掘するための展
覧会で、
6回目の開催を迎えます。一般公募制で翌年の出展
作家を選考します。みなさんのご応募をお待ちしています。
【審査員】南嶌 宏氏（美術評論家／女子美術大学教授）
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学芸主幹）
【賞について】二次審査で選ばれた優秀者2人には、
翌年の
「川口の新鋭作家展」での作品発表のスペース
（個室）
と制
作補助費30万円（予定）
が贈られます。
【一次審査 : 書類審査】書類受付期間…12月22日
（木）
まで
結果通知…1月15日
（日）以降に郵送で連絡、
また専用WEB
ページに掲載します。
【二次審査 : プレゼンテーション審査（作品展示）】
搬入・設営…2月21日
（火）
・22日
（水）
展示期間…2月24日
（金）
〜3月18日
（日）
【結果発表】3月18日
（日）
※詳細や出展申込方法は専用WEBページ
（http://www.
atlia.jp/koubo/shinei）
をご参照いただくか、
アトリアへお問
い合わせください。

みなさんのアートな年賀状を募集します。お送りいただいた年賀状は、
（規
定を満たしているものに限る）新春展覧会「アートな年賀状展（1月7日
（土）
〜
22日
（日））」で展示します。ぜひこの機会に、
オリジナルの年賀状を作って参
加しませんか。
【募集期間】12月1日
（木）
〜1月4日
（水）必着
※開館時間内であれば、
窓口でも受け付けします。ただし、
12月29日
（木）
〜1
月3日
（火）
は休館しますので、
ご注意ください。
【応募について】
・2012年の年賀状であること ・オリジナルであること
・干支や縁起物に限らずアートセンスあふれる年賀状であれば何でもOK!
・作品は官製はがきまたははがきサイズ
（107mm×154mm）
であること
（※厚
みは5mm以内）
・差出人欄に出品者の氏名・住所・電話番号を記入 ・1人1枚に限る
【ご注意】
・出展は無料（ただし、
郵送・郵便代は参加者負担）
・年齢・職業・国籍・居住地などは問いません。
・展示に際しては、
作者名のみを掲示します。
・返却希望のかたは、
差出人欄に「返却希望」
と明記してください。展示期間
終了後アトリアの窓口で返却します。

●展覧会のご案内
第7回青木東・絵画クラブ2011年作品展
描く・染める・仕立てる −Tsukada PRODUCTS の小物たち−
ART SALAD 6人展（日本画ほか作品展）
第11回全国障害者芸術・文化祭埼玉大会「絵画公募展」
第3回銀の虹（絵画・書・金工作品展）
花・花のお花展（フラワーアレンジメント）
図工教室∞infinito作品展
工房集企画 ワンダー タペストリー

●展示室利用のご案内

対象施設

貸し出しは、利用 期 間の6カ月前から募 集を開
始します。申し込み多数の場合は抽選となります。
申込期間…12月1日
（木）〜27日
（火）※申込多数
の場合は公開抽選（1月7日
（土））
で決定します。

蘂048-253-1444
薨048-256-6433

教室名

象

期

間

使
用
料
市内在住・在勤・在学のかた
左記以外のかた

日時・場所

赤ちゃんサロン

小学生卓球広場
〜愛ちゃん2世を
めざして サァー〜

対象・内容・費用・申し込み など
対象…市内在住の3カ月〜１歳未満児と母親20組
内容…赤ちゃん体操・ベビーマッサージ・健康相談
1月20日
（金）
費用…500円（オイル代）
13:30〜15:30
バスタオル、
オムツ
青少年会館１階クラブ２号室 持ち物…母子健康手帳、
申し込み…12月8日
（木）9:00から電話受付（先着順）
対象…市内在住の小学生 20人
費用…無料
1月20日
（金）
持ち物…運動しやすい服装、
上ばき、
タオル、
飲み物
15:00〜17:00
申し込み…12月6日
（火）9:00から電話受付（先着順）
青少年会館3階体育ホール
※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。

キッズクラブ

1月13日
（金）
・27日
（金）
2月10日
（金）
・24日
（金）
3月 9 日
（金）
10:00〜12:00
青少年会館3階体育ホール

親子パン作り教室
自分の手で世界に
一つだけのパンを
作ってみませんか

1 月21日
（土）
13:30〜16:30
婦人会館2階料理実習室

蘂
・薨048-256-6433
■休館日 月曜日（祝日の場合は翌日も休館）
・祝日

対

展示室A
平成24年
および
6月 5 日
（火）〜10日
（日）の6日間 1日あたり10,000円 1日あたり15,000円
展示室B
6月12日
（火）〜17日
（日）の6日間 （利用は1週間単位）（利用は1週間単位）
（各77.5裃） 6月19日
（火）〜24日
（日）の6日間

■休館日 月曜日（祝日の場合は翌日も休館）
・祝日

青少年会館

※最終日は16:00まで
※最終日は17:00まで
※最終日は16:30まで
※最終日は16:00まで
※最終日は17:00まで
※最終日は17:00まで
※最終日は15:00まで
※最終日は16:00まで

展示室A・B、
スタジオの貸し出しを行っています。
さまざまな美術活動の場としてご利用ください。

申し込み

婦人会館

12月6日
（火）〜11日
（日）
12月8日
（木）〜11日
（日）
12月13日
（火）〜18日
（日）
12月14日
（水）〜18日
（日）
12月21日
（水）〜25日
（日）
12月23日
（祝）〜25日
（日）
12月23日
（祝）〜25日
（日）
1月6日
（金）〜9日
（祝）

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!
費用…500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14日
（水）9:00から電話受付（先着順）
対象…市内在住の親子（小学生以上）12組24人
費用…1,500円（材料費・保険代）
持ち物…エプロン、
三角巾、
フキン2枚、
食品保存容器
申し込み…12月20日
（火）9:00から電話受付（先着順）

12月15日
（木）
子育てホッとサロン
対象…乳幼児とその保護者
（木）
〜子どもを遊ばせながら 1 月26日
※直接会場にお越しください。
10:30〜12:00
ほかのママさんとの
費用…200円（1回）
交流を図る〜 青少年会館１階クラブ２号室
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路上喫煙防止にご協力をお願いします

市役所 蘂048−258−1110（大代表）

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

■川口の環境パネル展

蘂048-228-5306
薨048-223-6480

開始とします。あらかじめご了承ください。

川口の環境と一人ひとりができることをパネルで学んでみませんか?
期間…12月1日（木）〜28日（水）
場所…4階展示ホール
問い合わせ…環境保全課（蘂048-228-5389）

■おもちゃの病院（毎月第2日曜日）
日時…12月11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…12月25日（日）9:00〜10:30
結果発表11:00
内覧期間…12月18日（日）〜24日（土）
［19日（月）、23日（祝）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き渡しを10:30

■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…12月25日（日）9:00〜12:00
場所…リサイクルプラザ3階通路
※出店者は22日（木）までに申し込み（先着10店舗）
出店条件…市内在住の小・中学生と保護者

■作って! 巡って! エコエコクリスマス工作教室
松ぼっくりでクリスマスツリーを、牛乳パックでカードを作って、施設も見学し
ます。
日時…12月17日（土）10:00〜12:00
対象…市内在住のかた（先着30人）
※小学3年生以下の参加者は保護者同伴
場所…3階リサイクル工房、4階実習室ほか
申し込み…電話またはリサイクルプラザ窓口

1月分トレーニングルーム利用者講習会

市民スケートレクリエーション大会

対象…15歳以上のかた
（中学生は除く）
申し込み…12月21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、
および学生証など）
を持参してください。
（子ども同伴は
ご遠慮ください）

日時…1月15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
参加費…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22日（日）に順延
申し込み…当日
問い合わせ…体育課・スケート連盟（小林）蘂048-283-3814

施設名・定員

開催日・時間

東スポーツセンター
蘂048-222-4990
（各10人）

1/7（土）
・1/17（火）
・1/21（土）
10：00〜（1回目）
・19：00〜（2回目）

西スポーツセンター
蘂048-251-6377
（各15人）

1/13（金）10：00〜（1回のみ）
1/23（月）
・1/28（土）19：00〜（1回のみ）

安行スポーツセンター
蘂048-296-1200
蘂048-296-3000
（各15人）

1/14（土）
10：00〜（1回目）
・19：00〜（2回目）
1/15（日）
10：00〜（1回目）
・14：00〜（2回目）

体育武道センター
蘂048-251-9227
（各10人）

1/8（日）
・1/9（祝）
・1/15（日）
・1/22（日）
・1/29（日）
10：00〜（1回目）
・14：00〜（2回目）
1/11（水）
・1/25（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さい。事前の電話予約不要。
蘂048-298-9993
（12／29（木）〜1／3（火）は休館日、1／25（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。

ジュニアテニス大会
期日…2月12日（日）
・19日（日）予備日2月26日（日）
場所…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）
種目および種別…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（エントリー数で変更する場
合があります）
参加費…2,000円
申し込み…1月12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 成田正まで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。仮刷りを希望されるかたは
返信用封筒に本人宛の住所を記入し、90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）

平成２３年度川口市民選手権大会スキー競技会
日時…1月8日
（日）
・9日
（祝）※8日は公開練習日
場所…新潟県南魚沼市上野 石打花岡スキー場 本部宿舎ロッジホワイ
トス
ター 蘂0257-83-2144
種目…アルペン大回転・回転競技
問い合わせ…（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

スポーツ教室
施 設 名

東スポーツセンター

蘂048-222-4990

教 室 名

スポーツYOGA教室

定員…20人

日

1／10〜3／13 毎週火曜日
全10回 10:00〜12:00

時

対
象
申し込み・費用

市内在住・在勤の18歳以上のかた
12／16（金）10:00から電話受付（先着順）
費用…3,000円（毎回別途ロッカー代50円）

※申し込みの際は、電話番号をご確認の上、
くれぐれも間違いのないようお願いします。

こどもスケート教室
日時…12月17日
（土）〜2月25日
（土） 毎週土曜日18:00〜19:45
※12月31日はお休みです。
場所…グリーンセンターアイススケート場
対象…5〜18歳
参加費…5,000円（スポーツ傷害保険含む）
申し込み…12月17日
（土）17:00からグリーンセンターアイススケート場で
受付（先着150人）
問い合わせ…体育課・スケート連盟（小林）蘂048-283-3814

年末年始のスポーツ施設の休所日
12月28日（水）〜1月4日（水）
スポーツセンター（東、西、北、新郷、芝、安行、鳩ヶ谷）
12月29日（木）〜1月3日（火）
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28日（水）〜1月3日（火）
体育武道センター
※プールの利用は、各施設にお問い合わせください。

ごみの減量・再使用・再資源化（3Rの推進）にご協力をお願いします!
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