a…日時・期間 b…場所

c…対象

d…定員

e…費用・料金

f…申込・提出・応募
ジ ュ リ ア ン

川口緑化センター 樹里安
新春緑花祭
松竹梅の寄せ植えなどの縁起植物の
展示・販売、無料甘酒サービス
（無くな
り次第終了）
、新春福引き抽選会
（お買
い上げ1,000円ごとに1回の福引き）
a1月3日㈰・4日㈪9：00～17：00

錦糸南天展
錦糸南天・小品盆栽などの展示・販売
a1月15日㈮～17日㈰
9：00～17：00

フラワーアレンジメント作品展
生花、プリザーブドフラワー、アーティ
フィシャルフラワーアレンジメントの展
示・販売、フラワーアレンジメント体験
（e500円 f当日）

科学展示入場料

※未就学児は無料

科学展示室

臨時休所日 2月1日㈪、2日㈫
i048-296-4021 http://www.jurian.or.jp/

根巻き体験講習会

第13回緑の学会・
ふれあい講演会

「暮らしの中から見た緑化」
講師…見城 美枝子 氏
（青森大学副学
長/教授・エッセイスト・ジャーナリスト）
a1月23日㈯13：45～
b3階特設会場
d200人
（先着順） e無料
f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、
〒334-0058 安行
領家844-2 川口緑化センターへ郵送。
※申し込みは往復はがき1枚で1人のみ。
※1人で複数の申し込みはできません。
申込締切日…1月14日㈭必着

科学館（サイエンスワールド）
一
般…200円
小 中 学 生…100円
年間入場券
一
般…820円
小 中 学 生…410円

道の駅
「川口・あんぎょう」

a1月23日㈯・24日㈰
9：00～17：00

● ● ● 施設の情報 ● ● ●

g…問い合わせ m…Eメール

安行植木の歴史と根巻きに関する講
義とＤＶＤ鑑賞、根巻き体験
a1月30日㈯１３
：
３０～１５
：
３０
b１階展示ホール
d15人
（先着順） e無料
f１月4日㈪～20日㈬電話で
※根巻きした植木は持ち帰りできます。
※申込多数のため、以前受講されたか
たはご遠慮ください。

接ぎ木技術講習会
接ぎ木に関する講義と接ぎ木体験
a２月6日㈯１３
：
３０～１５
：
３０
b１階展示ホール
d15人
（先着順）
e３００円
（保険料）

f１月4日㈪～29日㈮電話で
※接ぎ木した苗は持ち帰りできます。
※申込多数のため、以前受講されたか
たはご遠慮ください。

冬から春にかけての
寄せ植え講習会

冬から春にかけての植物を使用した
寄せ植えの作成方法とその後の管理
方法を学びます。
a２月6日㈯１4：0０～
b5階ラウンジ
d30人 e2,500円
f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
園芸商協同組合へ郵送
申込締切日…2月3日㈬必着

休館日 1日㈷～4日㈪、12日㈫、18日㈪、25日㈪、26日㈫
i048-262-8431 http://www.kawaguchi.science.museum

1月のイベント

プラネタリウム観覧料

一
般……410円
中学生以下……200円
年間観覧券
一
般…1，
640円
中学生以下…… 820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

開館時間…9：30～17：00
（入館は16：30まで）

bSKIPシティ内

プラネタリウム
投影開始時刻

b3階プラネタリウム d160人 所要時間…約50分
※原則途中入退場はできません。
※観覧券は1階科学展示室入口で開始時刻の5分前まで販売。

10：30

12：00

13：30

15：00

15：30

冬休み期間の平日
5日㈫～7日㈭

──
キッズアワー ジャーニー・トゥ・スペース ジャーニー・トゥ・スペース
──
a2月14日㈰まで
（2日除く）
──
──
ジャーニー・トゥ・スペース ジャーニー・トゥ・スペース コズミックフロント
体の中は不思議なことがいっぱい！タベルンジャーといっしょに、 土曜日
くちからおしりまで、食べ物になって体の中を探検だ！スタンプラ
日曜・祝日（1日・3日除く） キッズアワー ジャーニー・トゥ・スペース ジャーニー・トゥ・スペース コズミックフロント
──
リーに挑戦し、タベルンジャーカードをゲットしよう！
特別展
木曜日
（7日除く）
──
──
──
──
ジャーニー・トゥ・スペース
●特別イベント
（映像とお話）
もぐもぐ
講師…蝦名 元 氏
（一般財団法人 進化生物学研究所研究員）
「ジャーニー・トゥ・スペース」
探検隊！
対象…一般
（未就学児は保護者同伴）
スペースシャトル開発や宇宙飛行士による宇宙ステーション滞在
～ “くち”から
「明日は食べられちゃうかも！？食べる！食べられる！食物連鎖と
“おしり”まで～ ・
など、宇宙に進出してきた人類。遥かなる火星を目指す科学者や
私たち」
宇宙飛行士の挑戦を描きます。
（星空生解説約25分+番組25分）
a1月11日㈷14：00～ 所要時間…約60分
一般投影
・
「大きい！長い！すごい！いろいろな動物たちの口や内臓のつくり」
「コズミックフロント ファーストスター誕生」
a2月14日㈰14：00～ 所要時間…約60分
人気番組
「コズミックフロント」
のプラネタリウム版。暗黒が支配す
サイエンス
ショー

a日曜・祝日
（1日・3日・11日除く）
…13：40、15：10
所要時間…約30分
テーマ 10日㈰「からだのふしぎ」
17日㈰・24日㈰「もぐもぐクイズSHOW」
31日㈰「ポン♪ボン！ドカン☆」

どきどき
サイエンス

a日曜・祝日
（1日・3日除く）
・6日㈬
…①11：30、②14：30
（11日は休止）
、③16：00
d各回20人 所要時間…約30分
テーマ ①②
「ミカンのちから」 e100円
③
「だまされる目」 e250円
f当日科学展示室で先着順 ※小学2年生以下は保護者同伴。

わくわく
ワーク

うきうき
探検

a土曜日
（2日除く）
・5日㈫・7日㈭
…13：00
（5日・7日のみ）
、14：30、16：00
d各回50人 所要時間…約20分
作るもの 5 日㈫・ 7 日㈭「開運！おきあがりだるま」
9 日㈯「バランスちょうちょ」
16日㈯「クルクルだるま」
23日㈯「ストロー飛行機」
30日㈯「電気クラゲ」
※未就学児は保護者同伴。
ミッションカードを手に入れて展示室を探検しよう。
a土曜日
（2日除く）
…10：30、15：10 配布時間…20分
※カードがなくなり次第、受付終了。

る宇宙を光あふれる世界に変えた
「ファーストスター」
の誕生に迫り
ます。
（星空生解説約25分+番組25分）

キッズ
アワー

1月・2月のテーマ「夜空には色とりどりの星が輝いている！？」
星空やテーマにそった内容を子ども
（小学校低学年）
向けに解説し
ます。番組
「はじめての宇宙・冬～夜空には色とりどりの星が輝い
ている！？～」
（15分）
も投影します。

天文台
天文台
ガイド
ツアー

b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。
a土曜日
（2日除く）
…10：45～11：15
d12人
（先着順） f当日科学展示室に入場したかたで先着順
※雨・強風の場合は中止します。
開催日
受付時間
公開時間
主な観測対象
9日㈯ M42
（オリオン大星雲）
17：30～18：00 18：00～19：00
23日㈯
月

夜間観測会

e無料 d50人
f上記受付時間に1階科学館入口前で先着順
（並んだかたのみ）
。
混雑時は開催決定前でも待ち列を設置することがあり、定員に達
した場合は時間前に受け付けを行い、列を解散することがあります。
※中学生以下は保護者同伴。
※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。

2016.1

広報かわぐち
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メディアセブン

休館日 1日㈷～4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
b川口駅前キュポ・ラ7階 i048-227-7622 http://www.mediaseven.jp
19世紀の貴重な万華鏡など日本万華鏡博物館の貴重なコレクションや、
「日本万華鏡大
賞展」
出品作から厳選した100点を展示。万華鏡をつくるワークショップも開催します。
a1月30日㈯～2月7日㈰ bワークスタジオB
f来館、Eメール、往復はがき、ホームページで
（応募者多数の場合は抽選）

1816→2016
「万華鏡200年展」
●ワークショップ
•手づくり万華鏡

申込方法 ①②③④

c小学1年生～大人
開催日

d各15人

f1月20日㈬必着

時間

入場無料

※複数回の申込可

タイトル

直角三角形
（ドライ）

3,000円

1月31日㈰

二等辺三角形
（オイル）

3,000円

ミニ正三角形
（ドライ）

2,000円

星形
（ドライ）

2,500円

13：00～14：30

2月 7 日㈰

1月の映画会

申込不要

mama cinema ママシネマ
～赤ちゃんを連れて映画を楽しもう～

1月のトークイベント

16日㈯
14：00～16：00

2月3日㈬
18：30～20：30

本の上の映画館

14：00～「ホフマン物語」

26日㈫

19：00～

①一歩進んだ文字入力
a2月5日㈮10：30～12：30
c文字入力初心者のかた e800円
②楽しく簡単！インターネット
a2月5日㈮13：30～15：30
cマウスの操作と文字入力ができるかた
e800円
③ワード活用
（1日完結）
a2月9日㈫10：30～15：30
cワードの基本操作ができるかた
（
「ワ

申込方法 ①②④

広報かわぐち
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①来館
メディアセブン・カウンターで申込用紙に記入。
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、生年月日、電話番号を明記し
送信。

「アンナ・マクダレーナ・
バッハの年代記」

1月のメディアセブン寄席

f来館、Eメール、ホームページで先着順

エクセルを使用したことはあるけれど、学び直して次のステップにつなげたいかたに
おすすめです。基礎編では基本的なおさらいを、関数編では簡単な関数などについ
ておさらいします。使用したデータは持ち帰れます。
a基礎編…2月 2 日㈫、9日㈫各日19：00～21：00 ※2日完結
関数編…2月14日㈰、10：00～15：00 ※昼休憩あり
bコミュニケーションスタジオ cエクセルのスキルアップを目指しているかた
d各16人
（応募者多数の場合は抽選） e各3,300円
f来館、Eメール、ホームページで、基礎編：1月23日㈯まで、関数編：2月4日㈭まで

19

d 各100人

16日㈯

●もっと聞きたい！エクセル基礎のおさらい 基礎編／関数編

※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。締切日後一週
間以内に、はがきまたはEメ
ールで返信します。

8,000円

19：00～「エルミタージュ幻想」

bプレゼンテーションスタジオ d80人
e1,500円 f来館、Eメール、ホームページで先着順
※席に空きがあれば当日入場可

容

「暮らしの音を聴く、
レコード寄席」 かつてどの家庭に
25日㈪
田口 史人 氏
も小さなレコード・プレイヤーと、企業の宣伝など
「音楽
19：00～21：00 （高円寺円盤／リクロ舎店主） を売るためにつくられたのではないレコード」
がありま
した。そんなレコードを聴いて、当時の暮らしを語ります。

申込方法

鏡を正三角形に組んだもの。
Ｂ オリジナルの電池式投影機付き。
壁などに映像を映し出せる。

22日㈮

情景師アラーキー 氏
（情景作家）

2月のパソコン講座：中級

費用

3,500円

「プッチーニ 歌劇
≪トスカ≫映画版」

タイトル／内

bコミュニケーションスタジオ
d各16人（応募者多数の場合は抽選）
c高校生以上
f来館、Eメール、往復はがき、ホー
ムページで1月20日㈬必着
（⑥は申込不要）

容

14：00～

「ジオラマ・極小世界ができるまでの秘密」 ジオラマを
つくり出すオールラウンドジオラマモデラーの、情景師
アラーキーこと荒木智さんをお招きして、どのように極
小の世界をつくり出しているのか伺います。

申込方法 ①②③④

内

鏡を菱形に組んだもの。
Ａ
中心に円形の映像が二つ並ぶ。

10日㈰

ゲスト

2月のパソコン講座：初級

f1月24日㈰必着

1月の特集 「美と音楽の旅」

申込方法 ①②④ 先着順

bワークスタジオB d各40人 e各500円
※席に空きがあれば当日入場可
開催日時

d各10人

開催日時

bプレゼンテーションスタジオ 開場…各日上映時間の30分前 e無料
f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

d 30人

授乳場所を設けたり、ベビーカーを隣
20日㈬
に寄せられるように、会場づくりを工
14
：
00～
夫した上映会を毎月行っています。
「ローマの休日」
c子ども連れのかたのみ

c高校生～大人

参加費

1月30日㈯
2月 6 日㈯

•大人のための本格的万華鏡教室

申込方法 ①②④ 先着順

「初笑い 新春寄席」
開催日時

出演者

13日㈬
19：00～21：00
（18：30開場）

ード入門」
受講済みのかた）
e1,400円
④デジカメ写真の編集
a2月21日㈰10：30～12：30
cマウスの操作と文字入力ができるかた
e800円
⑤エクセル入門
（２日完結）
a2月27日㈯・28日㈰
各日10：30～15：30
cマウスの操作と文字入力ができるかた

①瀧川 鯉佐久 氏
（落語家）
②田辺 一邑 氏（講談師）
③岡戸 朋子 氏
（箏曲）
④三遊亭 万橘 氏（落語家）

e2,800円
⑥初心者のためのパソコン相談会
a2月21日㈰13：30～15：00
（受付13：00～14：30）
cパソコン初心者のかた
e無料
※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。

2月の映像制作講座：初級

申込方法 ①②③④

はじめての映像編集講座～入門編～

Windowsムービーメーカー2012を使用して、SDカードからの読み込み方法
をはじめ、パソコンでの映像編集の基本操作を学びます。
a2月22日㈪13：00～16：00
bコミュニケーションスタジオ
c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
（高校生以上）
d14人
（応募者多数の場合は抽選）
e800円
f来館、Eメール、往復はがき、ホームページで1月20日㈬必着
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、生年月日、
電話番号、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つの講座のみ受け付け。1講座につき1人1枚まで。
④ホームページ メディアセブン公式サイト http://www.mediaseven.jp/
の希望イベント・講座ページ内の申込フォームより

a…日時・期間 b…場所

c…対象

d…定員

e…費用・料金

f…申込・提出・応募 g…問い合わせ m…Eメール

婦人会館・青少年会館

リサイクルプラザ

休館日 1月1日㈷～4日㈪、月曜日
（祝日の場合は翌日が休館）
住所…上青木西1-2-28 i048-253-1444 k048-256-6433

赤ちゃんサロン
赤ちゃん体操・ベビーマッサージ・育児
相談など
a2月5日㈮・19日㈮13：30～15：30
b青少年会館1階クラブ2号室
c市内在住の3カ月～1歳未満の乳児
と母親20組
（先着順）
e500円
（オイル代など）
持ち物…母子健康手帳、バスタオル、
オムツ
f1月21日㈭9：00から電話で
※当日または前日に予防接種を受け

図書館

中
央
前
川
新
郷
横 曽 根
戸
塚
鳩 ヶ 谷
芝園分室

i048-227-7611
i048-268-1616
i048-283-1265
i048-256-1005
i048-297-3098
i048-285-3110
i048-269-2241

たかたは、参加できません。
※申込多数の場合、初めてのかたを優
先し、受講は2回までとします。

小学生卓球広場
a2月5日㈮・19日㈮15：00～17：00
b青少年会館3階ホール兼体育室
c市内在住の小学生20人
e無料
持ち物…運動しやすい服装、上履き、
飲み物
（ラケット・ピンポン玉は貸し出
します）
f不要
（途中参加・退出もできます）

休館日
（館内整理日を含む）
中央図書館…1日㈷～4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
1 日㈷～4 日㈪、11日㈷、
18日㈪、25日㈪、29日㈮

1月移動図書館あおぞら号 巡回

※雨天の日は中止します。

巡回日

10：30～11：30

14：20～15：00

15：30～16：10

領家公民館

東内野団地

江川運動広場

巡回日

10：30～11：30

7・21㈭

道合神戸住宅

根岸小学校

15㈮

芝西公民館

武道センター

15：00～16：10

おもちゃの病院
a1月10日㈰13：30～16：00
（受付は15：30まで）
（毎月第2日曜日）
bリサイクルプラザ4階実習室
e無料
（部品代などがかかる場合があります）
f不要 ＊おもちゃの診療は1人1点です。

リサイクル家具類販売
（競争入札）
a1月24日㈰9：00～10：30
（毎月第4日曜日） 結果発表…11：00
＊内覧期間…1月17日㈰～23日㈯
［18日㈪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。

定例朝いち親子フリーマーケット開催
a1月24日㈰9：00～11：45
（毎月第4日曜日）
bリサイクルプラザ3階通路 c市内在住の小・中学生と保護者
d先着10店舗 f1月4日㈪～21日㈭

芝樋ノ爪小学校

子ども用品・おもちゃを中心に出品します。
a1月24日㈰ 抽選会受付…13：10～14：10 結果発表…15：00
bリサイクルプラザ4階研修室
c市内在住のかた
＊抽選対象の品物の写真を1月9日㈯から、
リサイクルプラザ3階通路に掲示します。
＊申し込みは1人1点です。
＊駐車台数に限りがありますので、
公共交通機関をご利用ください。

南平公民館元郷分館

14・28㈭

朝日東公民館

巡回日

10：20～11：00

15：00～16：10

8・22㈮

安行東小学校

安行原グリーンタウン

臨時休館の
お知らせ

リサイクルプラザ…月曜日・祝日、1月1日㈷～4日㈪
サンアール朝日…月曜日
（祝日の場合は翌平日）
、
1月1日㈷～4日㈪
i048-228-5306 k048-223-6480
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/recycleplaza
休館日

新春特別企画
「リサイクルショップ大抽選会」

6・20㈬

13・27㈬ 芝スポーツセンター

● ● ● 施設の情報 ● ● ●

1月11日㈷は電気設備点検のため前川・新郷・横曽根・
戸塚・鳩ヶ谷図書館・芝園分室は臨時休館します。

アートギャラリー・アトリア
新春企画〈アートな年賀状展2016〉
皆さんから寄せられた手作りの年賀状を展示します。はが
き１枚にさまざまな気持ちを込めた作品が新年のアトリア
を彩ります。アトリアならではの、皆さんと一緒につくりあ
げる展覧会をぜひご覧ください。
a1月8日㈮～24日㈰
入場無料
※12日㈫、18日㈪は休館

休館日 1月1日㈷～1月4日㈪、月曜日
（祝日の場合は翌平日）
展示入れ替え 1月5日㈫～7日㈭ 開館時間 10：00～18：00
（入館は17：30まで）
i048-253-0222 http://www.atlia.jp/

関連イベント
●やさしい鑑賞講座 e300円 f当日13：15から どなたでも参加できます。
日 時

1月24日㈰
13：30～15：30

タイトル／内容

講

師

定員

「書の美しさを楽しむ」
「書」
の鑑賞ポイントを学びます。崩し字が
大島 武 氏
読めなくても、古典文字がわからなくても
50人
（松本市美術館学芸員）
大丈夫。造形的な特徴を初心者向けに解
説します。

●アートなお正月あそび

ウッキウキえんにち

a1月10日㈰14：00～16：00 e無料 f不要
今年の干支、猿にちなんだ
「えんにち」
を開きます。3種類のゲームや創作コーナーで遊べば気分は
ウッキウキに。時間中はどなたでも参加できますのでお気軽にどうぞ。

学校関連共催展 （入場無料）
〈中学生のART CLUB展〉
a1月31日㈰～2月7日㈰
市内中学校の美術系文化部が、日ごろの活動の成果を展示・発表する展覧会です。

2016.1
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● ● ● 施設の情報 ● ● ●

グリーンセンター
節分豆まき大会
豆まきと着ぐるみ人形劇「したきりす
ずめ」
a1月31日㈰
1回目10：00～ 2回目13：00～
bコミュニティ広場ステージ
協力…川口むさし野ロータリークラブ

洋蘭展
カトレアなどの気品あふれる洋ランの
展示。約200品種300鉢の展示・販売。
a２月6日㈯～8日㈪10：00～16：30
b観賞温室
協力…川口愛蘭会、新宿御苑

「花と緑」
の園芸作品展

①庭木の剪定と管理
落葉樹、常緑樹、針葉樹に分けて樹木
の剪定と管理について解説と実演。
a1月23日㈯10：00～12：00
b研修所2階
d20人
（先着順）
e無料
講師…長嶋 守好 氏
f1月14日㈭9：00から電話で
②サクラソウの育て方
サクラソウの解説と植替えの実習
a2月18日㈭10：00～11：30
b研修所2階

子どもネイチャー教室
たこを作ろう

a1月17日㈰12：00～15：00
b林間教室
c幼児～小学生
（未就学児は保護者同伴）
d20人
（先着順）
e200円
（保険代含む）
f当日会場で１５分前から
※たこは園内では揚げられません。

アイススケート場開催中
a1月2日㈯～2月28日㈰
9：00～16：00
（入場は15：00まで）
※休場日…火曜日
※悪天候・リンクコンディションにより
休場する場合があります。
e一般540円
高校生
（学生証提示者）
320円
子ども
（4歳～中学生）
210円
※市内在住の68歳以上のかたは無料
（住所・年齢の確認できる保険証な
どの公的証明書を提示）
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。
gアイススケート場
i048-281-2524
（開場期間中）
※1月17日㈰は市民スケートレクリエ

ーション大会のため、一般のかたは
12：00から滑走できます
（入場料無
料）
。雨天の場合は24日㈰に延期。

ミニ鉄道運行中

わくわくスケート体験教室
氷上歩行から自力滑走までの初歩的
な知識と技術を体験
a1月22日㈮・23日㈯の２日間コース
16：30～18：00
※雨天の場合は、1月29日㈮・30日㈯
に延期
c市内在住の5歳～小学生
（保護者同伴、見学のみ）
d70人
e無料
（スケート貸靴代300円有料）
f必ず往復はがき
（1枚で参加者1人）
で、
〒333-0826 新井宿700 グリー
ンセンター わくわくスケート体験教室
担当係へ郵送

返信面記入例
52円
切手

わくわくスケート
体験教室希望

郵便往復はがき

返信

申込者の住所

園芸教室

d15人
（先着順）
e500円
講師…グリーンセンター職員
f1月28日㈭9：00から電話で
※昨年度受講したかたは申し込みで
きません。

お子さんの氏名 様

鳩ヶ谷高校園芸デザイン科の生徒に
よる卒業作品の展示。フラワーデザイ
ン・グリーンデザイン・ガーデンデザイ
ンなど。
a2月13日㈯～15日㈪9：30～16：00
b緑のアトリエ

休 園 日 1月…1日㈷、2日㈯、4日㈪、火曜日 ※3日㈰は新年特別開園
（無料）
2月…火曜日、12日㈮
開園時間 9：00～17：00
（入園は16：00まで） i048-281-2319 http://greencenter.1110city.com/

（ふりがな）

＊お子さんの氏名
＊生年月日
＊学年
＊保護者の氏名
＊住所
＊電話番号

運行時間…10：00～15：00
e1回210円
※乗車回数券3枚つづり510円
（当日限り有効）
※ミニSL
（蒸気機関車）
の運行は土・日
曜、祝日の13：00～14：30
※天候により運休する場合があります。

緑の相談所
（園芸相談）
a10日㈰、11日㈷、21日㈭、24日㈰、
25日㈪
10：00～12：00、13：00～15：00
※10日㈰、24日㈰は午後のみ。

園内ガイドツアー
ガイドボランティアが見ごろの花を説
明しながら園内を歩いて巡ります。
a1月10日㈰、24日㈰
11：00～12：00
集合場所…園内の正門前
d20人
（先着順）
e入園料のみで参加できます

園内開花案内
園内…シナマンサク、ロウバイ、カンザ
キニホンスイセン、ビオラ
温室…カトレア、パフィオペディラム、
ブーゲンビレア、アロエ

※往信面右側は何も記入しないでく
ださい
※応募者多数の場合は抽選
申込締切日…1月12日㈫
（消印有効）
※詳細は、グリーンセンターホームペ
ージまたは電話でお問い合わせく
ださい。

スポーツ情報
2月分トレーニングルーム利用者講習会

スポーツ教室

c15歳以上のかた
（中学生は除く）
f1月20日㈬9：00から電話で
（先着順）
。当日は、費用500円、写真1枚
（4×3㎝）
、
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
どで住所がわかるもの）
を持参してください。
（子ども同伴はご遠慮ください）
※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。
開催日時

施設名

定員

東スポーツセンター
i048-222-4990

2/2㈫・2/6㈯・2/16㈫・2/20㈯
10：00～
（1回目）
・19：00～
（2回目）

各10人

西スポーツセンター
i048-251-6377

2/ 8 ㈪・2/12㈮ 10：00～
（1回のみ）
2/22㈪・2/27㈯ 19：00～
（1回のみ）

各15人

安行スポーツセンター 2/13㈯ 10：00～
（1回目）
・19：00～
（2回目）
各10人
i048-296-1200
2/14㈰ 10：00～
（1回目）
・14：00～
（2回目）
体育武道センター
i048-251-9227

2/7㈰・2/14㈰・2/21㈰・2/28㈰
10：00～
（1回目）
・14：00～
（2回目）
2/10㈬・2/24㈬ 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さ
i048-298-9993 い。事前の電話予約不要。
（2/24㈬～26㈮はメンテナ
ンスのため休止）
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※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。

●東スポーツセンター i048-222-4990
生き活きライフ健康教室 d20人
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回

ストレッチングで姿勢改善
眠った筋肉を目覚めさせる体幹トレーニング
下半身の筋力アップ、転倒防止の体づくり
有酸素運動で生活習慣病予防
筋力トレーニングで身体若返り

a1/30～2/27の土曜日 全5回

13：30～15：00

c市内在住・在勤の50歳以上のかた e1,500円
（毎回別途ロッカー代50円）
f1/14㈭10：00から電話で
（先着順）
シェイプアップ＆ヨガ教室 d20人
a1/24～3/27の日曜日 全10回

10：00～12：00

c市内在住・在勤の18歳以上のかた
e3,000円
（毎回別途ロッカー代50円）
f1/12㈫～14㈭17：00までに電話で
※公開抽選は1/17㈰、当選者のみ電話連絡。
※当選者は１/１７㈰～22㈮に本人確認書類を持参の上、申込手続きが
必要です。

