施設の情報
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）
i048-228-5306 k048-223-6480 http://www.city.kawaguchi.lg.jp/recycleplaza

おもちゃの病院

リサイクル家具類販売
（競争入札）

休館日…5日㈪、12日㈪～16日㈮、20日㈫、26日㈪、27日㈫
i048-262-8431 http://www.kawaguchi.science.museum bSKIPシティ内

入 場 料…一般 200円・小中学生 100円
科学展示室 年間入場券…一般 820円・小中学生 410円
※未就学児は無料。

開館時間…9：30～17：00
（入館は16：30まで）

サイエンスショー

12：00

13：30

15：00

15：30

1日㈭

──

──

──

──

ポラリス

土曜日

──

ポラリス

ポラリス

スター
オーシャン

──

日曜日

キッズ
アワー

ポラリス

ポラリス

スター
オーシャン

──

土曜日

──※1

コズミック コズミック
フロント
フロント

ポラリス

──

キッズ
アワー

コズミック コズミック
フロント
フロント

ポラリス

──

──

コズミック
フロント

──

──

──

パブリック

29日㈭

特別観測会「秋のお月見」

一般投影

「コズミックフロント 時間旅行」
（新番組）
「時間」
と
「空間」
が、
まるで生きているように動いたり、ねじれたり、ゆがんだり、
広がったりできるとしたら・
・
・。そんな不思議な時間と空間の旅に出かけてみまし
ょう。
（星空生解説約25分+番組25分）
「ポラリス」
北極で出会ったシロクマのレナードとペンギンのジェームズ。
「どうして北極や南
極は半年もの長い夜が続くの？」
その答えを求めて、二人は宇宙へ旅立ちます。
（星空生解説約20分+番組29分）

天文台20cm屈折望遠鏡での月の観測
a17日㈯19：45～20：45 受付時間…19：15～19：45
d100人
（先着順） e無料
f上記受付時間に1階科学館入口前で
（並んだかたのみ）
※混雑状況により受付時間を早めることがあります。
※中学生以下は保護者同伴。
※17：15に開催決定を行い、
くもり・雨・強風の場合は中止します。

「スターオーシャン」
年々発見が相次ぐ太陽系外惑星。地球に似た生命が存在する惑星の発見にも期
待が高まっています。探査の歴史をたどりながら、
系外惑星について紹介します。
（星空生解説約25分+番組25分）

天文台ガイドツアー

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…10：45～11：15 c科学展示室に入場したかた
d12人
（先着順） f当日科学展示室で ※雨・強風の場合は中止します。

夜間観測会
受付時間

公開時間

18：30～19：00

19：00～20：00

キッズアワー

9月・10月のテーマ「お月さまの形はなぜかわる！？」
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・秋～お月さまの形はなぜかわる！？～」
（15分）
も投影します。

d50人
（先着順） e無料
f上記受付時間に1階科学館入口前で
（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
時間前でも受け付けを行い、列を解散することがあります。
※中学生以下は保護者同伴。
※17：15に開催決定を行い、
くもり・雨・強風の場合は中止します。

f…申込・提出・応募

g…問い合わせ

m…Eメール

i…電話

2016.9 広報かわぐち
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施 設

b総合棟屋上

宇宙の教室 ～太陽系の天体～【全4回】

子どもから大人まで、宇宙を学べる天文講座
（星空解説もあります）
第4回「準惑星～冥王星とその仲間たち～」
準惑星の冥王星やケレスなどの特徴について紹介します。
a24日㈯10：30～11：20 f不要
（1回のみの参加も可能）

寄 附

うきうき探検

ミッションカードを手に入れて展示室を探検しよう。 配布時間…20分
a土曜日…10：30、15：10 ※カードがなくなり次第、受付終了。

天文講座

税

※1…24日㈯は天文講座
「宇宙の教室」
を開催します。
※2…8日㈭はメンテナンス、15日㈭は休館日のため投影はありません。

どきどきサイエンス

土星
球状星団

※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

17日
㈯ 日曜・祝日
から

a日曜・祝日…14：30、16：00 d各回20人
（先着順） 所要時間…約30分
テーマ 「てんびんで綱渡り」 e250円
f当日科学展示室で ※小学2年生以下は保護者同伴。

主な観測対象

b3階 d160人 所要時間…約50分

募 集

a土曜日…14：30、16：00 d各回50人 所要時間…約20分
3 日㈯「ロコップ PartⅡ」
10日㈯「のぼり人形」
作るもの
17日㈯「ストロケット2号」
24日㈯「ストロー de 正多面体」
※未就学児は保護者同伴。

開催日

プラネタリウム

11日
㈰
まで

わくわくワーク

10日㈯
24日㈯

※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。

投影開始時刻

a日曜・祝日…13：40、15：10 所要時間…約30分
4 日㈰「ぶくぶくぷっくりショー」
11日㈰「酸素の七変化」
18日㈰「Tobe 高く！」
テーマ
19日㈷「酸素の七変化」
22日㈷「○○実験」
25日㈰「かんかんかんせい実験室」

天文台

観 覧 料…一般 410円・中学生以下 200円
プラネタリウム 年間観覧券…一般 1，
640円・中学生以下 820円

イベント

科学展示室

a9月25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
d10店舗
（先着順）
f9月1日㈭～21日㈬の8：30から電話で

講習・講演

科学館（サイエンスワールド）

9月のイベント

定例朝いち親子フリーマーケット開催

a9月25日㈰9：00～10：30
（毎月第4日曜日）
内覧期間…9月18日㈰～24日㈯
（19日㈷・22日㈷を除く）
結果発表…11：00
※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の開始とします。

福 祉

a9月11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。

一般 情 報

リサイクルプラザ

施設の情報
一般 情 報

図書館

休館日…中央図書館…16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…5日㈪・12日㈪・20日㈫・26日㈪・30日㈮
中 央 i048-227-7611 前 川 i048-268-1616 新 郷 i048-283-1265 芝園分室 i048-269-2241
戸 塚 i048-297-3098 鳩ヶ谷 i048-285-3110 横曽根 i048-256-1005

福

秋季図書特別整理期間 新郷図書館…10月 4 日㈫～7日㈮
芝 園 分 室… 9 月29日㈭
（休館）
のお知らせ

祉

9月移動図書館あおぞら号 巡回

講習・講演
イベント

巡回日
7・21㈬
巡回日
1・15㈭
2・16㈮
14・28㈬
8㈭
巡回日
9・23㈮

10：30～11：30
領家公民館
10：30～11：30
道合神戸住宅
芝西公民館
芝スポーツセンター
朝日東公民館
10：20～11：00
安行東小学校

製本ボランティア養成講座（前川図書館）

※雨天の日は中止します。

14：20～15：00 15：30～16：10
東内野団地
江川運動広場
15：00～16：10
根岸小学校
武道センター
芝樋ノ爪小学校
蔵人公園
（旧元郷分館）
15：00～16：10
安行原グリーンタウン

メディアセブン

a9月28日、10月5日、12日、19日、11月2日
（全5回）
毎回水曜日 １0：15～１2：00
b前川図書館4階 講師…澤田 敬子 氏
（製本工房トントン）
c全5回参加できるかたで講座終了後、
前川図書館で製本ボランティアとして活動できるかた。
d12人
（先着順） e1,600円
（講習初日にお支払いください。）
fg9月13日㈫10：00から電話で

戸塚図書館の休館
10月17日㈪～11月中旬
（予定）
は施設
（空調）
工事・図書特別整理のため休館します。
なお、休館中でもブックポストへ本の返却はできます。
※市外借用本・視聴覚資料
（CD・DVD・ビデオ・カセット）
は返却窓口を設けますが、詳細は
戸塚図書館へお問い合わせください。

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9：00～18：00
b川口駅前キュポ・ラ7階 i048-227-7622 http://www.mediaseven.jp

申込方法

募
集

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。
日時、
〒、
住所、
参加者氏名、
ふりがな、
生年月日、
電話
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、
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から。

パブリック

＊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。

9月の映画会
mama cinema

申込不要

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
※補聴器の貸し出しあり

ママシネマ

本の上の映画館

～赤ちゃんを連れて映画を楽しもう～

税

授乳場所を設けたり、ベビーカーを隣に寄せられるように、会場づくり
を工夫した上映会を毎月行っています。
c小さな子ども連れのかたのみ

※上映当日に会場までお越しください。

9月の特集
「10周年特別企画 Favorites」

上映日

時間

作品

9 日㈮

19：00～

「第三の男」

定員

11日㈰

14：00～

「モーツァルト 歌劇《魔笛》映画版」

上映日

時間

作品

定員

17日㈯

14：00～

「赤と黒」

21日㈬

14：00～

「バグダッド・カフェ」

30人

28日㈬

19：00～

「カサブランカ」

寄

9月のトークイベント
開催日時

附

8日㈭
19：00～21：00

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

100人

※席に空きがあれば当日入場可

ゲスト

タイトル／内容

溝口 敦 氏
（ノンフィクション作家、
ジャーナリスト）

「特殊詐欺の世界」
オレオレ詐欺、架空請求詐欺、未公開株勧誘などの特殊詐欺は、実態が見えてこないため、未だ多くの被害が
出ています。それらの特殊詐欺を働くグループにはどのような人間がいてどのように構成されているのでしょ
うか。組織犯罪問題の第一人者が取材を通して見えてきた詐欺グループの内実を語ります。

施
設

菅原 佳己 氏
30日㈮
19：00～21：00 （スーパーマーケット研究家）

10月のパソコン講座

「知って味わう！スーパ―で探るご当地食のヒミツ」
日本全国、
どの地域にも必ずある
「スーパーマーケット」
。そこでは、土地特有の習慣や名産などを見ることが
できます。そのユニークな魅力とご当地ならではの驚きの商品を、一人で全国取材をしている菅原佳己さんが
熱く紹介します！

初級

申込方法 ①②③④ 9月20日㈫必着

bコミュニケーションスタジオ c18歳以上
d各16人
（応募者多数の場合は抽選）
1楽しく作ってみよう年賀状
a10月16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
2ワード入門
（2日完結）
a10月7日㈮・11日㈫
10：30～15：30
cマウスの操作と文字入力
ができるかた
e2,800円
3エクセル入門
（2日完結）
a10月29日㈯・30日㈰
10：30～15：30
cマウスの操作と文字入力
ができるかた

19

e無料

2016.9 広報かわぐち

e2,800円
4初心者のためのパソコン
相談会〈申込不要〉
a10月16日㈰
13：30～15：00
（受付13：15～14：30）
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。
※受付開始時間を10月から
変更しましたのでご注意く
ださい。

9月の映像制作講座 初級

申込方法 ①②③④ 9月7日㈬必着

映像編集をはじめたいかたのための講座です。
●はじめて映像編集講座
パソコンでの映像編集の基本操作から、音楽や効果音や文字入れなどの効果を使った編集方法
や、完成した動画の保存・公開方法を学びます。
※Windowsの無料プログラム、Windows ムービーメーカー2012を使用します。
a9月17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）
d16人
（応募者多数の場合は抽選） e1,000円

10月のパソコン講座 中級 申込方法 ①②④ 基礎編9月24日㈯まで、関数編10月13日㈭まで
エクセルの基本操作を一通りできるかたが、一歩進んだ使いかたを学ぶための講座です。
●もっと聞きたい！エクセル基礎のおさらい 基礎編／関数編
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を学びます。使用したデータは持ち
帰りできます。
a基礎編…10月4日㈫、11日㈫19：00～21：00 ※2日完結
関数編…10月23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エクセルの基本操作ができ、
スキルアップを目指しているかた
d16人
（応募者多数の場合は抽選） e各3,300円

a…日時・期間

b…場所

c…対象

d…定員

e…費用・料金

施設の情報
川口緑化センター 樹里安
秋の古典園芸植物展
早秋盆栽展
盆栽や盆栽鉢の展示・販売
a9月17日㈯～19日㈷ 9：0０～17：00

ぶ講習会
a9月24日㈯14：0０～ 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まで郵送
９月２１日
（水）
必着
盆栽・植木・鉢物などの展示・販売、盆栽展示
（24日
は20：00まで夜間展示）
、園芸デモンストレーション
（両日13：
３０～）
、園芸相談

休館日…月曜日
（祝日の場合は翌平日） 開館時間…10：00～18：00
（入館は17：30まで）
展示入替のため臨時休館…9月1日㈭～4日㈰、10月4日㈫～7日㈮
i048-253-0222 http://www.atlia.jp/

秋の企画展／開館１０周年記念事業第２弾
〈河口龍夫―時間の位置〉

第６回 公募 新鋭作家展
二次審査プレゼンテーション展示公開

e300円
（高校生以下無料。65歳以上のかた、障害者手帳をお持ちのかたと付
添のかた１人は半額。）
※開館10周年記念リピーター割引…これまでの当館企画展のチケットやアトリ
アのロゴの入ったチラシを持参のかたは半額
（他の割引制度とは併用不可）

共催展 第25回水道ポスターコンクール入賞作品展示会
市内の小学4年生を対象としたコンクールの優秀作を展示します。
a9月22日㈷～25日㈰ e無料

展示室A・Bとスタジオの貸し出しを行っています。作品発表を中心とし
たアート活動の場としてご利用いただけます。

タイトル ［時間の位置、
地下の闇］闇を封印する

河口 龍夫 氏
（秋の企画展出品者）

対 象

18歳以上のかた
※10階分以上の階段を自力で往復することが可能で閉所・暗所での活動
が自己責任でできるかた。
またその同意書に記名いただけるかた。
※主催者はトラブル時の責任を負いかねます。また介助ができない可能性
があります。
※係員の指示に従い行動いただけるかた。
※当日の体調不良・けが・飲酒などにより通常の判断・行動ができない状態
のかた、
また日本語の案内に不安を覚えるかたの参加はお断りします。
※開催中撮影を行います。後日映像・写真として公開することに同意いただ
けるかた。

定 員

15人

はがき・FAX・メールに①～⑤を明記の上、指定の締切日までに申込先へ。締切日から一
週間後に通知を送付します。応募多数の場合は抽選です。
①希望のワークショップ名 ②名前（ふりがな） ③年齢・性別
④〒・住所（集合住宅の場合は建物名まで） ⑤電話番号（緊急の際に連絡がとれるもの）
■申込締切日…9月21日㈬必着
応募や参加は、以下の点をお守りください。
違反された場合、申し込みをお断りする場合があります。
※１回の応募で、複数のイベントは申込みできません。
ご注意 ※同一コースを希望の家族に限り、併記可能です。
その際は、対象年齢にご注意ください。
※参加費は当日に受付でお支払いください。
当日は通知はがきを忘れずに持参してください。
〒332-0033 並木元町1-76
「ワークショップ・講座」
係
申込先 アートギャラリー・アトリア
k048-240-0525 mautumn2016@atlia.jp
（イベント受付専用）

m…Eメール

■第27回川口市工芸展
a9月27日㈫～10月2日㈰ 初日13：00～／最終日～17：00
川口市の工芸文化の向上とプロとアマチュアの工芸作家の集団が技
術を出し合った工芸全般の展示会。
■LEE HYUNOK個展
a9月27日㈫～10月2日㈰ 初日13：00～／最終日～16：00
記憶の中にある意味を時間性と空間性を通して表現する作業を続けて
います。今回が6回目の個展。

利用申込 申込多数の場合は抽選となります。

申 込 方 法

g…問い合わせ

■宮野雄一郎 写真展「120」
a9月21日㈬～25日㈰ 初日13：00～／最終日～17：00
40年以上も前に製造された中判フィルムカメラで撮影した写真を展
示。
フィルムならではの空気感を写真から感じ取ってください。

i…電話

貸出期間
展示室A・B

スタジオ

申込受付期間

公開抽選日
（申込多数の場合）

2016年
9月1日㈭～30日㈮

2016年
10月2日㈰

2017年
9月26日㈫～ 10月1日㈰
6日間
2017年
10月3日㈫～ 9日㈷
7日間
2017年
10月11日㈬～ 15日㈰
5日間
※展示内容などを申込時にご提示ください。
詳細はお問い合わせください。

2016.9 広報かわぐち
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施 設

講 師

展覧会

寄 附

《DARK BOX 2016》の制作を行います。アトリアが位置する並木元町公園
に完成する雨水調整池に降りて行き、全ての光を遮断して生まれる
「闇」
を、
川口の鋳物で出来ている箱に閉じ込め作品を完成させる、今回限りの特別
な体験です。

税

貸しギャラリーのご案内

e500円

10月8日㈯14：00～16：00

パブリック

a10月8日㈯～11月26日㈯ ※期間中の土曜日は20：00まで開館
※関連イベント開催時は作品観覧に一部制限があります。

文化芸術の振興と新鋭作家の発掘・育成を目的とした公募展で、優秀者には翌
年の〈新鋭作家展〉における企画参加の機会と制作補助費が贈られます。本展
では入選者によるプレゼンテーション展示を公開。未来を担うアーティストたち
の作品をご覧ください。
a9月6日㈫～19日㈷ ※期間中の土曜日は20：00まで開館 e無料
出品者…村上 郁／佐藤 史治＋原口 寛子／山田 沙奈恵／川田 知志／
金沢 寿美／大場 さやか／藤井 龍／熊野 陽平
（受付順）

募 集

なかなか振り返らないけれど、確かに存在する
「何か」
。普遍的に在る物事を可
視化することで世界を捉えなおすアーティスト河口龍夫がアトリア開館10周年
記念の節目に
「時間」
をテーマとした作品群を、川口の鋳物を使った新作《ＤＡＲＫ
ＢＯＸ 2016》を中心に展開します。並木元町雨水調整池の工事現場でも新作を
生み出す新たな試みをぜひご覧ください。

f…申込・提出・応募

岩ギボウシの展示・販売
a10月1日㈯・2日㈰9：0０～17：00

イベント

アートギャラリー・アトリア

内 容

秋の岩ギボウシ展

講習・講演

多肉植物の寄せ植え方法とその後の管理方法を学

秋の企画展関連ワークショップ

川口物産観光フェア
川口市を代表する特産品の展示・販売など
a9月25日㈰9：0０～17：00

第7回川口安行の植木・盆栽展 麻布十番

多肉植物の寄せ植え講習会

日 時

a9月24日㈯・25日㈰11：0０～17：00
bパティオ十番
（東京メトロ南北線麻布十番駅下車）

福 祉

おもと、南天、長生ランなどの古典園芸植物の展示・販売
a9月10日㈯・11日㈰9：00～17：00

道の駅
「川口・あんぎょう」
i048-296-4021 http://www.jurian.or.jp/

一般情報

ジ ュ リ ア ン

施設の情報
一般情報

婦人会館・青少年会館
赤ちゃんサロン

福 祉
講習・講演

お母さんの体操・ベビーマッサージ・育児相談など
a10月21日㈮13：30～15：30
b婦人会館2階日本間1号
c市内在住の3カ月～1歳未満の乳児と母親10組
20人
（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
f9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たかたは参加できません。

イベント

グリーンセンター
写真展の作品を募集

募
集
パブリック
税

四季折々の花木が彩るグリーンセンターの写真を
募集します。花と緑に関連する作品で、グリーンセン
ターの魅力を発見してみませんか。
作品受付時期…9月1日㈭～30日㈮
撮影場所…当園内で撮影したもので未発表のもの
に限ります
（1年以内のもの）
応募方法…応募票
（コピー可）
に記入し、
作品の裏面
（応募票は園内で配布して
に貼付して、
持参または郵送で
いるチラシに掲載、
ホームページからダウンロードもできます）
応募資格…どなたでも応募できます。
作品規格…●カラーまたは白黒で、四つ切り、
ワイド
四つ切り、
Ａ４●デジタルは可、デジタルによる合成
や画像加工したものは不可●一人１点●プリントで
応募●出品料無料
※写真展開催予定…11月10日㈭～12月11日㈰
詳細は、
チラシ、
ホームページでご確認ください。

園芸教室
「バラを育てよう2」

寄

ハイブリットティーローズ
（２・３年生苗）
の育て方の
講義
（実習はありません。）
a10月22日㈯10：00～12：00 b研修所2階

休館日…月曜日
（祝日の場合は翌日が休館）
住所…上青木西1-2-19 i048-253-1444

※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。

子育て支援講座

～お父さん、お母さんの
ための離乳食のお話～

a9月24日㈯14：00～16：00
b青少年会館1階クラブ室2号
c市内在住の生後3カ月～6カ月までの子どもがい
る男女20組40人
（先着順）
e200円
（保険代など）
持ち物…筆記用具、
オムツ、授乳ケープなど
f9月7日㈬9：00から電話で

k048-256-6433

子育てホッとサロン
子どもを遊ばせながら他のお母さんとの交流を図る。
a10月13日㈭ 10：30～12：00
b婦人会館2階日本間1号
c市内在住の乳幼児とその保護者 e200円
担当…子育て支援ボランティア ドレミ
※直接会場へお越しください。
※青少年会館は9月27日㈫から改修工事のため当面の間
休館します。文化祭は、10月1日㈯・2日㈰に行います。

休園日… 9月 毎週火曜日・23日㈮ 10月 毎週火曜日・7日㈮
i048-281-2319 http://greencenter.1110city.com/
9・10月の滝・大噴水は ①10：00～10：30

②12：00～12：30

d20人
（先着順） e2，
000円
（２
・
３年生苗鉢付き）
講師…長嶋 守好 氏 f9月23日㈮9：00から電話で

子どもネイチャー教室

臨時開園 10月4日㈫

③14：00～14：30

ミニ鉄道運行中
運行時間…10：00～16：00 e1回210円
※回数乗車券3枚つづり510円
（当日限り有効）
※天候により運休する場合があります。

c幼児から小学生 ※未就学児は保護者同伴
e200円
（保険代含む） f15分前から当日会場で
園内ガイドツアー
①ひょうたんに絵を描こう、ぶんぶん駒つくり
園内の見ごろの花、樹木など
「今日の見どころ」
をガ
ひょうたんにマジックで絵を描いたり、牛乳パックに
イドボランティアが案内します。
模様をつけてブンブン回る駒を作ります。
a9月11日㈰・25日㈰10：30～11：30
（雨天中止）
a9月11日㈰12：00～15：00
集合場所…正門前 d20人
（先着順）
b林間教室 d30人
（先着順）
e入園料のみで参加できます
②夏の足跡と、秋の訪れを探してみよう
ネイチャーゲームで秋の訪れを感じましょう。
緑の相談所
（園芸相談）
a9月18日㈰、25日㈰13：00～15：00
3 日㈯、4 日㈰、7 日㈬、
10日㈯、
11日㈰、
14日㈬、
b林間教室 d30人
（先着順）
17日㈯、
18日㈰、
19日㈷、
22日㈷、
24日㈯、
25日㈰、
③大工さん遊び
大工さんになったつもりでいろいろなものを作りましょう。 28日㈬ 10：00～12：00、13：00～15：00
a10月8日㈯10：00～15：00
※11日㈰、25日㈰は、午後のみ。
b林間教室 d40人
（先着順）
9月の園内開花案内
④竹工作
竹を使っていろいろなものを作ってみましょう。
園内…ススキ・サルスベリ・スイフヨウ・ムクゲ・
a10月9日㈰、10日㈷10：00～15：00
キョウチクトウ
b林間教室 d40人
（先着順）
温室…ネッタイスイレン・ハナキリン・カトレア

附

スポーツ情報

施

10月分トレーニングルーム利用者講習会

スポーツ教室

設

c15歳以上のかた
（中学生は除く）
※子どもの同伴はご遠慮ください。 e500円
f9月21日㈬9：00から電話で
（先着順）
。持ち物…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、
学生証など住所がわかるもの）
※利用の際は、講習会修了証を持参ください。
施設名

開催日時

定員

東スポーツセンター
048-222-4990

10/1㈯・4㈫・15㈯・18㈫
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

10/14㈮ 10：00～
（1回のみ）
10/22㈯・24㈪ 19：00～
（1回のみ）

各15人

安行スポーツセンター 10/8㈯ 10：00～
（1回目）
・19：00～
（2回目）
i048-296-1200 10/9㈰ 10：00～
（1回目）
・14：00～
（2回目）

各10人

10/2㈰・9㈰・16㈰・23㈰・30㈰
10：00～
（1回目）
・14：00～
（2回目）
10/12㈬・26㈬ 10：00～
（1回のみ）

各10人

体育武道センター
i048-251-9227

（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
（先着順5人）
i048-298-9993
※事前の電話予約不要※10/26㈬はメンテナンスのため休止

市民ハイキング大会
（市民選手権）
小仏～城山の一定区間で競技を行います。歩行約４時間
（競技は約１時間半）
a10月2日㈰ 川口駅改札口前 6：40集合
（雨天中止） b高尾山周辺
交通手段…電車・バス利用 c18～68歳の健康で山登りの好きなかた
d30人
（先着順） 持ち物…昼食、飲み物、雨具、行動食、靴は登山靴など
e1,00０円
（保険料を含む）
交通費各自
（昼食時に味噌汁サービスあり）
g9月24日㈯までに山岳連盟
（花原）
へ電話で i048-266-9307
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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
間違いないようお願いします。

●安行スポーツセンター i048-296-1200
①ピラティス教室
a9/28～12/7
（11/23を除く）
の水曜日 全10回 14：00～16：00
b安行東公民館 日本間 c市内在住・在勤の18歳以上のかた
d15人 e3,000円 f9/7㈬10：00～9/14㈬20：00まで電話で
※9/15㈭10：00から公開抽選
（当選者のみ電話連絡）
②ヨガ教室
a9/30～12/9
（11/11を除く）
の金曜日 全10回 10：00～12：00
b安行東公民館 日本間 c市内在住・在勤の18歳以上のかた
d15人 e3,000円 f9/7㈬10：00～9/14㈬20：00まで電話で
※9/15㈭10：00から公開抽選
（当選者のみ電話連絡）

●体育武道センター i048-251-9227
少年少女少林寺拳法教室
a10/6～12/1
（11/3を除く）
の木曜日 全8回 18：40～19：40
b剣道場 c市内在住の小学1～6年生 d15人
（先着順）
e800円 f9/15㈭9：00から電話で

ジョギングセミナー
a10月2日㈰10：00～12：00
（雨天中止） b青木町公園陸上競技場
講師…片岡 純子 氏
（第4・5回世界選手権大会日本代表）
d100人
（先着順） e500円
（小学生以下は無料、保険料含む）
f9/7㈬9：00から電話で
g
（公財）
川口市スポーツ協会 i048-254-3575

a…日時・期間

b…場所

c…対象

d…定員

e…費用・料金

