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サイエンス
ショー

a日曜日・祝日…13：15、15：15
所要時間…約30分
テーマ  6 日（日） 「－196℃の世界」
　　　 13日（日）・20日（日） 「ビタミンＣでウッシッシー！」
　　　 27日（日）・29日（祝） 「空気の力」

b総合棟屋上 天文台天文台

どきどき
サイエンス

a日曜・祝日…11：45、14：15　2日（水）・4日（金）…11：00、14：00
d各回30人　所要時間…約35分
テーマ 「キャンドルを作ろう」　e250円
f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。

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
a土曜日…14：15～14：40　e無料
※カードがなくなり次第、受付終了

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　d12人（先着順）
f当日科学展示室に入場し、科学展示室入口にお越しください。
※10：45に雨・強風の場合は中止します。

天文台
ガイドツアー

e無料
f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でご参加ください。
※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。

夜間観測会

開催日
12日（土）
26日（土）

主な観測対象
火星・月

火星・木星

受付時間

18：30～19：00

公開時間

19：00～20：00

定員

50人

4月のイベント
開館時間…9：30～17：00（入館は16：30まで）科学展示室 ※下記、催し物への参加は別途入場料が必要です。

科学館 （サイエンスワールド） 休館日  7日（月）、14日（月）、21日（月）、22日（火）、28日（月）
i048-262-8431　http://www.kawaguchi.science.museum　bSKIPシティ内

「スペースエイジｰ宇宙を目指すものたちｰ」
ガガーリンによる人類初の宇宙飛行やアポロ11号の月面着陸、宇
宙ステーション建設など宇宙開発史に残る人類の挑戦をリアルな
CG映像で再現します。（星空生解説約20分+番組30分）

「宇宙の旅人 -Voyagers of space-」
時間と空間を旅する少女の目線で、宇宙誕生から、銀河系、太陽系、
我々の地球誕生までを圧倒的な映像美で紹介します。

（星空生解説約25分+番組25分）

一般投影

「空と宇宙」
季節のテーマにそった生解説中心の子ども(小学校低学年)向け投
影です。（約50分）

キッズ
アワー

プラネタリウム ※原則として途中入退場はできません。
※観覧券の販売は、投影開始時刻の5分前に終了します。

b3階プラネタリウム  d160人  所要時間…約50分

わくわく
ワーク

a土曜日・1日（火）・3日（木）…13：00、15：00
d各回50人　e無料　所要時間…約30分
作るもの  1 日（火）・3日（木）・5日（土） 「パタリンチョウ」
　　　　 12日（土） 「ストロー飛行機」
　　　　 19日（土） 「ブーメラン」
　　　　 26日（土） 「ロコップ」
※未就学児は保護者同伴でご参加ください。

前期
サイエンス

クラブ
4回連続で学ぶ

実験と
ものづくり教室

a5月24日（土）、6月7日（土）、6月21日（土）、7月5日（土）
①ビギナークラス（科学にふれたい小学３･４年生向け）
a9：45～10：30　所要時間…45分　d12人

②マスタークラス（科学を深めたい小学４～６年生向け）
a10：45～11：45　所要時間…60分　d12人

※6月7日のみ2クラス合同9：45～11：45
e400円＋科学展示入場料各回100円（年間券利用可）
f往復はがきで、往信面に①〒・住所、②氏名（ふりがな）、③学校
名・学年、④電話番号、⑤希望クラス、返信用あて名欄に住所・氏名
を記入し、〒333-0844 上青木3-12-18 川口市立科学館「サイエ
ンスクラブ」係まで郵送。
申込締切…5月2日（金）消印有効　※申込多数の場合は抽選

1日（火）～4日（金）
土曜日

日曜・祝日
木曜日（3日除く）

10：30
──
──

キッズアワー

12：00
キッズアワー

スペースエイジ
スペースエイジ

15：00
スペースエイジ

宇宙の旅人
宇宙の旅人

13：30
スペースエイジ
スペースエイジ
スペースエイジ

投影開始時刻

申込方法 ①来館
メディアセブン・カウンターにて申込用紙に記入

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・講座ページ中の申込フォームより

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。

ワードの基本操作を一通りできるかたが、一歩進んだ使い方を学ぶための講座です。
●ワードで会報をつくろう
ワードを使用して「会報」をつくってみませんか。簡単な表やイラストの入れ方、タブ
とリーダーのつかい方などワードの機能を学びます。すぐにいかせるちょっとしたコ
ツも習得しましょう。講座で使用したデータはCD-Rに記録してお持ち帰りできます。
a5月13日（火）、20日（火）、27日（火）各日19：00～21：00　※3日完結
bコミュニケーションスタジオ　cワードの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）　e3,300円
f来館、Eメール、ホームページで5月3日（祝）まで

5月のパソコン講座 ： 中級 申込方法 ①②④
撮りためた動画をお持ちでパソコンでの動画の編集方法を学びたい、動画編
集未経験のかた向けの講座です。
●はじめての映像編集講座～入門編～
Windowsの無料プログラム、Windowsムービーメーカー2012を使用して、
SDカードからの読込方法をはじめ、パソコンでの映像編集の基本操作を学びます。
a5月10日（土）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方（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4月20日（日）必着

5月の映像制作講座 ： 初級 申込方法 ①②③④

メディアセブン  休館日 18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

5月14日（水） 19：00～21：00
（18：30開場）

開催日 時間 出　演　者5月のメディアセブン寄席 申込方法 ①② 先着順
bプレゼンテーションスタジオ　d80人　e1,500円
f来館、Eメールで先着順　※席に空きがあれば当日入場可 

①瀧川 鯉和 氏（落語家）
②田辺 一邑 氏（講談師）

③花仙 氏（江戸太神楽）
④一龍齋 貞橘 氏（講談師）

申込不要4月の映画会（無料） 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

mama cinema  ママシネマ
～赤ちゃんを連れて映画を楽しもう～

本の上の映画館 4月の特集「シネアストの肖像  本橋成一」d各100人d30人

5日（土）11：00～ 16日（水）14：00～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子ども連れのかたのみ

13日（日）14：00～「祝（ほうり）の島」22日（火）19：00～「水になった村」

19日（土）14：00～「ナージャの村」 30日（水）19：00～「バオバブの記憶」「台北の朝、僕は恋をする」 ※16㎜フィルム

おもちゃの病院（毎月第2日曜日）

a4月27日（日）9：00～10：30　結果発表…11：00
＊内覧期間…4月20日（日）～26日（土）［21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

しを10：30の開始とします。あらかじめご了承ください。

a4月13日（日）13：30～16：00（受付は15：30まで）
bリサイクルプラザ4階実習室
e無料（ただし、別途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。

a4月27日（日） 9：00～11：45
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
f4月1日（火）～24日（木）（先着10店舗）

リサイクル家具類販売（競争入札）
（毎月第4日曜日）

定例朝いち親子フリーマー
ケット開催！（毎月第4日曜日）

リサイクルプラザ  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

※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。

開催日時 ゲスト 内　　容

4月20日（日）
14：00～16：00

斧屋 氏
（パフェ評論家／ライター）

さまざまなパフェを食べ、パフェの楽しみ方を追求してきたパフェ評論家の斧屋さん。
独特の視点と繊細な考察でその創造的な魅力あふれる世界についてお話しいただき
ます。

4月26日（土）
15：00～17：00

緒方 英子 氏
（音楽ライター）

さまざまな楽器で奏でられるオーケストラ。その一つひとつに携わる人々への取材を
多数されてきた立場から、音楽や音楽家に対して抱かれる一般的なイメージとその
実態について、これまでの取材や３年間のパリでの経験を基にお話しいただきます。

4月のトークイベント

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
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 

5月のパソコン講座：初級 申込方法 ③

①はじめての文字入力
a5月13日（火）10：30～12：30
cパソコン未経験のかた

e800円
②一歩進んだ文字入力
a5月2日（金）10：30～12：30
c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）
e800円
③ホームページを活用しよう！
a5月13日（火）13：30～15：30
cマウスの操作と文字入力ができるかた

e800円
④はじめての電子メール
a5月18日（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パソコンで写真加工
a5月2日（金）13：30～15：30
cマウスの操作と文字入力ができるかた
e800円
⑥エクセル入門（２日完結）
a5月24日(土)・25日(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
e2,800円
⑦初心者のためのパソコン相談会
a5月18日(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。

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）
f往復はがきのみ。1講座につき
1人1枚まで。※4月20日（日）必着

（⑦パソコン相談会は申し込み不要）

開催日時

5月11日（日）
14：00～

（約40分）

うつくしきひかり：中川理沙（ザ・なつやす
みバンド）とMC.sirafu（片想い、ザ・なつや
すみバンド）によるピアノとスティールパン
によるデュオ。2012年3月に待望のファ
ーストアルバムをコンペアノーツより発表。

ライブイベント「まどろみの音楽会」～子どもを連れて音楽をたのしもう～
申込方法 ①②③④bプレゼンテーションスタジオ

c子ども連れのかた
d30人  e大人1000円、小学生以上500円、未就学児は無料
f来館、Eメール、往復はがき、ホームページで先着順

出　　演

小さな子ども連れの大人たちが楽しめる演奏会。ピアノと
スティールパンのデュオで、あたたかな光があふれるよう
な音楽を奏でる「うつくしきひかり」が出演。大人の楽しめ
る曲が中心ですが、小さな子どもたちも一緒にぜひどうぞ。

※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

科学展示施設入場料
大　　人 200円
小中学生 100円

年間入場券
大　　人 820円
小中学生 410円

プラネタリウム観覧料
大　　　人 410円
中学生以下 200円

年間観覧券
大　　　人 1,640円
中学生以下 　820円

※4月1日から消費税率引き上げに伴い料金の一部を改定しました。

第19回彩風展

川口緑化センター 樹里安 道の駅「川口・あんぎょう」
i048-296-4021  http://www.jurian.or.jp/

ジ ュ リ ア ン

春の山野草と小さな盆栽展

ツツジ・シャクナゲ展

花と緑の感謝ウィーク

各会場では先着50人にブルーベリー
苗をプレゼント（両日10：30～）

伝統園芸展

花と緑の祭典

さつきの展示販売、各日先着100人に、
さつき苗を無料配布
a4月4日（金）～6日（日）
　9：00～17：00

a4月12日（土）・13日（日）
　9：00～17：00

《川口緑化センター会場》
◯植木、苗木、鉢物、盆栽、草花など約

770種35,000点と各種園芸資材
の展示販売

◯川口市華道連盟による生け花展
◯専門家による各種植木、花などの

園芸相談
◯上州ぬまたの物産展・フルーツ卵の

販売・川口市観光物産協会物産販売
◯花・植木オークション
◯生け花デモンストレーション
◯安行幼稚園による発表会
◯ＪＡあゆみ野農産物直売所新鮮野菜

とカレーライス販売
《川口市営植物取引センター会場》
◯植木・園芸資材などの展示販売（全

品１割引き）
◯ハーブティー無料サービス（両日実施）

《あゆみ野農協安行園芸センター会場》
◯花・植木・園芸資材などの展示販売
◯先着100人1,000円以上お買い上

げでポット草花をプレゼント（両日実
施）

《新小雅良盆栽センター会場》
◯各種盆栽の展示販売
◯先着１００人に飲み物無料配布

《埼玉県花と緑の振興センター会場》
開園時間…9：00～16：30
◯安行植木の里めぐり

◯自然を生かした工作教室
〈無料シャトルバス運行〉
戸塚安行駅～各会場～川口緑化セン
ター
　　　 安行オープンガーデン
　　　 （15ページをご覧ください）

山野草と小さな盆栽の展示販売
a4月18日（金）～20日（日）
　9：00～17：00

ツツジ・シャクナゲの展示販売
シャクナゲの品種展示
a4月26日（土）～5月6日（振）
　9：00～17：00

植木・花などのセールを実施
a4月26日（土）～5月6日（振）
　9：00～18：00

盆栽や小品盆栽、盆器、飾り棚の展示
販売
a5月3日（土）～6日（振）
　9：00～17：00

創作粘土作品展、ステージショー
a5月3日（土）～6日（振）
　9：00～17：00

苗木の無料配布、キッズチアダンス、
ふれあい動物園、歌謡ショー、抽選会
など
a5月5日（祝）10：00～16：00
b安行スポーツセンター

第1回
第2回
第3回
第4回

5月24日(土)
6月 7 日(土)
6月21日(土)
7月 5 日(土)

風の科学（風の力とブーメラン）
ロボットの科学（簡単プログラミングに挑戦）
生物の科学（海の生物）
力の科学（いろいろな力と浮沈子）

開催日 テーマ 

同時
開催

第７７回
春の安行花植木まつり

第２６回みどりの地球号
ｉｎ安行

スペースエイジ※投影開始時刻は15：30となります。
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サイエンス
ショー

a日曜日・祝日…13：15、15：15
所要時間…約30分
テーマ  6 日（日） 「－196℃の世界」
　　　 13日（日）・20日（日） 「ビタミンＣでウッシッシー！」
　　　 27日（日）・29日（祝） 「空気の力」

b総合棟屋上 天文台天文台

どきどき
サイエンス

a日曜・祝日…11：45、14：15　2日（水）・4日（金）…11：00、14：00
d各回30人　所要時間…約35分
テーマ 「キャンドルを作ろう」　e250円
f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。

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
a土曜日…14：15～14：40　e無料
※カードがなくなり次第、受付終了

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　d12人（先着順）
f当日科学展示室に入場し、科学展示室入口にお越しください。
※10：45に雨・強風の場合は中止します。

天文台
ガイドツアー

e無料
f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でご参加ください。
※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。

夜間観測会

開催日
12日（土）
26日（土）

主な観測対象
火星・月

火星・木星

受付時間

18：30～19：00

公開時間

19：00～20：00

定員

50人

4月のイベント
開館時間…9：30～17：00（入館は16：30まで）科学展示室 ※下記、催し物への参加は別途入場料が必要です。

科学館 （サイエンスワールド） 休館日  7日（月）、14日（月）、21日（月）、22日（火）、28日（月）
i048-262-8431　http://www.kawaguchi.science.museum　bSKIPシティ内

「スペースエイジｰ宇宙を目指すものたちｰ」
ガガーリンによる人類初の宇宙飛行やアポロ11号の月面着陸、宇
宙ステーション建設など宇宙開発史に残る人類の挑戦をリアルな
CG映像で再現します。（星空生解説約20分+番組30分）

「宇宙の旅人 -Voyagers of space-」
時間と空間を旅する少女の目線で、宇宙誕生から、銀河系、太陽系、
我々の地球誕生までを圧倒的な映像美で紹介します。

（星空生解説約25分+番組25分）

一般投影

「空と宇宙」
季節のテーマにそった生解説中心の子ども(小学校低学年)向け投
影です。（約50分）

キッズ
アワー

プラネタリウム ※原則として途中入退場はできません。
※観覧券の販売は、投影開始時刻の5分前に終了します。

b3階プラネタリウム  d160人  所要時間…約50分

わくわく
ワーク

a土曜日・1日（火）・3日（木）…13：00、15：00
d各回50人　e無料　所要時間…約30分
作るもの  1 日（火）・3日（木）・5日（土） 「パタリンチョウ」
　　　　 12日（土） 「ストロー飛行機」
　　　　 19日（土） 「ブーメラン」
　　　　 26日（土） 「ロコップ」
※未就学児は保護者同伴でご参加ください。

前期
サイエンス

クラブ
4回連続で学ぶ

実験と
ものづくり教室

a5月24日（土）、6月7日（土）、6月21日（土）、7月5日（土）
①ビギナークラス（科学にふれたい小学３･４年生向け）
a9：45～10：30　所要時間…45分　d12人

②マスタークラス（科学を深めたい小学４～６年生向け）
a10：45～11：45　所要時間…60分　d12人

※6月7日のみ2クラス合同9：45～11：45
e400円＋科学展示入場料各回100円（年間券利用可）
f往復はがきで、往信面に①〒・住所、②氏名（ふりがな）、③学校
名・学年、④電話番号、⑤希望クラス、返信用あて名欄に住所・氏名
を記入し、〒333-0844 上青木3-12-18 川口市立科学館「サイエ
ンスクラブ」係まで郵送。
申込締切…5月2日（金）消印有効　※申込多数の場合は抽選

1日（火）～4日（金）
土曜日

日曜・祝日
木曜日（3日除く）

10：30
──
──

キッズアワー

12：00
キッズアワー

スペースエイジ
スペースエイジ

15：00
スペースエイジ

宇宙の旅人
宇宙の旅人

13：30
スペースエイジ
スペースエイジ
スペースエイジ

投影開始時刻

申込方法 ①来館
メディアセブン・カウンターにて申込用紙に記入

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・講座ページ中の申込フォームより

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。

ワードの基本操作を一通りできるかたが、一歩進んだ使い方を学ぶための講座です。
●ワードで会報をつくろう
ワードを使用して「会報」をつくってみませんか。簡単な表やイラストの入れ方、タブ
とリーダーのつかい方などワードの機能を学びます。すぐにいかせるちょっとしたコ
ツも習得しましょう。講座で使用したデータはCD-Rに記録してお持ち帰りできます。
a5月13日（火）、20日（火）、27日（火）各日19：00～21：00　※3日完結
bコミュニケーションスタジオ　cワードの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）　e3,300円
f来館、Eメール、ホームページで5月3日（祝）まで

5月のパソコン講座 ： 中級 申込方法 ①②④
撮りためた動画をお持ちでパソコンでの動画の編集方法を学びたい、動画編
集未経験のかた向けの講座です。
●はじめての映像編集講座～入門編～
Windowsの無料プログラム、Windowsムービーメーカー2012を使用して、
SDカードからの読込方法をはじめ、パソコンでの映像編集の基本操作を学びます。
a5月10日（土）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方（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4月20日（日）必着

5月の映像制作講座 ： 初級 申込方法 ①②③④

メディアセブン  休館日 18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

5月14日（水） 19：00～21：00
（18：30開場）

開催日 時間 出　演　者5月のメディアセブン寄席 申込方法 ①② 先着順
bプレゼンテーションスタジオ　d80人　e1,500円
f来館、Eメールで先着順　※席に空きがあれば当日入場可 

①瀧川 鯉和 氏（落語家）
②田辺 一邑 氏（講談師）

③花仙 氏（江戸太神楽）
④一龍齋 貞橘 氏（講談師）

申込不要4月の映画会（無料） 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

mama cinema  ママシネマ
～赤ちゃんを連れて映画を楽しもう～

本の上の映画館 4月の特集「シネアストの肖像  本橋成一」d各100人d30人

5日（土）11：00～ 16日（水）14：00～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子ども連れのかたのみ

13日（日）14：00～「祝（ほうり）の島」22日（火）19：00～「水になった村」

19日（土）14：00～「ナージャの村」 30日（水）19：00～「バオバブの記憶」「台北の朝、僕は恋をする」 ※16㎜フィルム

おもちゃの病院（毎月第2日曜日）

a4月27日（日）9：00～10：30　結果発表…11：00
＊内覧期間…4月20日（日）～26日（土）［21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

しを10：30の開始とします。あらかじめご了承ください。

a4月13日（日）13：30～16：00（受付は15：30まで）
bリサイクルプラザ4階実習室
e無料（ただし、別途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。

a4月27日（日） 9：00～11：45
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
f4月1日（火）～24日（木）（先着10店舗）

リサイクル家具類販売（競争入札）
（毎月第4日曜日）

定例朝いち親子フリーマー
ケット開催！（毎月第4日曜日）

リサイクルプラザ  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

※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。

開催日時 ゲスト 内　　容

4月20日（日）
14：00～16：00

斧屋 氏
（パフェ評論家／ライター）

さまざまなパフェを食べ、パフェの楽しみ方を追求してきたパフェ評論家の斧屋さん。
独特の視点と繊細な考察でその創造的な魅力あふれる世界についてお話しいただき
ます。

4月26日（土）
15：00～17：00

緒方 英子 氏
（音楽ライター）

さまざまな楽器で奏でられるオーケストラ。その一つひとつに携わる人々への取材を
多数されてきた立場から、音楽や音楽家に対して抱かれる一般的なイメージとその
実態について、これまでの取材や３年間のパリでの経験を基にお話しいただきます。

4月のトークイベント

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
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 

5月のパソコン講座：初級 申込方法 ③

①はじめての文字入力
a5月13日（火）10：30～12：30
cパソコン未経験のかた

e800円
②一歩進んだ文字入力
a5月2日（金）10：30～12：30
c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）
e800円
③ホームページを活用しよう！
a5月13日（火）13：30～15：30
cマウスの操作と文字入力ができるかた

e800円
④はじめての電子メール
a5月18日（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パソコンで写真加工
a5月2日（金）13：30～15：30
cマウスの操作と文字入力ができるかた
e800円
⑥エクセル入門（２日完結）
a5月24日(土)・25日(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
e2,800円
⑦初心者のためのパソコン相談会
a5月18日(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。

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）
f往復はがきのみ。1講座につき
1人1枚まで。※4月20日（日）必着

（⑦パソコン相談会は申し込み不要）

開催日時

5月11日（日）
14：00～

（約40分）

うつくしきひかり：中川理沙（ザ・なつやす
みバンド）とMC.sirafu（片想い、ザ・なつや
すみバンド）によるピアノとスティールパン
によるデュオ。2012年3月に待望のファ
ーストアルバムをコンペアノーツより発表。

ライブイベント「まどろみの音楽会」～子どもを連れて音楽をたのしもう～
申込方法 ①②③④bプレゼンテーションスタジオ

c子ども連れのかた
d30人  e大人1000円、小学生以上500円、未就学児は無料
f来館、Eメール、往復はがき、ホームページで先着順

出　　演

小さな子ども連れの大人たちが楽しめる演奏会。ピアノと
スティールパンのデュオで、あたたかな光があふれるよう
な音楽を奏でる「うつくしきひかり」が出演。大人の楽しめ
る曲が中心ですが、小さな子どもたちも一緒にぜひどうぞ。

※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

科学展示施設入場料
大　　人 200円
小中学生 100円

年間入場券
大　　人 820円
小中学生 410円

プラネタリウム観覧料
大　　　人 410円
中学生以下 200円

年間観覧券
大　　　人 1,640円
中学生以下 　820円

※4月1日から消費税率引き上げに伴い料金の一部を改定しました。

第19回彩風展

川口緑化センター 樹里安 道の駅「川口・あんぎょう」
i048-296-4021  http://www.jurian.or.jp/

ジ ュ リ ア ン

春の山野草と小さな盆栽展

ツツジ・シャクナゲ展

花と緑の感謝ウィーク

各会場では先着50人にブルーベリー
苗をプレゼント（両日10：30～）

伝統園芸展

花と緑の祭典

さつきの展示販売、各日先着100人に、
さつき苗を無料配布
a4月4日（金）～6日（日）
　9：00～17：00

a4月12日（土）・13日（日）
　9：00～17：00

《川口緑化センター会場》
◯植木、苗木、鉢物、盆栽、草花など約

770種35,000点と各種園芸資材
の展示販売

◯川口市華道連盟による生け花展
◯専門家による各種植木、花などの

園芸相談
◯上州ぬまたの物産展・フルーツ卵の

販売・川口市観光物産協会物産販売
◯花・植木オークション
◯生け花デモンストレーション
◯安行幼稚園による発表会
◯ＪＡあゆみ野農産物直売所新鮮野菜

とカレーライス販売
《川口市営植物取引センター会場》
◯植木・園芸資材などの展示販売（全

品１割引き）
◯ハーブティー無料サービス（両日実施）

《あゆみ野農協安行園芸センター会場》
◯花・植木・園芸資材などの展示販売
◯先着100人1,000円以上お買い上

げでポット草花をプレゼント（両日実
施）

《新小雅良盆栽センター会場》
◯各種盆栽の展示販売
◯先着１００人に飲み物無料配布

《埼玉県花と緑の振興センター会場》
開園時間…9：00～16：30
◯安行植木の里めぐり

◯自然を生かした工作教室
〈無料シャトルバス運行〉
戸塚安行駅～各会場～川口緑化セン
ター
　　　 安行オープンガーデン
　　　 （15ページをご覧ください）

山野草と小さな盆栽の展示販売
a4月18日（金）～20日（日）
　9：00～17：00

ツツジ・シャクナゲの展示販売
シャクナゲの品種展示
a4月26日（土）～5月6日（振）
　9：00～17：00

植木・花などのセールを実施
a4月26日（土）～5月6日（振）
　9：00～18：00

盆栽や小品盆栽、盆器、飾り棚の展示
販売
a5月3日（土）～6日（振）
　9：00～17：00

創作粘土作品展、ステージショー
a5月3日（土）～6日（振）
　9：00～17：00

苗木の無料配布、キッズチアダンス、
ふれあい動物園、歌謡ショー、抽選会
など
a5月5日（祝）10：00～16：00
b安行スポーツセンター

第1回
第2回
第3回
第4回

5月24日(土)
6月 7 日(土)
6月21日(土)
7月 5 日(土)

風の科学（風の力とブーメラン）
ロボットの科学（簡単プログラミングに挑戦）
生物の科学（海の生物）
力の科学（いろいろな力と浮沈子）

開催日 テーマ 

同時
開催

第７７回
春の安行花植木まつり

第２６回みどりの地球号
ｉｎ安行

スペースエイジ※投影開始時刻は15：30となります。
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サイエンス
ショー

a日曜日・祝日…13：15、15：15
所要時間…約30分
テーマ  6 日（日） 「－196℃の世界」
　　　 13日（日）・20日（日） 「ビタミンＣでウッシッシー！」
　　　 27日（日）・29日（祝） 「空気の力」

b総合棟屋上 天文台天文台

どきどき
サイエンス

a日曜・祝日…11：45、14：15　2日（水）・4日（金）…11：00、14：00
d各回30人　所要時間…約35分
テーマ 「キャンドルを作ろう」　e250円
f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。

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
a土曜日…14：15～14：40　e無料
※カードがなくなり次第、受付終了

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　d12人（先着順）
f当日科学展示室に入場し、科学展示室入口にお越しください。
※10：45に雨・強風の場合は中止します。

天文台
ガイドツアー

e無料
f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でご参加ください。
※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。

夜間観測会

開催日
12日（土）
26日（土）

主な観測対象
火星・月

火星・木星

受付時間

18：30～19：00

公開時間

19：00～20：00

定員

50人

4月のイベント
開館時間…9：30～17：00（入館は16：30まで）科学展示室 ※下記、催し物への参加は別途入場料が必要です。

科学館 （サイエンスワールド） 休館日  7日（月）、14日（月）、21日（月）、22日（火）、28日（月）
i048-262-8431　http://www.kawaguchi.science.museum　bSKIPシティ内

「スペースエイジｰ宇宙を目指すものたちｰ」
ガガーリンによる人類初の宇宙飛行やアポロ11号の月面着陸、宇
宙ステーション建設など宇宙開発史に残る人類の挑戦をリアルな
CG映像で再現します。（星空生解説約20分+番組30分）

「宇宙の旅人 -Voyagers of space-」
時間と空間を旅する少女の目線で、宇宙誕生から、銀河系、太陽系、
我々の地球誕生までを圧倒的な映像美で紹介します。

（星空生解説約25分+番組25分）

一般投影

「空と宇宙」
季節のテーマにそった生解説中心の子ども(小学校低学年)向け投
影です。（約50分）

キッズ
アワー

プラネタリウム ※原則として途中入退場はできません。
※観覧券の販売は、投影開始時刻の5分前に終了します。

b3階プラネタリウム  d160人  所要時間…約50分

わくわく
ワーク

a土曜日・1日（火）・3日（木）…13：00、15：00
d各回50人　e無料　所要時間…約30分
作るもの  1 日（火）・3日（木）・5日（土） 「パタリンチョウ」
　　　　 12日（土） 「ストロー飛行機」
　　　　 19日（土） 「ブーメラン」
　　　　 26日（土） 「ロコップ」
※未就学児は保護者同伴でご参加ください。

前期
サイエンス

クラブ
4回連続で学ぶ

実験と
ものづくり教室

a5月24日（土）、6月7日（土）、6月21日（土）、7月5日（土）
①ビギナークラス（科学にふれたい小学３･４年生向け）
a9：45～10：30　所要時間…45分　d12人

②マスタークラス（科学を深めたい小学４～６年生向け）
a10：45～11：45　所要時間…60分　d12人

※6月7日のみ2クラス合同9：45～11：45
e400円＋科学展示入場料各回100円（年間券利用可）
f往復はがきで、往信面に①〒・住所、②氏名（ふりがな）、③学校
名・学年、④電話番号、⑤希望クラス、返信用あて名欄に住所・氏名
を記入し、〒333-0844 上青木3-12-18 川口市立科学館「サイエ
ンスクラブ」係まで郵送。
申込締切…5月2日（金）消印有効　※申込多数の場合は抽選

1日（火）～4日（金）
土曜日

日曜・祝日
木曜日（3日除く）

10：30
──
──

キッズアワー

12：00
キッズアワー

スペースエイジ
スペースエイジ

15：00
スペースエイジ

宇宙の旅人
宇宙の旅人

13：30
スペースエイジ
スペースエイジ
スペースエイジ

投影開始時刻

申込方法 ①来館
メディアセブン・カウンターにて申込用紙に記入

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・講座ページ中の申込フォームより

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。

ワードの基本操作を一通りできるかたが、一歩進んだ使い方を学ぶための講座です。
●ワードで会報をつくろう
ワードを使用して「会報」をつくってみませんか。簡単な表やイラストの入れ方、タブ
とリーダーのつかい方などワードの機能を学びます。すぐにいかせるちょっとしたコ
ツも習得しましょう。講座で使用したデータはCD-Rに記録してお持ち帰りできます。
a5月13日（火）、20日（火）、27日（火）各日19：00～21：00　※3日完結
bコミュニケーションスタジオ　cワードの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）　e3,300円
f来館、Eメール、ホームページで5月3日（祝）まで

5月のパソコン講座 ： 中級 申込方法 ①②④
撮りためた動画をお持ちでパソコンでの動画の編集方法を学びたい、動画編
集未経験のかた向けの講座です。
●はじめての映像編集講座～入門編～
Windowsの無料プログラム、Windowsムービーメーカー2012を使用して、
SDカードからの読込方法をはじめ、パソコンでの映像編集の基本操作を学びます。
a5月10日（土）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方（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4月20日（日）必着

5月の映像制作講座 ： 初級 申込方法 ①②③④

メディアセブン  休館日 18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

5月14日（水） 19：00～21：00
（18：30開場）

開催日 時間 出　演　者5月のメディアセブン寄席 申込方法 ①② 先着順
bプレゼンテーションスタジオ　d80人　e1,500円
f来館、Eメールで先着順　※席に空きがあれば当日入場可 

①瀧川 鯉和 氏（落語家）
②田辺 一邑 氏（講談師）

③花仙 氏（江戸太神楽）
④一龍齋 貞橘 氏（講談師）

申込不要4月の映画会（無料） 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

mama cinema  ママシネマ
～赤ちゃんを連れて映画を楽しもう～

本の上の映画館 4月の特集「シネアストの肖像  本橋成一」d各100人d30人

5日（土）11：00～ 16日（水）14：00～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子ども連れのかたのみ

13日（日）14：00～「祝（ほうり）の島」22日（火）19：00～「水になった村」

19日（土）14：00～「ナージャの村」 30日（水）19：00～「バオバブの記憶」「台北の朝、僕は恋をする」 ※16㎜フィルム

おもちゃの病院（毎月第2日曜日）

a4月27日（日）9：00～10：30　結果発表…11：00
＊内覧期間…4月20日（日）～26日（土）［21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

しを10：30の開始とします。あらかじめご了承ください。

a4月13日（日）13：30～16：00（受付は15：30まで）
bリサイクルプラザ4階実習室
e無料（ただし、別途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。

a4月27日（日） 9：00～11：45
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
f4月1日（火）～24日（木）（先着10店舗）

リサイクル家具類販売（競争入札）
（毎月第4日曜日）

定例朝いち親子フリーマー
ケット開催！（毎月第4日曜日）

リサイクルプラザ  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

※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。

開催日時 ゲスト 内　　容

4月20日（日）
14：00～16：00

斧屋 氏
（パフェ評論家／ライター）

さまざまなパフェを食べ、パフェの楽しみ方を追求してきたパフェ評論家の斧屋さん。
独特の視点と繊細な考察でその創造的な魅力あふれる世界についてお話しいただき
ます。

4月26日（土）
15：00～17：00

緒方 英子 氏
（音楽ライター）

さまざまな楽器で奏でられるオーケストラ。その一つひとつに携わる人々への取材を
多数されてきた立場から、音楽や音楽家に対して抱かれる一般的なイメージとその
実態について、これまでの取材や３年間のパリでの経験を基にお話しいただきます。

4月のトークイベント

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
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 

5月のパソコン講座：初級 申込方法 ③

①はじめての文字入力
a5月13日（火）10：30～12：30
cパソコン未経験のかた

e800円
②一歩進んだ文字入力
a5月2日（金）10：30～12：30
c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）
e800円
③ホームページを活用しよう！
a5月13日（火）13：30～15：30
cマウスの操作と文字入力ができるかた

e800円
④はじめての電子メール
a5月18日（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パソコンで写真加工
a5月2日（金）13：30～15：30
cマウスの操作と文字入力ができるかた
e800円
⑥エクセル入門（２日完結）
a5月24日(土)・25日(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
e2,800円
⑦初心者のためのパソコン相談会
a5月18日(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。

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）
f往復はがきのみ。1講座につき
1人1枚まで。※4月20日（日）必着

（⑦パソコン相談会は申し込み不要）

開催日時

5月11日（日）
14：00～

（約40分）

うつくしきひかり：中川理沙（ザ・なつやす
みバンド）とMC.sirafu（片想い、ザ・なつや
すみバンド）によるピアノとスティールパン
によるデュオ。2012年3月に待望のファ
ーストアルバムをコンペアノーツより発表。

ライブイベント「まどろみの音楽会」～子どもを連れて音楽をたのしもう～
申込方法 ①②③④bプレゼンテーションスタジオ

c子ども連れのかた
d30人  e大人1000円、小学生以上500円、未就学児は無料
f来館、Eメール、往復はがき、ホームページで先着順

出　　演

小さな子ども連れの大人たちが楽しめる演奏会。ピアノと
スティールパンのデュオで、あたたかな光があふれるよう
な音楽を奏でる「うつくしきひかり」が出演。大人の楽しめ
る曲が中心ですが、小さな子どもたちも一緒にぜひどうぞ。

※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

科学展示施設入場料
大　　人 200円
小中学生 100円

年間入場券
大　　人 820円
小中学生 410円

プラネタリウム観覧料
大　　　人 410円
中学生以下 200円

年間観覧券
大　　　人 1,640円
中学生以下 　820円

※4月1日から消費税率引き上げに伴い料金の一部を改定しました。

第19回彩風展

川口緑化センター 樹里安 道の駅「川口・あんぎょう」
i048-296-4021  http://www.jurian.or.jp/

ジ ュ リ ア ン

春の山野草と小さな盆栽展

ツツジ・シャクナゲ展

花と緑の感謝ウィーク

各会場では先着50人にブルーベリー
苗をプレゼント（両日10：30～）

伝統園芸展

花と緑の祭典

さつきの展示販売、各日先着100人に、
さつき苗を無料配布
a4月4日（金）～6日（日）
　9：00～17：00

a4月12日（土）・13日（日）
　9：00～17：00

《川口緑化センター会場》
◯植木、苗木、鉢物、盆栽、草花など約

770種35,000点と各種園芸資材
の展示販売

◯川口市華道連盟による生け花展
◯専門家による各種植木、花などの

園芸相談
◯上州ぬまたの物産展・フルーツ卵の

販売・川口市観光物産協会物産販売
◯花・植木オークション
◯生け花デモンストレーション
◯安行幼稚園による発表会
◯ＪＡあゆみ野農産物直売所新鮮野菜

とカレーライス販売
《川口市営植物取引センター会場》
◯植木・園芸資材などの展示販売（全

品１割引き）
◯ハーブティー無料サービス（両日実施）

《あゆみ野農協安行園芸センター会場》
◯花・植木・園芸資材などの展示販売
◯先着100人1,000円以上お買い上

げでポット草花をプレゼント（両日実
施）

《新小雅良盆栽センター会場》
◯各種盆栽の展示販売
◯先着１００人に飲み物無料配布

《埼玉県花と緑の振興センター会場》
開園時間…9：00～16：30
◯安行植木の里めぐり

◯自然を生かした工作教室
〈無料シャトルバス運行〉
戸塚安行駅～各会場～川口緑化セン
ター
　　　 安行オープンガーデン
　　　 （15ページをご覧ください）

山野草と小さな盆栽の展示販売
a4月18日（金）～20日（日）
　9：00～17：00

ツツジ・シャクナゲの展示販売
シャクナゲの品種展示
a4月26日（土）～5月6日（振）
　9：00～17：00

植木・花などのセールを実施
a4月26日（土）～5月6日（振）
　9：00～18：00

盆栽や小品盆栽、盆器、飾り棚の展示
販売
a5月3日（土）～6日（振）
　9：00～17：00

創作粘土作品展、ステージショー
a5月3日（土）～6日（振）
　9：00～17：00

苗木の無料配布、キッズチアダンス、
ふれあい動物園、歌謡ショー、抽選会
など
a5月5日（祝）10：00～16：00
b安行スポーツセンター

第1回
第2回
第3回
第4回

5月24日(土)
6月 7 日(土)
6月21日(土)
7月 5 日(土)

風の科学（風の力とブーメラン）
ロボットの科学（簡単プログラミングに挑戦）
生物の科学（海の生物）
力の科学（いろいろな力と浮沈子）

開催日 テーマ 

同時
開催

第７７回
春の安行花植木まつり

第２６回みどりの地球号
ｉｎ安行

スペースエイジ※投影開始時刻は15：30となります。

● ● ● 施設の情報 ●● ●● ● ● 施設の情報 ●● ● 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
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サイエンス
ショー

a日曜日・祝日…13：15、15：15
所要時間…約30分
テーマ  6 日（日） 「－196℃の世界」
　　　 13日（日）・20日（日） 「ビタミンＣでウッシッシー！」
　　　 27日（日）・29日（祝） 「空気の力」

b総合棟屋上 天文台天文台

どきどき
サイエンス

a日曜・祝日…11：45、14：15　2日（水）・4日（金）…11：00、14：00
d各回30人　所要時間…約35分
テーマ 「キャンドルを作ろう」　e250円
f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。

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
a土曜日…14：15～14：40　e無料
※カードがなくなり次第、受付終了

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　d12人（先着順）
f当日科学展示室に入場し、科学展示室入口にお越しください。
※10：45に雨・強風の場合は中止します。

天文台
ガイドツアー

e無料
f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でご参加ください。
※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。

夜間観測会

開催日
12日（土）
26日（土）

主な観測対象
火星・月

火星・木星

受付時間

18：30～19：00

公開時間

19：00～20：00

定員

50人

4月のイベント
開館時間…9：30～17：00（入館は16：30まで）科学展示室 ※下記、催し物への参加は別途入場料が必要です。

科学館 （サイエンスワールド） 休館日  7日（月）、14日（月）、21日（月）、22日（火）、28日（月）
i048-262-8431　http://www.kawaguchi.science.museum　bSKIPシティ内

「スペースエイジｰ宇宙を目指すものたちｰ」
ガガーリンによる人類初の宇宙飛行やアポロ11号の月面着陸、宇
宙ステーション建設など宇宙開発史に残る人類の挑戦をリアルな
CG映像で再現します。（星空生解説約20分+番組30分）

「宇宙の旅人 -Voyagers of space-」
時間と空間を旅する少女の目線で、宇宙誕生から、銀河系、太陽系、
我々の地球誕生までを圧倒的な映像美で紹介します。

（星空生解説約25分+番組25分）

一般投影

「空と宇宙」
季節のテーマにそった生解説中心の子ども(小学校低学年)向け投
影です。（約50分）

キッズ
アワー

プラネタリウム ※原則として途中入退場はできません。
※観覧券の販売は、投影開始時刻の5分前に終了します。

b3階プラネタリウム  d160人  所要時間…約50分

わくわく
ワーク

a土曜日・1日（火）・3日（木）…13：00、15：00
d各回50人　e無料　所要時間…約30分
作るもの  1 日（火）・3日（木）・5日（土） 「パタリンチョウ」
　　　　 12日（土） 「ストロー飛行機」
　　　　 19日（土） 「ブーメラン」
　　　　 26日（土） 「ロコップ」
※未就学児は保護者同伴でご参加ください。

前期
サイエンス

クラブ
4回連続で学ぶ

実験と
ものづくり教室

a5月24日（土）、6月7日（土）、6月21日（土）、7月5日（土）
①ビギナークラス（科学にふれたい小学３･４年生向け）
a9：45～10：30　所要時間…45分　d12人

②マスタークラス（科学を深めたい小学４～６年生向け）
a10：45～11：45　所要時間…60分　d12人

※6月7日のみ2クラス合同9：45～11：45
e400円＋科学展示入場料各回100円（年間券利用可）
f往復はがきで、往信面に①〒・住所、②氏名（ふりがな）、③学校
名・学年、④電話番号、⑤希望クラス、返信用あて名欄に住所・氏名
を記入し、〒333-0844 上青木3-12-18 川口市立科学館「サイエ
ンスクラブ」係まで郵送。
申込締切…5月2日（金）消印有効　※申込多数の場合は抽選

1日（火）～4日（金）
土曜日

日曜・祝日
木曜日（3日除く）

10：30
──
──

キッズアワー

12：00
キッズアワー

スペースエイジ
スペースエイジ

15：00
スペースエイジ

宇宙の旅人
宇宙の旅人

13：30
スペースエイジ
スペースエイジ
スペースエイジ

投影開始時刻

申込方法 ①来館
メディアセブン・カウンターにて申込用紙に記入

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・講座ページ中の申込フォームより

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。

ワードの基本操作を一通りできるかたが、一歩進んだ使い方を学ぶための講座です。
●ワードで会報をつくろう
ワードを使用して「会報」をつくってみませんか。簡単な表やイラストの入れ方、タブ
とリーダーのつかい方などワードの機能を学びます。すぐにいかせるちょっとしたコ
ツも習得しましょう。講座で使用したデータはCD-Rに記録してお持ち帰りできます。
a5月13日（火）、20日（火）、27日（火）各日19：00～21：00　※3日完結
bコミュニケーションスタジオ　cワードの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）　e3,300円
f来館、Eメール、ホームページで5月3日（祝）まで

5月のパソコン講座 ： 中級 申込方法 ①②④
撮りためた動画をお持ちでパソコンでの動画の編集方法を学びたい、動画編
集未経験のかた向けの講座です。
●はじめての映像編集講座～入門編～
Windowsの無料プログラム、Windowsムービーメーカー2012を使用して、
SDカードからの読込方法をはじめ、パソコンでの映像編集の基本操作を学びます。
a5月10日（土）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方（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4月20日（日）必着

5月の映像制作講座 ： 初級 申込方法 ①②③④

メディアセブン  休館日 18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

5月14日（水） 19：00～21：00
（18：30開場）

開催日 時間 出　演　者5月のメディアセブン寄席 申込方法 ①② 先着順
bプレゼンテーションスタジオ　d80人　e1,500円
f来館、Eメールで先着順　※席に空きがあれば当日入場可 

①瀧川 鯉和 氏（落語家）
②田辺 一邑 氏（講談師）

③花仙 氏（江戸太神楽）
④一龍齋 貞橘 氏（講談師）

申込不要4月の映画会（無料） 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

mama cinema  ママシネマ
～赤ちゃんを連れて映画を楽しもう～

本の上の映画館 4月の特集「シネアストの肖像  本橋成一」d各100人d30人

5日（土）11：00～ 16日（水）14：00～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子ども連れのかたのみ

13日（日）14：00～「祝（ほうり）の島」22日（火）19：00～「水になった村」

19日（土）14：00～「ナージャの村」 30日（水）19：00～「バオバブの記憶」「台北の朝、僕は恋をする」 ※16㎜フィルム

おもちゃの病院（毎月第2日曜日）

a4月27日（日）9：00～10：30　結果発表…11：00
＊内覧期間…4月20日（日）～26日（土）［21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

しを10：30の開始とします。あらかじめご了承ください。

a4月13日（日）13：30～16：00（受付は15：30まで）
bリサイクルプラザ4階実習室
e無料（ただし、別途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。

a4月27日（日） 9：00～11：45
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
f4月1日（火）～24日（木）（先着10店舗）

リサイクル家具類販売（競争入札）
（毎月第4日曜日）

定例朝いち親子フリーマー
ケット開催！（毎月第4日曜日）

リサイクルプラザ  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

※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。

開催日時 ゲスト 内　　容

4月20日（日）
14：00～16：00

斧屋 氏
（パフェ評論家／ライター）

さまざまなパフェを食べ、パフェの楽しみ方を追求してきたパフェ評論家の斧屋さん。
独特の視点と繊細な考察でその創造的な魅力あふれる世界についてお話しいただき
ます。

4月26日（土）
15：00～17：00

緒方 英子 氏
（音楽ライター）

さまざまな楽器で奏でられるオーケストラ。その一つひとつに携わる人々への取材を
多数されてきた立場から、音楽や音楽家に対して抱かれる一般的なイメージとその
実態について、これまでの取材や３年間のパリでの経験を基にお話しいただきます。

4月のトークイベント

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
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 

5月のパソコン講座：初級 申込方法 ③

①はじめての文字入力
a5月13日（火）10：30～12：30
cパソコン未経験のかた

e800円
②一歩進んだ文字入力
a5月2日（金）10：30～12：30
c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）
e800円
③ホームページを活用しよう！
a5月13日（火）13：30～15：30
cマウスの操作と文字入力ができるかた

e800円
④はじめての電子メール
a5月18日（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パソコンで写真加工
a5月2日（金）13：30～15：30
cマウスの操作と文字入力ができるかた
e800円
⑥エクセル入門（２日完結）
a5月24日(土)・25日(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
e2,800円
⑦初心者のためのパソコン相談会
a5月18日(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。

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）
f往復はがきのみ。1講座につき
1人1枚まで。※4月20日（日）必着

（⑦パソコン相談会は申し込み不要）

開催日時

5月11日（日）
14：00～

（約40分）

うつくしきひかり：中川理沙（ザ・なつやす
みバンド）とMC.sirafu（片想い、ザ・なつや
すみバンド）によるピアノとスティールパン
によるデュオ。2012年3月に待望のファ
ーストアルバムをコンペアノーツより発表。

ライブイベント「まどろみの音楽会」～子どもを連れて音楽をたのしもう～
申込方法 ①②③④bプレゼンテーションスタジオ

c子ども連れのかた
d30人  e大人1000円、小学生以上500円、未就学児は無料
f来館、Eメール、往復はがき、ホームページで先着順

出　　演

小さな子ども連れの大人たちが楽しめる演奏会。ピアノと
スティールパンのデュオで、あたたかな光があふれるよう
な音楽を奏でる「うつくしきひかり」が出演。大人の楽しめ
る曲が中心ですが、小さな子どもたちも一緒にぜひどうぞ。

※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

科学展示施設入場料
大　　人 200円
小中学生 100円

年間入場券
大　　人 820円
小中学生 410円

プラネタリウム観覧料
大　　　人 410円
中学生以下 200円

年間観覧券
大　　　人 1,640円
中学生以下 　820円

※4月1日から消費税率引き上げに伴い料金の一部を改定しました。

第19回彩風展

川口緑化センター 樹里安 道の駅「川口・あんぎょう」
i048-296-4021  http://www.jurian.or.jp/

ジ ュ リ ア ン

春の山野草と小さな盆栽展

ツツジ・シャクナゲ展

花と緑の感謝ウィーク

各会場では先着50人にブルーベリー
苗をプレゼント（両日10：30～）

伝統園芸展

花と緑の祭典

さつきの展示販売、各日先着100人に、
さつき苗を無料配布
a4月4日（金）～6日（日）
　9：00～17：00

a4月12日（土）・13日（日）
　9：00～17：00

《川口緑化センター会場》
◯植木、苗木、鉢物、盆栽、草花など約

770種35,000点と各種園芸資材
の展示販売

◯川口市華道連盟による生け花展
◯専門家による各種植木、花などの

園芸相談
◯上州ぬまたの物産展・フルーツ卵の

販売・川口市観光物産協会物産販売
◯花・植木オークション
◯生け花デモンストレーション
◯安行幼稚園による発表会
◯ＪＡあゆみ野農産物直売所新鮮野菜

とカレーライス販売
《川口市営植物取引センター会場》
◯植木・園芸資材などの展示販売（全

品１割引き）
◯ハーブティー無料サービス（両日実施）

《あゆみ野農協安行園芸センター会場》
◯花・植木・園芸資材などの展示販売
◯先着100人1,000円以上お買い上

げでポット草花をプレゼント（両日実
施）

《新小雅良盆栽センター会場》
◯各種盆栽の展示販売
◯先着１００人に飲み物無料配布

《埼玉県花と緑の振興センター会場》
開園時間…9：00～16：30
◯安行植木の里めぐり

◯自然を生かした工作教室
〈無料シャトルバス運行〉
戸塚安行駅～各会場～川口緑化セン
ター
　　　 安行オープンガーデン
　　　 （15ページをご覧ください）

山野草と小さな盆栽の展示販売
a4月18日（金）～20日（日）
　9：00～17：00

ツツジ・シャクナゲの展示販売
シャクナゲの品種展示
a4月26日（土）～5月6日（振）
　9：00～17：00

植木・花などのセールを実施
a4月26日（土）～5月6日（振）
　9：00～18：00

盆栽や小品盆栽、盆器、飾り棚の展示
販売
a5月3日（土）～6日（振）
　9：00～17：00

創作粘土作品展、ステージショー
a5月3日（土）～6日（振）
　9：00～17：00

苗木の無料配布、キッズチアダンス、
ふれあい動物園、歌謡ショー、抽選会
など
a5月5日（祝）10：00～16：00
b安行スポーツセンター

第1回
第2回
第3回
第4回

5月24日(土)
6月 7 日(土)
6月21日(土)
7月 5 日(土)

風の科学（風の力とブーメラン）
ロボットの科学（簡単プログラミングに挑戦）
生物の科学（海の生物）
力の科学（いろいろな力と浮沈子）

開催日 テーマ 

同時
開催

第７７回
春の安行花植木まつり

第２６回みどりの地球号
ｉｎ安行

スペースエイジ※投影開始時刻は15：30となります。



実技（陣馬山、日和田山、釜ノ沢五峰、会津駒ケ岳、立山）および卓上（地図、夏山
の気象など）とも各5回開催
a5月11日（日）～7月27日（日）　交通手段…バス利用など
c18～65歳の山歩きが好きで健康なかた 
d20人　e13,000円（保険料含む）※交通費は各自
f往復はがきに〒・住所・氏名・年齢・電話番号を記入し
　〒333-0866 芝1-5-1 花原美寿まで
締め切り…5月1日（木）必着　g川口市山岳連盟（花原）A048-266-9307
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● ● ● 施設の情報 ●● ●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

開催日・時間 5/ 9 （金）・5/12（月）　10：00～（1回のみ）
5/24（土）・5/26（月）　19：00～（1回のみ） 定員 各15人

●西スポーツセンター　i048-251-6377

開催日・時間 5/10（土） 10：00～（1回目）・19：00～（2回目）
5/11（日） 10：00～（1回目）・14：00～（2回目） 定員 各10人

●安行スポーツセンター　i048-296-1200

開催日・時間
5/4（祝）・5/11（日）・5/18（日）・5/25（日）
10：00～（1回目）・14：00～（2回目）
5/14（水）・5/28（水）　10：00～（1回のみ）

定員 各10人

●体育武道センター　i048-251-9227

開催日・時間
5/3（祝）・5/6（振）10：00～（1回のみ）
5/17（土）・5/20（火）
10：00～（1回目）・19：00～（2回目）

定員 各10人

●東スポーツセンター　i048-222-4990

開催日・時間
（月～土曜日）10：00～20：00　（日曜・祝日）10：00～19：00
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。（5/28（水）はメンテナンスのため休止）

●戸塚スポーツセンター　i048-298-9993

5月分トレーニングルーム利用者講習会
c15歳以上のかた（中学生は除く）
f4月16日（水）9：00から電話受付（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。

● ● ● 施設の情報 ●● ●

スポーツ情報
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●春の企画展〈フィールド・リフレクション〉
a5月11日（日）まで　期間中土曜日は20：00まで開館
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き添いのかたは半額）
それぞれのフィールドへ幾度となく足を運び、無数に繋がれていく人や自然の
営みに誠実に向き合いながら作品を生み出してきた作家を紹介します。
※関連イベント開催日には観覧を一部制限する場合があります。

●展覧会関連 映画上映会
　本橋成一監督作品『アレクセイと泉』
a4月26日（土）　14：00～　f要事前申込　e500円
チェルノブイリ原発事故で汚染された村に住む人々の暮らしを迫ったドキュメン
タリー。※視覚に障害があるかたに、FMラジオで聞く音声ガイドあり（無料貸出、
要予約）。川口駅↔アトリアの送迎あり（要予約）（徒歩にて）※一部手話通訳あり。
映画は字幕付き。

■下記①～⑥（障害のあるかたは⑦～⑩も）をEメール・電話・FAXのいずれかで申
し込みください。①希望日時、②チケット希望枚数、③名前（複数の場合は代表者
名）、④年齢（学年）、⑤〒、住所（集合住宅の場合は建物名まで）、⑥連絡先（電話番
号・メールアドレスなど、緊急の際に連絡がとれるもの）、⑦送迎の希望、⑧FMラ
ジオ貸出の希望、⑨介添者の有無（介添者のかたも参加費がかかります）、⑩その
ほかご希望がある場合はお知らせください
■申込に際して
※Eメールで申し込みの場合、field@atlia.jpの受信設定をお願いします。予約完

了のメールが2営業日以内に届かない場合、別方法で問い合わせください。
※FAXで申し込みの場合は、2営業日以内にFAXで返信します。
※予約完了時に発行する整理番号を当日忘れずにお持ちください。
※当日、上映開始20分前までにチケット清算を済ませてください。キャンセルの

場合は前日までにご連絡ください。
■申込先　mfield@atlia.jp　i048-253-0222　k048-240-0525

■はがきに以下の①～⑤を明記の上、指定の締切日までに下記の申込先へ郵
送。当選されたかたにのみ、締切日から1週間以内にはがきで通知します。

①希望のワークショップ・講座から1つ　②名前（ふりがな）　③年齢（学年）・性別
④〒・住所（集合住宅にお住まいの場合には建物名まで）　⑤電話番号（緊急の際に連絡がとれるもの）
※アートウォッチングについて、障害があるかたは電話・FAXでのお申し込みも可能で

す。上記事項のほか介添者の有無やそのほかご希望なども併せてご連絡ください。
■申込締切日…G・D 4月30日（水）必着、ア・イ 5月2日（金）必着
■ご注意…応募や参加に際しては、以下の点をお守りください。違反された場

合は、申し込みをお断りする場合があります。
※1つのコースに、はがき1枚でお申し込みください。※複数枚でのお申し込み
はご遠慮ください。※同一コースをご希望のご家族（兄弟姉妹）に限り、1枚の
はがきに併記可能です。その際は対象年齢にご注意ください。※参加費は当
日受付でお支払いください。
■申込先…〒332-0033  並木元町1-76
　　　　　アートギャラリー・アトリア「ワークショップ・講座」係

市民登山セミナー  夏に北アルプス立山に登りませんか！

●関連イベント 事前予約不要。観覧料のみで気軽に参加いただけます。
〈アーティストトーク〉
作家一人ひとりが制作姿勢や自身の「フィールド」について語ります。
a4月 5 日（土）14：00～ 伴 美里 氏（画家） ゲスト…西村 佳哲 氏（働き方研究家）
a4月20日（日）14：00～ 田中 みぎわ 氏（画家）
※全回手話通訳付き

〈ギャラリートーク〉
a4月13日（日）、27日（日）14：00～（30分程度）
スタッフが展示作品についてお話します。　※4月27日のみ手話通訳付き

〈スライド絵本上映会〉
a4月6日（日）、19日（土）、5月10日（土）　各日15：30～16：00
本橋成一が作成したナレーション付きの写真作品「チェルノブイリいのちの大
地」をスライドで上映します。幅広い年齢のかたにお楽しみいただけます。
※同日開催の鑑賞プログラムの参加も併せておすすめしています。

期　日

 2 ・16（水）

期　日

 3 ・17（木）

 4 ・18（金）

 9 ・23（水）

10・24（木）

11・25（金）

10：00～11：00

領家公民館

10：00～11：00

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

サンテピア

13：40～14：30

 東内野団地

15：10～16：00

 江川運動広場

14：00～16：00

 根岸小学校

 武道センター

芝樋ノ爪小学校

南平公民館元郷分館

安行原グリーンタウン

4月移動図書館あおぞら号  巡回のお知らせ

※雨天の日は中止します。

図書館 中　　央 i048-227-7611
前　　川 i048-268-1616
新　　郷 i048-283-1265
横 曽 根 i048-256-1005
戸　　塚 i048-297-3098
鳩 ヶ 谷 i048-285-3110
芝園分室 i048-269-2241

休館日（館内整理日を含む）

春の
企画
展

キ
リ
ト
リ

フィ
ール
ド・リ
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日　時コース
5月24日（土）

14：00～16：00ア
タイトル 内　容 講師 対象 定員

ぼくらの
いちばん
大きな絵！

伊藤 泰雅 氏
（画家）

年中・
年長

各
15人

●ワークショップ  アトリアデビュー　e500円（1人）

絵の具遊びをしながら大
きな絵を参加者みんなで
描きます。アトリアのワー
クショップに初めて参加
するかた、未就学児対象。

5月25日（日）
14：00～16：00イ

申込方法

今年で23回を迎える桜草展では、当
園で栽培しているサクラソウの鉢植え
約２００品種、約２２０鉢を展示します。
古い様式を伝える「桜草花壇」や、「孫
半斗鉢（まごはんどばち）（江戸期に味
噌などを入れた鉢の底に穴をあけて
植木鉢として使用したもの）」などの装
飾展示やサクラソウ教室に参加した
かたの展示もあります。
a4月19日（土）～２9日（祝）
b滝前パーゴラ

新緑コンサート、ファミリーゲーム大会、
植木・草花などの展示即売、盆栽展、
山野草展、親子草花教室、模擬店など
楽しいイベントが盛りだくさん

a5月3日（祝）～6日（振）

宇宙飛行士向井千秋さんが宇宙で香
りの実験を行ったバラの子孫の育て

方（講義）
a5月17日（土）10：00～12：00
b研修所２階　d3０人
e2,000円（苗付き）
講師…長嶋 守好 氏
f4月17日（木）９：００から電話受付
　（先着順）

a

◯4月20日（日）13：００～１5：0０
　春・爛漫  色とりどりの春を感じよう
◯4月27日（日）12：００～１5：0０
　ミニこいのぼりとカブト作り
◯5月 3 日（祝）10：００～１5：0０
　竹工作
◯5月 4 日（祝）10：００～１5：0０
　竹工作
◯5月 5 日（祝）10：００～１5：0０
　大工さん遊び
◯5月 6 日（振）10：００～１5：0０
　大工さん遊び
◯5月11日（日）12：００～１5：0０
　茶つみとお茶作り
b林間教室
d4月20日（日）・２７（日）・5月11日（日）

は各２０人、5月3日（祝）～6日（振）は
各４０人

e１人２００円（保険代含む）
f当日林間教室で開始１５分前から受

付（先着順）

運行時間…１０：００～１6：０0
e１回２１０円
※乗車回数券3枚つづり510円で販

売中（入園当日限り有効）
※天候などで、運休する場合があります。

a4月の相談日
　 5 日（土）、 6 日（日）、10日（木）、
　12日（土）、14日（月）、16日（水）、
　18日（金）、19日（土）、20日（日）、
　23日（水）、25日（金）、28日（月）、
　29日（祝）
　5月の相談日
　 3 日（祝）、 4 日（祝）、 5 日（祝）、
　10：00～12：00、13：00～15：00
※4月6日（日）、20（日）は13：00～15：00

のみ受け付け。

陶芸・書道・絵画の力作を展示します。
a4月26日（土）～29日（祝）
b緑のアトリエ

園内の見頃の花、樹木など「今日の見
どころ」をガイドボランティアがご案内
いたします。
a4月6日（日）・20日（日）
　10：30～12：00（雨天中止）
集合場所…園内の正門前
d先着20人
e入園料のみで参加できます

園内…サクラ、ハナミズキ、
チューリップ、ユキヤナギ、ボタン
温室…ヒスイカズラ、
ブーゲンビレア、
ミッキーマウスプラント、
洋ラン各種

子どもネイチャー教室

桜草展

スプリングフェア２０１４

園芸教室
「バラを育てよう（宇宙バラ）」

グリーンセンター  休園日  4月…8日（火）、15日（火）、22日（火）
　　　　5月…2日（金）、7日（水）、13日（火）、20日（火）、27日（火）
i048-281-2319  http://greencenter.1110city.com/

ミニ鉄道運行中！！

障害者作品展

園内ガイドツアー

園内開花予想緑の相談所（園芸相談）

４月１日からの消費税率引き上げに
伴い、入園料などを改定します。
一般310円、年間パス1,050円、
ミニ鉄道回数券510円
※詳しくはグリーンセンターホーム

ページをご覧ください。

グリーンセンター
入園料等改定のおしらせ

スポーツ教室

教室名 弓道教室（d25人）
日　時

対　象
申し込み・費用

5/13～6/6　毎週火・金曜日　全8回　18：30～20：30
場　所 弓道場

市内在住・在勤の18歳以上のかた
4/21（月）9：00から電話受付（先着順）
e4,000円（保険料含む）

●青木町公園総合運動場（青木町平和公園内）　i048-251-6893

教室名 少年少女剣道教室（d25人）

場　所 剣道場

日　時

①

対　象
申し込み・費用

5/12～6/27（6/16除く）　毎週月・水・金曜日
全20回　17：30～18：30

●体育武道センター　i048-251-9227

市内在住の小学1～5年生
4/18（金）9：00から電話受付（先着順）
e2,000円（保険料として）

教室名 少年少女空手道教室（d15人）

場　所 柔道場

日　時

②

対　象
申し込み・費用

5/23～6/27（6/16除く）　毎週月・金曜日
全10回　17：30～18：30

市内在住の小学1～5年生
4/23（水）9：00から電話受付（先着順）
e1,000円（保険料として）

教室名 ゴルフ教室（d16人）
日　時

対　象
申し込み・費用

5/20～6/17　毎週火曜日　全5回　19：30～21：00
場　所 川口グリーンゴルフ

市内在住・在勤の18歳以上のかた
4/9（水）9：00から電話受付（先着順）
e13,000円（保険料含む）

●（公財）川口市体育協会　i048-254-3575

アートギャラリー・アトリア  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）
i048-253-0222　http://www.atlia.jp/

婦人会館・青少年会館
 休館日 月曜日（祝日の場合は翌日が休館）
住所…上青木西1-2-28　i048-253-1444　k048-256-6433

小学生卓球広場
a5月16日（金）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・タオル・飲み物（ラケット・ピンポン玉は貸し出します。）
f4月16日（水）9：00から電話受付（先着順）  ※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～

a4月24日（木）・5月22日（木）10：30～12：00　b青少年会館1階クラブ室2号
c市内在住の乳幼児と保護者　e200円（1回）　※直接会場へお越しください。

赤ちゃんサロン
お母さんの体操・ベビーマッサージ・育児相談など
a5月16日（金）13：30～15：30　b青少年会館1階クラブ室2号
c市内在住の3カ月～1歳未満の乳児と母親20組（40人）
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
f4月17日（木）9：00から電話受付（先着順）
※申込者多数の場合、初めてのかたを優先し、受講は2回までとします。
※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。

中央図書館…18日（金）（第３金曜日）
前川・新郷・横曽根・戸塚・鳩ヶ谷図書館、
芝園分室… 7 日（月）・14日（月）・21日（月）
　　　　　28日（月）・30日（水）

日　時コース

5月10日（土）
13：30～15：00G

タイトル 内　容 講　師 対象 定員

アート
ウォッチング

アトリア
スタッフ

一般
15人

●鑑賞プログラム  e無料（春の企画展のチケットが必要です）

参加者同士で会話を楽し
みながら、春の企画展〈フィ
ールド・リフレクション〉展示
作品について探ります。

※手話
通訳付き

日　時コース

5月11日（日）
13：30～15：30D

タイトル 内　容 講　師 対象 定員

かたち
ハンター！

伴 美里 氏
出品者
画家

小学生 12人

●アートさんぽ  春の企画展関連　e500円（1人）

アートパーク（アトリア周
辺）を歩き「気になるかた
ち」を探します。作家の普段
の活動にも触れられます。

5月31日（土）まで
c中学生以上（18歳未満のかたは保護者の同意が必要）、経験不問
アトリアが行うワークショップ・講座を中心にサポートしてくれるボランティアを募集中
です。アートに興味があり、多くのかたとの交流の中で楽しみながら活動に参加
してくれるかたをお待ちしています。詳細は電話にてお問い合せください。

申込方法

平成26年度アトリア・サポートスタッフ募集

5月5日（祝）は
中学生以下無料

５月５日「子どもの日」は中学生以下
のかたは無料で入園できます。

※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。

らん まん

実技（陣馬山、日和田山、釜ノ沢五峰、会津駒ケ岳、立山）および卓上（地図、夏山
の気象など）とも各5回開催
a5月11日（日）～7月27日（日）　交通手段…バス利用など
c18～65歳の山歩きが好きで健康なかた 
d20人　e13,000円（保険料含む）※交通費は各自
f往復はがきに〒・住所・氏名・年齢・電話番号を記入し
　〒333-0866 芝1-5-1 花原美寿まで
締め切り…5月1日（木）必着　g川口市山岳連盟（花原）A048-266-9307
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● ● ● 施設の情報 ●● ●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

開催日・時間 5/ 9 （金）・5/12（月）　10：00～（1回のみ）
5/24（土）・5/26（月）　19：00～（1回のみ） 定員 各15人

●西スポーツセンター　i048-251-6377

開催日・時間 5/10（土） 10：00～（1回目）・19：00～（2回目）
5/11（日） 10：00～（1回目）・14：00～（2回目） 定員 各10人

●安行スポーツセンター　i048-296-1200

開催日・時間
5/4（祝）・5/11（日）・5/18（日）・5/25（日）
10：00～（1回目）・14：00～（2回目）
5/14（水）・5/28（水）　10：00～（1回のみ）

定員 各10人

●体育武道センター　i048-251-9227

開催日・時間
5/3（祝）・5/6（振）10：00～（1回のみ）
5/17（土）・5/20（火）
10：00～（1回目）・19：00～（2回目）

定員 各10人

●東スポーツセンター　i048-222-4990

開催日・時間
（月～土曜日）10：00～20：00　（日曜・祝日）10：00～19：00
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。（5/28（水）はメンテナンスのため休止）

●戸塚スポーツセンター　i048-298-9993

5月分トレーニングルーム利用者講習会
c15歳以上のかた（中学生は除く）
f4月16日（水）9：00から電話受付（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。

● ● ● 施設の情報 ●● ●

スポーツ情報
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●春の企画展〈フィールド・リフレクション〉
a5月11日（日）まで　期間中土曜日は20：00まで開館
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き添いのかたは半額）
それぞれのフィールドへ幾度となく足を運び、無数に繋がれていく人や自然の
営みに誠実に向き合いながら作品を生み出してきた作家を紹介します。
※関連イベント開催日には観覧を一部制限する場合があります。

●展覧会関連 映画上映会
　本橋成一監督作品『アレクセイと泉』
a4月26日（土）　14：00～　f要事前申込　e500円
チェルノブイリ原発事故で汚染された村に住む人々の暮らしを迫ったドキュメン
タリー。※視覚に障害があるかたに、FMラジオで聞く音声ガイドあり（無料貸出、
要予約）。川口駅↔アトリアの送迎あり（要予約）（徒歩にて）※一部手話通訳あり。
映画は字幕付き。

■下記①～⑥（障害のあるかたは⑦～⑩も）をEメール・電話・FAXのいずれかで申
し込みください。①希望日時、②チケット希望枚数、③名前（複数の場合は代表者
名）、④年齢（学年）、⑤〒、住所（集合住宅の場合は建物名まで）、⑥連絡先（電話番
号・メールアドレスなど、緊急の際に連絡がとれるもの）、⑦送迎の希望、⑧FMラ
ジオ貸出の希望、⑨介添者の有無（介添者のかたも参加費がかかります）、⑩その
ほかご希望がある場合はお知らせください
■申込に際して
※Eメールで申し込みの場合、field@atlia.jpの受信設定をお願いします。予約完

了のメールが2営業日以内に届かない場合、別方法で問い合わせください。
※FAXで申し込みの場合は、2営業日以内にFAXで返信します。
※予約完了時に発行する整理番号を当日忘れずにお持ちください。
※当日、上映開始20分前までにチケット清算を済ませてください。キャンセルの

場合は前日までにご連絡ください。
■申込先　mfield@atlia.jp　i048-253-0222　k048-240-0525

■はがきに以下の①～⑤を明記の上、指定の締切日までに下記の申込先へ郵
送。当選されたかたにのみ、締切日から1週間以内にはがきで通知します。

①希望のワークショップ・講座から1つ　②名前（ふりがな）　③年齢（学年）・性別
④〒・住所（集合住宅にお住まいの場合には建物名まで）　⑤電話番号（緊急の際に連絡がとれるもの）
※アートウォッチングについて、障害があるかたは電話・FAXでのお申し込みも可能で

す。上記事項のほか介添者の有無やそのほかご希望なども併せてご連絡ください。
■申込締切日…G・D 4月30日（水）必着、ア・イ 5月2日（金）必着
■ご注意…応募や参加に際しては、以下の点をお守りください。違反された場

合は、申し込みをお断りする場合があります。
※1つのコースに、はがき1枚でお申し込みください。※複数枚でのお申し込み
はご遠慮ください。※同一コースをご希望のご家族（兄弟姉妹）に限り、1枚の
はがきに併記可能です。その際は対象年齢にご注意ください。※参加費は当
日受付でお支払いください。
■申込先…〒332-0033  並木元町1-76
　　　　　アートギャラリー・アトリア「ワークショップ・講座」係

市民登山セミナー  夏に北アルプス立山に登りませんか！

●関連イベント 事前予約不要。観覧料のみで気軽に参加いただけます。
〈アーティストトーク〉
作家一人ひとりが制作姿勢や自身の「フィールド」について語ります。
a4月 5 日（土）14：00～ 伴 美里 氏（画家） ゲスト…西村 佳哲 氏（働き方研究家）
a4月20日（日）14：00～ 田中 みぎわ 氏（画家）
※全回手話通訳付き

〈ギャラリートーク〉
a4月13日（日）、27日（日）14：00～（30分程度）
スタッフが展示作品についてお話します。　※4月27日のみ手話通訳付き

〈スライド絵本上映会〉
a4月6日（日）、19日（土）、5月10日（土）　各日15：30～16：00
本橋成一が作成したナレーション付きの写真作品「チェルノブイリいのちの大
地」をスライドで上映します。幅広い年齢のかたにお楽しみいただけます。
※同日開催の鑑賞プログラムの参加も併せておすすめしています。

期　日

 2 ・16（水）

期　日

 3 ・17（木）

 4 ・18（金）

 9 ・23（水）

10・24（木）

11・25（金）

10：00～11：00

領家公民館

10：00～11：00

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

サンテピア

13：40～14：30

 東内野団地

15：10～16：00

 江川運動広場

14：00～16：00

 根岸小学校

 武道センター

芝樋ノ爪小学校

南平公民館元郷分館

安行原グリーンタウン

4月移動図書館あおぞら号  巡回のお知らせ

※雨天の日は中止します。

図書館 中　　央 i048-227-7611
前　　川 i048-268-1616
新　　郷 i048-283-1265
横 曽 根 i048-256-1005
戸　　塚 i048-297-3098
鳩 ヶ 谷 i048-285-3110
芝園分室 i048-269-2241

休館日（館内整理日を含む）

春の
企画
展
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日　時コース
5月24日（土）

14：00～16：00ア
タイトル 内　容 講師 対象 定員

ぼくらの
いちばん
大きな絵！

伊藤 泰雅 氏
（画家）

年中・
年長

各
15人

●ワークショップ  アトリアデビュー　e500円（1人）

絵の具遊びをしながら大
きな絵を参加者みんなで
描きます。アトリアのワー
クショップに初めて参加
するかた、未就学児対象。

5月25日（日）
14：00～16：00イ

申込方法

今年で23回を迎える桜草展では、当
園で栽培しているサクラソウの鉢植え
約２００品種、約２２０鉢を展示します。
古い様式を伝える「桜草花壇」や、「孫
半斗鉢（まごはんどばち）（江戸期に味
噌などを入れた鉢の底に穴をあけて
植木鉢として使用したもの）」などの装
飾展示やサクラソウ教室に参加した
かたの展示もあります。
a4月19日（土）～２9日（祝）
b滝前パーゴラ

新緑コンサート、ファミリーゲーム大会、
植木・草花などの展示即売、盆栽展、
山野草展、親子草花教室、模擬店など
楽しいイベントが盛りだくさん

a5月3日（祝）～6日（振）

宇宙飛行士向井千秋さんが宇宙で香
りの実験を行ったバラの子孫の育て

方（講義）
a5月17日（土）10：00～12：00
b研修所２階　d3０人
e2,000円（苗付き）
講師…長嶋 守好 氏
f4月17日（木）９：００から電話受付
　（先着順）

a

◯4月20日（日）13：００～１5：0０
　春・爛漫  色とりどりの春を感じよう
◯4月27日（日）12：００～１5：0０
　ミニこいのぼりとカブト作り
◯5月 3 日（祝）10：００～１5：0０
　竹工作
◯5月 4 日（祝）10：００～１5：0０
　竹工作
◯5月 5 日（祝）10：００～１5：0０
　大工さん遊び
◯5月 6 日（振）10：００～１5：0０
　大工さん遊び
◯5月11日（日）12：００～１5：0０
　茶つみとお茶作り
b林間教室
d4月20日（日）・２７（日）・5月11日（日）

は各２０人、5月3日（祝）～6日（振）は
各４０人

e１人２００円（保険代含む）
f当日林間教室で開始１５分前から受

付（先着順）

運行時間…１０：００～１6：０0
e１回２１０円
※乗車回数券3枚つづり510円で販

売中（入園当日限り有効）
※天候などで、運休する場合があります。

a4月の相談日
　 5 日（土）、 6 日（日）、10日（木）、
　12日（土）、14日（月）、16日（水）、
　18日（金）、19日（土）、20日（日）、
　23日（水）、25日（金）、28日（月）、
　29日（祝）
　5月の相談日
　 3 日（祝）、 4 日（祝）、 5 日（祝）、
　10：00～12：00、13：00～15：00
※4月6日（日）、20（日）は13：00～15：00

のみ受け付け。

陶芸・書道・絵画の力作を展示します。
a4月26日（土）～29日（祝）
b緑のアトリエ

園内の見頃の花、樹木など「今日の見
どころ」をガイドボランティアがご案内
いたします。
a4月6日（日）・20日（日）
　10：30～12：00（雨天中止）
集合場所…園内の正門前
d先着20人
e入園料のみで参加できます

園内…サクラ、ハナミズキ、
チューリップ、ユキヤナギ、ボタン
温室…ヒスイカズラ、
ブーゲンビレア、
ミッキーマウスプラント、
洋ラン各種

子どもネイチャー教室

桜草展

スプリングフェア２０１４

園芸教室
「バラを育てよう（宇宙バラ）」

グリーンセンター  休園日  4月…8日（火）、15日（火）、22日（火）
　　　　5月…2日（金）、7日（水）、13日（火）、20日（火）、27日（火）
i048-281-2319  http://greencenter.1110city.com/

ミニ鉄道運行中！！

障害者作品展

園内ガイドツアー

園内開花予想緑の相談所（園芸相談）

４月１日からの消費税率引き上げに
伴い、入園料などを改定します。
一般310円、年間パス1,050円、
ミニ鉄道回数券510円
※詳しくはグリーンセンターホーム

ページをご覧ください。

グリーンセンター
入園料等改定のおしらせ

スポーツ教室

教室名 弓道教室（d25人）
日　時

対　象
申し込み・費用

5/13～6/6　毎週火・金曜日　全8回　18：30～20：30
場　所 弓道場

市内在住・在勤の18歳以上のかた
4/21（月）9：00から電話受付（先着順）
e4,000円（保険料含む）

●青木町公園総合運動場（青木町平和公園内）　i048-251-6893

教室名 少年少女剣道教室（d25人）

場　所 剣道場

日　時

①

対　象
申し込み・費用

5/12～6/27（6/16除く）　毎週月・水・金曜日
全20回　17：30～18：30

●体育武道センター　i048-251-9227

市内在住の小学1～5年生
4/18（金）9：00から電話受付（先着順）
e2,000円（保険料として）

教室名 少年少女空手道教室（d15人）

場　所 柔道場

日　時

②

対　象
申し込み・費用

5/23～6/27（6/16除く）　毎週月・金曜日
全10回　17：30～18：30

市内在住の小学1～5年生
4/23（水）9：00から電話受付（先着順）
e1,000円（保険料として）

教室名 ゴルフ教室（d16人）
日　時

対　象
申し込み・費用

5/20～6/17　毎週火曜日　全5回　19：30～21：00
場　所 川口グリーンゴルフ

市内在住・在勤の18歳以上のかた
4/9（水）9：00から電話受付（先着順）
e13,000円（保険料含む）

●（公財）川口市体育協会　i048-254-3575

アートギャラリー・アトリア  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）
i048-253-0222　http://www.atlia.jp/

婦人会館・青少年会館
 休館日 月曜日（祝日の場合は翌日が休館）
住所…上青木西1-2-28　i048-253-1444　k048-256-6433

小学生卓球広場
a5月16日（金）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・タオル・飲み物（ラケット・ピンポン玉は貸し出します。）
f4月16日（水）9：00から電話受付（先着順）  ※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～

a4月24日（木）・5月22日（木）10：30～12：00　b青少年会館1階クラブ室2号
c市内在住の乳幼児と保護者　e200円（1回）　※直接会場へお越しください。

赤ちゃんサロン
お母さんの体操・ベビーマッサージ・育児相談など
a5月16日（金）13：30～15：30　b青少年会館1階クラブ室2号
c市内在住の3カ月～1歳未満の乳児と母親20組（40人）
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
f4月17日（木）9：00から電話受付（先着順）
※申込者多数の場合、初めてのかたを優先し、受講は2回までとします。
※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。

中央図書館…18日（金）（第３金曜日）
前川・新郷・横曽根・戸塚・鳩ヶ谷図書館、
芝園分室… 7 日（月）・14日（月）・21日（月）
　　　　　28日（月）・30日（水）

日　時コース

5月10日（土）
13：30～15：00G

タイトル 内　容 講　師 対象 定員

アート
ウォッチング

アトリア
スタッフ

一般
15人

●鑑賞プログラム  e無料（春の企画展のチケットが必要です）

参加者同士で会話を楽し
みながら、春の企画展〈フィ
ールド・リフレクション〉展示
作品について探ります。

※手話
通訳付き

日　時コース

5月11日（日）
13：30～15：30D

タイトル 内　容 講　師 対象 定員

かたち
ハンター！

伴 美里 氏
出品者
画家

小学生 12人

●アートさんぽ  春の企画展関連　e500円（1人）

アートパーク（アトリア周
辺）を歩き「気になるかた
ち」を探します。作家の普段
の活動にも触れられます。

5月31日（土）まで
c中学生以上（18歳未満のかたは保護者の同意が必要）、経験不問
アトリアが行うワークショップ・講座を中心にサポートしてくれるボランティアを募集中
です。アートに興味があり、多くのかたとの交流の中で楽しみながら活動に参加
してくれるかたをお待ちしています。詳細は電話にてお問い合せください。

申込方法

平成26年度アトリア・サポートスタッフ募集

5月5日（祝）は
中学生以下無料

５月５日「子どもの日」は中学生以下
のかたは無料で入園できます。

※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。

らん まん



実技（陣馬山、日和田山、釜ノ沢五峰、会津駒ケ岳、立山）および卓上（地図、夏山
の気象など）とも各5回開催
a5月11日（日）～7月27日（日）　交通手段…バス利用など
c18～65歳の山歩きが好きで健康なかた 
d20人　e13,000円（保険料含む）※交通費は各自
f往復はがきに〒・住所・氏名・年齢・電話番号を記入し
　〒333-0866 芝1-5-1 花原美寿まで
締め切り…5月1日（木）必着　g川口市山岳連盟（花原）A048-266-9307
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● ● ● 施設の情報 ●● ●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

開催日・時間 5/ 9 （金）・5/12（月）　10：00～（1回のみ）
5/24（土）・5/26（月）　19：00～（1回のみ） 定員 各15人

●西スポーツセンター　i048-251-6377

開催日・時間 5/10（土） 10：00～（1回目）・19：00～（2回目）
5/11（日） 10：00～（1回目）・14：00～（2回目） 定員 各10人

●安行スポーツセンター　i048-296-1200

開催日・時間
5/4（祝）・5/11（日）・5/18（日）・5/25（日）
10：00～（1回目）・14：00～（2回目）
5/14（水）・5/28（水）　10：00～（1回のみ）

定員 各10人

●体育武道センター　i048-251-9227

開催日・時間
5/3（祝）・5/6（振）10：00～（1回のみ）
5/17（土）・5/20（火）
10：00～（1回目）・19：00～（2回目）

定員 各10人

●東スポーツセンター　i048-222-4990

開催日・時間
（月～土曜日）10：00～20：00　（日曜・祝日）10：00～19：00
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。（5/28（水）はメンテナンスのため休止）

●戸塚スポーツセンター　i048-298-9993

5月分トレーニングルーム利用者講習会
c15歳以上のかた（中学生は除く）
f4月16日（水）9：00から電話受付（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。

● ● ● 施設の情報 ●● ●

スポーツ情報

20広報かわぐち2014.4

●春の企画展〈フィールド・リフレクション〉
a5月11日（日）まで　期間中土曜日は20：00まで開館
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き添いのかたは半額）
それぞれのフィールドへ幾度となく足を運び、無数に繋がれていく人や自然の
営みに誠実に向き合いながら作品を生み出してきた作家を紹介します。
※関連イベント開催日には観覧を一部制限する場合があります。

●展覧会関連 映画上映会
　本橋成一監督作品『アレクセイと泉』
a4月26日（土）　14：00～　f要事前申込　e500円
チェルノブイリ原発事故で汚染された村に住む人々の暮らしを迫ったドキュメン
タリー。※視覚に障害があるかたに、FMラジオで聞く音声ガイドあり（無料貸出、
要予約）。川口駅↔アトリアの送迎あり（要予約）（徒歩にて）※一部手話通訳あり。
映画は字幕付き。

■下記①～⑥（障害のあるかたは⑦～⑩も）をEメール・電話・FAXのいずれかで申
し込みください。①希望日時、②チケット希望枚数、③名前（複数の場合は代表者
名）、④年齢（学年）、⑤〒、住所（集合住宅の場合は建物名まで）、⑥連絡先（電話番
号・メールアドレスなど、緊急の際に連絡がとれるもの）、⑦送迎の希望、⑧FMラ
ジオ貸出の希望、⑨介添者の有無（介添者のかたも参加費がかかります）、⑩その
ほかご希望がある場合はお知らせください
■申込に際して
※Eメールで申し込みの場合、field@atlia.jpの受信設定をお願いします。予約完

了のメールが2営業日以内に届かない場合、別方法で問い合わせください。
※FAXで申し込みの場合は、2営業日以内にFAXで返信します。
※予約完了時に発行する整理番号を当日忘れずにお持ちください。
※当日、上映開始20分前までにチケット清算を済ませてください。キャンセルの

場合は前日までにご連絡ください。
■申込先　mfield@atlia.jp　i048-253-0222　k048-240-0525

■はがきに以下の①～⑤を明記の上、指定の締切日までに下記の申込先へ郵
送。当選されたかたにのみ、締切日から1週間以内にはがきで通知します。

①希望のワークショップ・講座から1つ　②名前（ふりがな）　③年齢（学年）・性別
④〒・住所（集合住宅にお住まいの場合には建物名まで）　⑤電話番号（緊急の際に連絡がとれるもの）
※アートウォッチングについて、障害があるかたは電話・FAXでのお申し込みも可能で

す。上記事項のほか介添者の有無やそのほかご希望なども併せてご連絡ください。
■申込締切日…G・D 4月30日（水）必着、ア・イ 5月2日（金）必着
■ご注意…応募や参加に際しては、以下の点をお守りください。違反された場

合は、申し込みをお断りする場合があります。
※1つのコースに、はがき1枚でお申し込みください。※複数枚でのお申し込み
はご遠慮ください。※同一コースをご希望のご家族（兄弟姉妹）に限り、1枚の
はがきに併記可能です。その際は対象年齢にご注意ください。※参加費は当
日受付でお支払いください。
■申込先…〒332-0033  並木元町1-76
　　　　　アートギャラリー・アトリア「ワークショップ・講座」係

市民登山セミナー  夏に北アルプス立山に登りませんか！

●関連イベント 事前予約不要。観覧料のみで気軽に参加いただけます。
〈アーティストトーク〉
作家一人ひとりが制作姿勢や自身の「フィールド」について語ります。
a4月 5 日（土）14：00～ 伴 美里 氏（画家） ゲスト…西村 佳哲 氏（働き方研究家）
a4月20日（日）14：00～ 田中 みぎわ 氏（画家）
※全回手話通訳付き

〈ギャラリートーク〉
a4月13日（日）、27日（日）14：00～（30分程度）
スタッフが展示作品についてお話します。　※4月27日のみ手話通訳付き

〈スライド絵本上映会〉
a4月6日（日）、19日（土）、5月10日（土）　各日15：30～16：00
本橋成一が作成したナレーション付きの写真作品「チェルノブイリいのちの大
地」をスライドで上映します。幅広い年齢のかたにお楽しみいただけます。
※同日開催の鑑賞プログラムの参加も併せておすすめしています。

期　日

 2 ・16（水）

期　日

 3 ・17（木）

 4 ・18（金）

 9 ・23（水）

10・24（木）

11・25（金）

10：00～11：00

領家公民館

10：00～11：00

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

サンテピア

13：40～14：30

 東内野団地

15：10～16：00

 江川運動広場

14：00～16：00

 根岸小学校

 武道センター

芝樋ノ爪小学校

南平公民館元郷分館

安行原グリーンタウン

4月移動図書館あおぞら号  巡回のお知らせ

※雨天の日は中止します。

図書館 中　　央 i048-227-7611
前　　川 i048-268-1616
新　　郷 i048-283-1265
横 曽 根 i048-256-1005
戸　　塚 i048-297-3098
鳩 ヶ 谷 i048-285-3110
芝園分室 i048-269-2241

休館日（館内整理日を含む）

春の
企画
展
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日　時コース
5月24日（土）

14：00～16：00ア
タイトル 内　容 講師 対象 定員

ぼくらの
いちばん
大きな絵！

伊藤 泰雅 氏
（画家）

年中・
年長

各
15人

●ワークショップ  アトリアデビュー　e500円（1人）

絵の具遊びをしながら大
きな絵を参加者みんなで
描きます。アトリアのワー
クショップに初めて参加
するかた、未就学児対象。

5月25日（日）
14：00～16：00イ

申込方法

今年で23回を迎える桜草展では、当
園で栽培しているサクラソウの鉢植え
約２００品種、約２２０鉢を展示します。
古い様式を伝える「桜草花壇」や、「孫
半斗鉢（まごはんどばち）（江戸期に味
噌などを入れた鉢の底に穴をあけて
植木鉢として使用したもの）」などの装
飾展示やサクラソウ教室に参加した
かたの展示もあります。
a4月19日（土）～２9日（祝）
b滝前パーゴラ

新緑コンサート、ファミリーゲーム大会、
植木・草花などの展示即売、盆栽展、
山野草展、親子草花教室、模擬店など
楽しいイベントが盛りだくさん

a5月3日（祝）～6日（振）

宇宙飛行士向井千秋さんが宇宙で香
りの実験を行ったバラの子孫の育て

方（講義）
a5月17日（土）10：00～12：00
b研修所２階　d3０人
e2,000円（苗付き）
講師…長嶋 守好 氏
f4月17日（木）９：００から電話受付
　（先着順）

a

◯4月20日（日）13：００～１5：0０
　春・爛漫  色とりどりの春を感じよう
◯4月27日（日）12：００～１5：0０
　ミニこいのぼりとカブト作り
◯5月 3 日（祝）10：００～１5：0０
　竹工作
◯5月 4 日（祝）10：００～１5：0０
　竹工作
◯5月 5 日（祝）10：００～１5：0０
　大工さん遊び
◯5月 6 日（振）10：００～１5：0０
　大工さん遊び
◯5月11日（日）12：００～１5：0０
　茶つみとお茶作り
b林間教室
d4月20日（日）・２７（日）・5月11日（日）

は各２０人、5月3日（祝）～6日（振）は
各４０人

e１人２００円（保険代含む）
f当日林間教室で開始１５分前から受

付（先着順）

運行時間…１０：００～１6：０0
e１回２１０円
※乗車回数券3枚つづり510円で販

売中（入園当日限り有効）
※天候などで、運休する場合があります。

a4月の相談日
　 5 日（土）、 6 日（日）、10日（木）、
　12日（土）、14日（月）、16日（水）、
　18日（金）、19日（土）、20日（日）、
　23日（水）、25日（金）、28日（月）、
　29日（祝）
　5月の相談日
　 3 日（祝）、 4 日（祝）、 5 日（祝）、
　10：00～12：00、13：00～15：00
※4月6日（日）、20（日）は13：00～15：00

のみ受け付け。

陶芸・書道・絵画の力作を展示します。
a4月26日（土）～29日（祝）
b緑のアトリエ

園内の見頃の花、樹木など「今日の見
どころ」をガイドボランティアがご案内
いたします。
a4月6日（日）・20日（日）
　10：30～12：00（雨天中止）
集合場所…園内の正門前
d先着20人
e入園料のみで参加できます

園内…サクラ、ハナミズキ、
チューリップ、ユキヤナギ、ボタン
温室…ヒスイカズラ、
ブーゲンビレア、
ミッキーマウスプラント、
洋ラン各種

子どもネイチャー教室

桜草展

スプリングフェア２０１４

園芸教室
「バラを育てよう（宇宙バラ）」

グリーンセンター  休園日  4月…8日（火）、15日（火）、22日（火）
　　　　5月…2日（金）、7日（水）、13日（火）、20日（火）、27日（火）
i048-281-2319  http://greencenter.1110city.com/

ミニ鉄道運行中！！

障害者作品展

園内ガイドツアー

園内開花予想緑の相談所（園芸相談）

４月１日からの消費税率引き上げに
伴い、入園料などを改定します。
一般310円、年間パス1,050円、
ミニ鉄道回数券510円
※詳しくはグリーンセンターホーム

ページをご覧ください。

グリーンセンター
入園料等改定のおしらせ

スポーツ教室

教室名 弓道教室（d25人）
日　時

対　象
申し込み・費用

5/13～6/6　毎週火・金曜日　全8回　18：30～20：30
場　所 弓道場

市内在住・在勤の18歳以上のかた
4/21（月）9：00から電話受付（先着順）
e4,000円（保険料含む）

●青木町公園総合運動場（青木町平和公園内）　i048-251-6893

教室名 少年少女剣道教室（d25人）

場　所 剣道場

日　時

①

対　象
申し込み・費用

5/12～6/27（6/16除く）　毎週月・水・金曜日
全20回　17：30～18：30

●体育武道センター　i048-251-9227

市内在住の小学1～5年生
4/18（金）9：00から電話受付（先着順）
e2,000円（保険料として）

教室名 少年少女空手道教室（d15人）

場　所 柔道場

日　時

②

対　象
申し込み・費用

5/23～6/27（6/16除く）　毎週月・金曜日
全10回　17：30～18：30

市内在住の小学1～5年生
4/23（水）9：00から電話受付（先着順）
e1,000円（保険料として）

教室名 ゴルフ教室（d16人）
日　時

対　象
申し込み・費用

5/20～6/17　毎週火曜日　全5回　19：30～21：00
場　所 川口グリーンゴルフ

市内在住・在勤の18歳以上のかた
4/9（水）9：00から電話受付（先着順）
e13,000円（保険料含む）

●（公財）川口市体育協会　i048-254-3575

アートギャラリー・アトリア  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）
i048-253-0222　http://www.atlia.jp/

婦人会館・青少年会館
 休館日 月曜日（祝日の場合は翌日が休館）
住所…上青木西1-2-28　i048-253-1444　k048-256-6433

小学生卓球広場
a5月16日（金）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・タオル・飲み物（ラケット・ピンポン玉は貸し出します。）
f4月16日（水）9：00から電話受付（先着順）  ※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～

a4月24日（木）・5月22日（木）10：30～12：00　b青少年会館1階クラブ室2号
c市内在住の乳幼児と保護者　e200円（1回）　※直接会場へお越しください。

赤ちゃんサロン
お母さんの体操・ベビーマッサージ・育児相談など
a5月16日（金）13：30～15：30　b青少年会館1階クラブ室2号
c市内在住の3カ月～1歳未満の乳児と母親20組（40人）
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
f4月17日（木）9：00から電話受付（先着順）
※申込者多数の場合、初めてのかたを優先し、受講は2回までとします。
※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。

中央図書館…18日（金）（第３金曜日）
前川・新郷・横曽根・戸塚・鳩ヶ谷図書館、
芝園分室… 7 日（月）・14日（月）・21日（月）
　　　　　28日（月）・30日（水）

日　時コース

5月10日（土）
13：30～15：00G

タイトル 内　容 講　師 対象 定員

アート
ウォッチング

アトリア
スタッフ

一般
15人

●鑑賞プログラム  e無料（春の企画展のチケットが必要です）

参加者同士で会話を楽し
みながら、春の企画展〈フィ
ールド・リフレクション〉展示
作品について探ります。

※手話
通訳付き

日　時コース

5月11日（日）
13：30～15：30D

タイトル 内　容 講　師 対象 定員

かたち
ハンター！

伴 美里 氏
出品者
画家

小学生 12人

●アートさんぽ  春の企画展関連　e500円（1人）

アートパーク（アトリア周
辺）を歩き「気になるかた
ち」を探します。作家の普段
の活動にも触れられます。

5月31日（土）まで
c中学生以上（18歳未満のかたは保護者の同意が必要）、経験不問
アトリアが行うワークショップ・講座を中心にサポートしてくれるボランティアを募集中
です。アートに興味があり、多くのかたとの交流の中で楽しみながら活動に参加
してくれるかたをお待ちしています。詳細は電話にてお問い合せください。

申込方法

平成26年度アトリア・サポートスタッフ募集

5月5日（祝）は
中学生以下無料

５月５日「子どもの日」は中学生以下
のかたは無料で入園できます。

※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。

らん まん

実技（陣馬山、日和田山、釜ノ沢五峰、会津駒ケ岳、立山）および卓上（地図、夏山
の気象など）とも各5回開催
a5月11日（日）～7月27日（日）　交通手段…バス利用など
c18～65歳の山歩きが好きで健康なかた 
d20人　e13,000円（保険料含む）※交通費は各自
f往復はがきに〒・住所・氏名・年齢・電話番号を記入し
　〒333-0866 芝1-5-1 花原美寿まで
締め切り…5月1日（木）必着　g川口市山岳連盟（花原）A048-266-9307
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● ● ● 施設の情報 ●● ●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

開催日・時間 5/ 9 （金）・5/12（月）　10：00～（1回のみ）
5/24（土）・5/26（月）　19：00～（1回のみ） 定員 各15人

●西スポーツセンター　i048-251-6377

開催日・時間 5/10（土） 10：00～（1回目）・19：00～（2回目）
5/11（日） 10：00～（1回目）・14：00～（2回目） 定員 各10人

●安行スポーツセンター　i048-296-1200

開催日・時間
5/4（祝）・5/11（日）・5/18（日）・5/25（日）
10：00～（1回目）・14：00～（2回目）
5/14（水）・5/28（水）　10：00～（1回のみ）

定員 各10人

●体育武道センター　i048-251-9227

開催日・時間
5/3（祝）・5/6（振）10：00～（1回のみ）
5/17（土）・5/20（火）
10：00～（1回目）・19：00～（2回目）

定員 各10人

●東スポーツセンター　i048-222-4990

開催日・時間
（月～土曜日）10：00～20：00　（日曜・祝日）10：00～19：00
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。（5/28（水）はメンテナンスのため休止）

●戸塚スポーツセンター　i048-298-9993

5月分トレーニングルーム利用者講習会
c15歳以上のかた（中学生は除く）
f4月16日（水）9：00から電話受付（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。

● ● ● 施設の情報 ●● ●

スポーツ情報

20広報かわぐち2014.4

●春の企画展〈フィールド・リフレクション〉
a5月11日（日）まで　期間中土曜日は20：00まで開館
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き添いのかたは半額）
それぞれのフィールドへ幾度となく足を運び、無数に繋がれていく人や自然の
営みに誠実に向き合いながら作品を生み出してきた作家を紹介します。
※関連イベント開催日には観覧を一部制限する場合があります。

●展覧会関連 映画上映会
　本橋成一監督作品『アレクセイと泉』
a4月26日（土）　14：00～　f要事前申込　e500円
チェルノブイリ原発事故で汚染された村に住む人々の暮らしを迫ったドキュメン
タリー。※視覚に障害があるかたに、FMラジオで聞く音声ガイドあり（無料貸出、
要予約）。川口駅↔アトリアの送迎あり（要予約）（徒歩にて）※一部手話通訳あり。
映画は字幕付き。

■下記①～⑥（障害のあるかたは⑦～⑩も）をEメール・電話・FAXのいずれかで申
し込みください。①希望日時、②チケット希望枚数、③名前（複数の場合は代表者
名）、④年齢（学年）、⑤〒、住所（集合住宅の場合は建物名まで）、⑥連絡先（電話番
号・メールアドレスなど、緊急の際に連絡がとれるもの）、⑦送迎の希望、⑧FMラ
ジオ貸出の希望、⑨介添者の有無（介添者のかたも参加費がかかります）、⑩その
ほかご希望がある場合はお知らせください
■申込に際して
※Eメールで申し込みの場合、field@atlia.jpの受信設定をお願いします。予約完

了のメールが2営業日以内に届かない場合、別方法で問い合わせください。
※FAXで申し込みの場合は、2営業日以内にFAXで返信します。
※予約完了時に発行する整理番号を当日忘れずにお持ちください。
※当日、上映開始20分前までにチケット清算を済ませてください。キャンセルの

場合は前日までにご連絡ください。
■申込先　mfield@atlia.jp　i048-253-0222　k048-240-0525

■はがきに以下の①～⑤を明記の上、指定の締切日までに下記の申込先へ郵
送。当選されたかたにのみ、締切日から1週間以内にはがきで通知します。

①希望のワークショップ・講座から1つ　②名前（ふりがな）　③年齢（学年）・性別
④〒・住所（集合住宅にお住まいの場合には建物名まで）　⑤電話番号（緊急の際に連絡がとれるもの）
※アートウォッチングについて、障害があるかたは電話・FAXでのお申し込みも可能で

す。上記事項のほか介添者の有無やそのほかご希望なども併せてご連絡ください。
■申込締切日…G・D 4月30日（水）必着、ア・イ 5月2日（金）必着
■ご注意…応募や参加に際しては、以下の点をお守りください。違反された場

合は、申し込みをお断りする場合があります。
※1つのコースに、はがき1枚でお申し込みください。※複数枚でのお申し込み
はご遠慮ください。※同一コースをご希望のご家族（兄弟姉妹）に限り、1枚の
はがきに併記可能です。その際は対象年齢にご注意ください。※参加費は当
日受付でお支払いください。
■申込先…〒332-0033  並木元町1-76
　　　　　アートギャラリー・アトリア「ワークショップ・講座」係

市民登山セミナー  夏に北アルプス立山に登りませんか！

●関連イベント 事前予約不要。観覧料のみで気軽に参加いただけます。
〈アーティストトーク〉
作家一人ひとりが制作姿勢や自身の「フィールド」について語ります。
a4月 5 日（土）14：00～ 伴 美里 氏（画家） ゲスト…西村 佳哲 氏（働き方研究家）
a4月20日（日）14：00～ 田中 みぎわ 氏（画家）
※全回手話通訳付き

〈ギャラリートーク〉
a4月13日（日）、27日（日）14：00～（30分程度）
スタッフが展示作品についてお話します。　※4月27日のみ手話通訳付き

〈スライド絵本上映会〉
a4月6日（日）、19日（土）、5月10日（土）　各日15：30～16：00
本橋成一が作成したナレーション付きの写真作品「チェルノブイリいのちの大
地」をスライドで上映します。幅広い年齢のかたにお楽しみいただけます。
※同日開催の鑑賞プログラムの参加も併せておすすめしています。

期　日

 2 ・16（水）

期　日

 3 ・17（木）

 4 ・18（金）

 9 ・23（水）

10・24（木）

11・25（金）

10：00～11：00

領家公民館

10：00～11：00

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

サンテピア

13：40～14：30

 東内野団地

15：10～16：00

 江川運動広場

14：00～16：00

 根岸小学校

 武道センター

芝樋ノ爪小学校

南平公民館元郷分館

安行原グリーンタウン

4月移動図書館あおぞら号  巡回のお知らせ

※雨天の日は中止します。

図書館 中　　央 i048-227-7611
前　　川 i048-268-1616
新　　郷 i048-283-1265
横 曽 根 i048-256-1005
戸　　塚 i048-297-3098
鳩 ヶ 谷 i048-285-3110
芝園分室 i048-269-2241

休館日（館内整理日を含む）
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日　時コース
5月24日（土）

14：00～16：00ア
タイトル 内　容 講師 対象 定員

ぼくらの
いちばん
大きな絵！

伊藤 泰雅 氏
（画家）

年中・
年長

各
15人

●ワークショップ  アトリアデビュー　e500円（1人）

絵の具遊びをしながら大
きな絵を参加者みんなで
描きます。アトリアのワー
クショップに初めて参加
するかた、未就学児対象。

5月25日（日）
14：00～16：00イ

申込方法

今年で23回を迎える桜草展では、当
園で栽培しているサクラソウの鉢植え
約２００品種、約２２０鉢を展示します。
古い様式を伝える「桜草花壇」や、「孫
半斗鉢（まごはんどばち）（江戸期に味
噌などを入れた鉢の底に穴をあけて
植木鉢として使用したもの）」などの装
飾展示やサクラソウ教室に参加した
かたの展示もあります。
a4月19日（土）～２9日（祝）
b滝前パーゴラ

新緑コンサート、ファミリーゲーム大会、
植木・草花などの展示即売、盆栽展、
山野草展、親子草花教室、模擬店など
楽しいイベントが盛りだくさん

a5月3日（祝）～6日（振）

宇宙飛行士向井千秋さんが宇宙で香
りの実験を行ったバラの子孫の育て

方（講義）
a5月17日（土）10：00～12：00
b研修所２階　d3０人
e2,000円（苗付き）
講師…長嶋 守好 氏
f4月17日（木）９：００から電話受付
　（先着順）

a

◯4月20日（日）13：００～１5：0０
　春・爛漫  色とりどりの春を感じよう
◯4月27日（日）12：００～１5：0０
　ミニこいのぼりとカブト作り
◯5月 3 日（祝）10：００～１5：0０
　竹工作
◯5月 4 日（祝）10：００～１5：0０
　竹工作
◯5月 5 日（祝）10：００～１5：0０
　大工さん遊び
◯5月 6 日（振）10：００～１5：0０
　大工さん遊び
◯5月11日（日）12：００～１5：0０
　茶つみとお茶作り
b林間教室
d4月20日（日）・２７（日）・5月11日（日）

は各２０人、5月3日（祝）～6日（振）は
各４０人

e１人２００円（保険代含む）
f当日林間教室で開始１５分前から受

付（先着順）

運行時間…１０：００～１6：０0
e１回２１０円
※乗車回数券3枚つづり510円で販

売中（入園当日限り有効）
※天候などで、運休する場合があります。

a4月の相談日
　 5 日（土）、 6 日（日）、10日（木）、
　12日（土）、14日（月）、16日（水）、
　18日（金）、19日（土）、20日（日）、
　23日（水）、25日（金）、28日（月）、
　29日（祝）
　5月の相談日
　 3 日（祝）、 4 日（祝）、 5 日（祝）、
　10：00～12：00、13：00～15：00
※4月6日（日）、20（日）は13：00～15：00

のみ受け付け。

陶芸・書道・絵画の力作を展示します。
a4月26日（土）～29日（祝）
b緑のアトリエ

園内の見頃の花、樹木など「今日の見
どころ」をガイドボランティアがご案内
いたします。
a4月6日（日）・20日（日）
　10：30～12：00（雨天中止）
集合場所…園内の正門前
d先着20人
e入園料のみで参加できます

園内…サクラ、ハナミズキ、
チューリップ、ユキヤナギ、ボタン
温室…ヒスイカズラ、
ブーゲンビレア、
ミッキーマウスプラント、
洋ラン各種

子どもネイチャー教室

桜草展

スプリングフェア２０１４

園芸教室
「バラを育てよう（宇宙バラ）」

グリーンセンター  休園日  4月…8日（火）、15日（火）、22日（火）
　　　　5月…2日（金）、7日（水）、13日（火）、20日（火）、27日（火）
i048-281-2319  http://greencenter.1110city.com/

ミニ鉄道運行中！！

障害者作品展

園内ガイドツアー

園内開花予想緑の相談所（園芸相談）

４月１日からの消費税率引き上げに
伴い、入園料などを改定します。
一般310円、年間パス1,050円、
ミニ鉄道回数券510円
※詳しくはグリーンセンターホーム

ページをご覧ください。

グリーンセンター
入園料等改定のおしらせ

スポーツ教室

教室名 弓道教室（d25人）
日　時

対　象
申し込み・費用

5/13～6/6　毎週火・金曜日　全8回　18：30～20：30
場　所 弓道場

市内在住・在勤の18歳以上のかた
4/21（月）9：00から電話受付（先着順）
e4,000円（保険料含む）

●青木町公園総合運動場（青木町平和公園内）　i048-251-6893

教室名 少年少女剣道教室（d25人）

場　所 剣道場

日　時

①

対　象
申し込み・費用

5/12～6/27（6/16除く）　毎週月・水・金曜日
全20回　17：30～18：30

●体育武道センター　i048-251-9227

市内在住の小学1～5年生
4/18（金）9：00から電話受付（先着順）
e2,000円（保険料として）

教室名 少年少女空手道教室（d15人）

場　所 柔道場

日　時

②

対　象
申し込み・費用

5/23～6/27（6/16除く）　毎週月・金曜日
全10回　17：30～18：30

市内在住の小学1～5年生
4/23（水）9：00から電話受付（先着順）
e1,000円（保険料として）

教室名 ゴルフ教室（d16人）
日　時

対　象
申し込み・費用

5/20～6/17　毎週火曜日　全5回　19：30～21：00
場　所 川口グリーンゴルフ

市内在住・在勤の18歳以上のかた
4/9（水）9：00から電話受付（先着順）
e13,000円（保険料含む）

●（公財）川口市体育協会　i048-254-3575

アートギャラリー・アトリア  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）
i048-253-0222　http://www.atlia.jp/

婦人会館・青少年会館
 休館日 月曜日（祝日の場合は翌日が休館）
住所…上青木西1-2-28　i048-253-1444　k048-256-6433

小学生卓球広場
a5月16日（金）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・タオル・飲み物（ラケット・ピンポン玉は貸し出します。）
f4月16日（水）9：00から電話受付（先着順）  ※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～

a4月24日（木）・5月22日（木）10：30～12：00　b青少年会館1階クラブ室2号
c市内在住の乳幼児と保護者　e200円（1回）　※直接会場へお越しください。

赤ちゃんサロン
お母さんの体操・ベビーマッサージ・育児相談など
a5月16日（金）13：30～15：30　b青少年会館1階クラブ室2号
c市内在住の3カ月～1歳未満の乳児と母親20組（40人）
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
f4月17日（木）9：00から電話受付（先着順）
※申込者多数の場合、初めてのかたを優先し、受講は2回までとします。
※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。

中央図書館…18日（金）（第３金曜日）
前川・新郷・横曽根・戸塚・鳩ヶ谷図書館、
芝園分室… 7 日（月）・14日（月）・21日（月）
　　　　　28日（月）・30日（水）

日　時コース

5月10日（土）
13：30～15：00G

タイトル 内　容 講　師 対象 定員

アート
ウォッチング

アトリア
スタッフ

一般
15人

●鑑賞プログラム  e無料（春の企画展のチケットが必要です）

参加者同士で会話を楽し
みながら、春の企画展〈フィ
ールド・リフレクション〉展示
作品について探ります。

※手話
通訳付き

日　時コース

5月11日（日）
13：30～15：30D

タイトル 内　容 講　師 対象 定員

かたち
ハンター！

伴 美里 氏
出品者
画家

小学生 12人

●アートさんぽ  春の企画展関連　e500円（1人）

アートパーク（アトリア周
辺）を歩き「気になるかた
ち」を探します。作家の普段
の活動にも触れられます。

5月31日（土）まで
c中学生以上（18歳未満のかたは保護者の同意が必要）、経験不問
アトリアが行うワークショップ・講座を中心にサポートしてくれるボランティアを募集中
です。アートに興味があり、多くのかたとの交流の中で楽しみながら活動に参加
してくれるかたをお待ちしています。詳細は電話にてお問い合せください。

申込方法

平成26年度アトリア・サポートスタッフ募集

5月5日（祝）は
中学生以下無料

５月５日「子どもの日」は中学生以下
のかたは無料で入園できます。

※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。

らん まん


