施設の情報
11

月のイベント

休館日…6日㈪、13日㈪、20日㈪、27日㈪、28日㈫
i048-262-8431 http://www.kawaguchi.science.museum bSKIPシティ内

観 覧 料…一般 410円・中学生以下 200円
入 場 料…一般 200円・小中学生 100円
640円・中学生以下 820円
科学展示室 年間入場券…一般 820円・小中学生 410円 プラネタリウム 年間観覧券…一般 1，
※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。

※未就学児は無料

a1日㈬～30日㈭

東大CASTによる特別サイエンスショー
「くるくるグルグル回してみよう」
a12日㈰13：20、15：10 所要時間…約40分
ハンターマップを手がかりに、展示室を探検だ！ミッションをク
サイエンス
ハンター2017 リアして、
オリジナルグッズを手に入れよう。

①10：00

②11：10

③12：20

④13：30

⑤14：40

⑥15：50

内容

番組

生解説

番組

生解説

番組

生解説

番組…2017年春番組
「オーロラ 夜空を彩る光のダンス」
のみ
生解説…星空の生解説のみ
※観覧券は、
①②③の回は9：30から、
④⑤⑥の回は12：00から、
1階科学館
入口前で各回先着160人に配布
（並んだかた1人１枚限り）
。

天文台 特別ガイドツアー
開催時間…13：00～14：00 所要時間…約20分
f当日13：00～1階科学館入口前で ※雨・強風の場合は中止

プラネタリウム
投影開始時刻

開館時間…9：30～17：00
（入館は16：30まで）

サイエンスショー

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

科学ものづくり教室

──

15：00

──

眠れない夜の月 眠れない夜の月 グラビテーション

キッズアワー 眠れない夜の月 眠れない夜の月 グラビテーション

15：30

眠れない夜の月

「県民の日 無料公開」
をご覧ください。

──

──

一般投影
「眠れない夜の月」

ある日、少年の前に現れた
「月の番人」
。高い樹に引っかかってしまった月を一緒
にはずしてほしいと言う。少年は時間の止まった夜の森へ、冒険の旅に出る！
（星空生解説約25分+番組25分）

「グラビテーション ～魔法使いの少年とロボット 不思議な一夜～」
舞台となるのは架空のアインシュタイン博物館。魔法使いの少年リンブラダーと
不思議なロボット
「アルビー」
が宇宙の秘密に迫ります。
（星空生解説約20分+番組29分）

キッズアワー 11月・12月のテーマ「クリスマス」
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。
星座物語
「プレアデス神話」
も投影します。

設

うきうき探検

──

13：30

施

a日曜・祝日…①11：30、②14：30
（3日除く)、③16：00
①②
「光ファイバーでイルミネーション」 e材料費300円
テーマ
③
「時計を分解」 e材料費200円
d各回20人
（先着順） 所要時間…約30分 f当日科学展示室で整理券配布
※小学2年生以下は保護者同伴

──

特別企画 トークショー

「プラネタリウム番組『眠れない夜の月』はこうして作られた！」
手作りの人形を1コマずつ撮影して作った、ぬくもりを感じられる番組
「眠れない
夜の月」
。作られた背景や制作の面白さを、映像や人形を使ってお話します。
講師…矢代 健志 氏
（
「眠れない夜の月」
監督）
a19日㈰①10：30～11：30 ②13：30～14：30 bサイエンスルーム
d各回30人
（先着順） e無料 f当日9：30～１階科学館入口で整理券配布

天文台

b総合棟屋上

ロボット大会
「ロボゴール」～キャリアロボットを操縦してボールを運ぼう～
天文台ガイドツアー ～太陽観測を中心に3つの天文台を案内～
a18日㈯13：00～14：30
c科学館または川口工業高校で製作したキャリアロボットを持参できるかた
a土曜日…10：45～11：15 c当日科学展示室に入場したかた
e無料（ただし、科学展示入場料が必要） f11日㈯17：00までに来館または電話で
d12人
（先着順） f当日科学展示室で ※雨・強風の場合は中止
ロボゴール体験
夜間観測会
ロボゴールを一足先にプレイしてみよう。キャリアロボットの持ち込みも可能です。
a11日㈯・12日㈰10：00～12：00 e無料
（ただし、科学展示入場料が必要）
開催日
主な観測対象
受付時間
公開時間
※持参したキャリアロボットの修理・調整もできます。
11日㈯
アンドロメダ銀河
（M31）
17：30～18：00 18：00～19：00
いきいきサイエンス ～大人のための科学ものづくり教室～
25日㈯
月
a第1回 23日㈷11：00～12：00「手づくりスマートフォンスピーカー」
第2回 26日㈰11：00～12：00「ハーバリウム
『植物標本』」
c一般
（高校生以上） d各回10人
（先着順）
e無料
（ただし、科学展示入場料が必要）
f当日9：30～科学展示室で整理券配布

附

どきどきサイエンス

12：00

──

寄

a土曜日…①13：00、②14：30、③16：00
4 日 ①③
「カラフルいくら」 ②
「マーブリングコースター」
11日 ①③
「びくびくむし」 ②
「花びらパラシュート」
テーマ
18日 ①③
「おきあがりこぼし」 ②
「クルクルふきごま」
25日 ①③
「紙コップアロー」 ②
「ペーパージャイロ」
d各回50人 所要時間…約20分 ※未就学児は保護者同伴

14日㈫県民の日

10：30

期

わくわくワーク

日曜・祝日

※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

納

a日曜・祝日
（3日・12日除く）
…13：40、15：10 所要時間…約30分
5 日㈰「ゼロからはじめるロープワーク」
テーマ 19日㈰「電気のパワー！」
23日㈷・26日㈰「シャボン玉大実験」

木曜日（23日・30日除く）
土曜日

b3階 d160人 所要時間…約50分

パブリック

科学展示室

開始時刻

集

人気のあった展示装置が再び登場！この機会にもう一度体験
科学
プレイコーナー しよう。 ※14日㈫を除く

プラネタリウム（観覧には無料観覧券が必要です。各回約30分）

募

科学展優秀作品 今年度の市内小・中学生の自由研究優秀作品を展示します。
紹介コーナー 来年の自由研究の参考にしよう。

※鉄道模型手動運転は有料です。

イベント

体験
「巨大シャボン玉に入ろう」
a4日㈯・5日㈰・11日㈯・19日㈰・25日㈯
①10：00～10：15 ②13：00～13：15

科学展示室

わくわく屋台村…いろいろなものづくりを体験できます。
開催時間…10：00～16：00
参加団体…川口市立高校チーム、県立川口高校、川口青陵高校、浦和東高校、大宮高校

講習・講演

ものづくり
「電動ホバークラフト製作～空気の力で浮き上がれ！～」
a3日㈷10：00、13：00、14：30 所要時間…約45分
（小学4年生以上は子どものみの参加も可）
c小学生以上の親子
d各回10組
（先着順） e1,000円（別途、科学展示入場料が必要）
f当日9：30～科学展示室で整理券配布

地下駐車場は有料です。

祉

イベントやものづくり体験が盛りだくさんの1カ月

県民の日 無料公開14日㈫

福

サイエンスまつり ～子どもから大人まで科学を楽しもう！～

特別
イベント

一般情報

科学館（サイエンスワールド）

d50人
（先着順） e無料 f1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
※17：00に開催決定を行います
（くもり・雨・強風の場合は中止）

o…持ち物 f…申込・提出・応募 g…問い合わせ m…Eメール i…電話
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施設の情報
一般情報

メディアセブン
11月の映画会

申込不要

休館日…17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

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

mama cinema

福

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

d50人

11月の特集
「子どもたちのアイデンティティー」

祉

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

講習・講演

15日㈬10：45～、14：00～

11月のトークイベント

「イロイロ ぬくもりの記憶」
（上映時間99分）

申込方法 ①②④ 先着順

※上映当日に会場へ ※補聴器の貸し出しあり

e無料

d各100人

12日㈰ 「ションベン・ライダー」
14：00～ （上映時間117分）

25日㈯ 「お引越し」
14：00～ （上映時間124分）

21日㈫ 「ミツバチのささやき」
19：00～ （上映時間99分）

29日㈬ 「エル・スール」
19：00～ （上映時間95分）

bワークスタジオB

d40人

e各500円

※席に空きがあれば当日入場可

イベント
募

開催日時

ゲスト

タイトル／内容

16日㈭
19：00～21：00

吉田 太一 氏
（遺品整理屋）

「遺品整理の現場から学ぶ」社会構造の変容に伴い、誰にも看取られずに亡くなる
「孤立死」
が増え、深刻
な問題となっています。孤立死や遺品整理の現場に向き合ってきた経験を基に、
その実態や現状、
そして
最期まで孤立しない・させないために今からできることをお話します。

22日㈬
19：00～21：00

杉村 啓 氏
（料理漫画研究家）

「グルメ漫画50年史」
すっかりおなじみとなったグルメ漫画は、新しい世代の作家も次々と現れ、読む人を
飽きさせません。
このジャンルはいったいいつ始まり、私たちの生活にどのような影響を与えたのかを解説
します。

集

11月・12月の映像編集講座 初級

おやこスペース
「こどもひろば」
（無料） 申込不要

パブリック

3歳までのお子さんと保護者が一緒にゆっくり過ごすことのできるスペースです。子
ども向け玩具でお楽しみください。
※託児サービスはありません。室内で食事はできません。
開催時間…開館時間～16：00 bワークスタジオB c3歳までの幼児と保護者
※会場の都合により実施しないことがあります。事前にお問い合わせください。

納 期

12月のパソコン講座 初級 申込方法 ①②③④ 11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（申込多数の場合は抽選）
※6は申込不要 ※Microsoft Oﬃce 2010を使用します

寄
附

1楽しく作ってみよう年賀状
a12月1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

4ワード活用
a12月12日㈫10：30～15：30
※昼休憩あり e1,400円
cワードの基本操作ができるかた

2よく使われるエクセル関数初級編
a12月1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

5パワーポイントで画面切替とアニメ
ーション設定
a12月17日㈰10：30～12：30
cパワーポイント経験者 e800円

施
設

3エクセル入門
（2日完結）
a12月9日㈯・10日㈰10：30～15：30
※昼休憩あり
cマウスの操作と文字入力ができるかた
e2,800円

6初心者のためのパソコン相談会
a12月17日㈰ 受付13：15～14：30
（相談13：30～15：00）
cパソコン初心者のかた e無料
※1人15分程度、質問に答えます。

申込方法 ①②③④ 11月開催分は11月8日㈬必着、12月開催分は12月6日㈬必着

●映像編集をはじめたいかたに
「はじめての映像編集講座」
映像編集の基本操作から、音楽や効果音、文字入れなどの効果を使った編
集方法や動画の保存方法を学びます。
※Windows ムービーメーカー2012を使用します。
a11月18日㈯、12月16日㈯13：00～16：00 ※各日完結
bコミュニケーションスタジオ
cパソコンの初歩的操作ができ、動画編集を
始めたいかた
（高校生以上）
d各16人
（申込多数の場合は抽選）
e各1,000円

12月のパソコン講座 中級 申込方法 ①②④ 11月22日㈬必着
●パワーポイントでプレゼンテーション講座
パワーポイントを使ったプレゼンテーション方法を学ぶ講座です。基本操作
をおさらいして資料を作り、最後に各々で簡単な発表をします。講座で使用
したデータは持ち帰れます。
a12月2日㈯10：00～17：00 ※昼休憩あり
bコミュニケーションスタジオ
cパワーポイントの基本操作ができ
スキルアップを目指しているかた
d16人
（申込多数の場合は抽選） e4,300円

申込方法

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、電話番号を記入し送信
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、生年月日、
電話番号、返信欄の表に申込者の〒、住所、氏名を記入の上、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

※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。

ジ ュ リ ア ン

川口緑化センター 樹里安
紅葉展
秋に紅葉するモミジ、ケヤキ、ハゼなどの盆栽の展
示・販売
a11月10日㈮～12日㈰9：0０～17：0０

植物と骨董展
植物の展示と植木鉢や骨董品の販売
a11月17日㈮～19日㈰9：0０～17：0０
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道の駅
「川口・あんぎょう」
i048-296-4021 http://www.jurian.or.jp/

第2回いけばな愛好会展

クリスマスの寄せ植え講習会

生け花の展示
a11月24日㈮～26日㈰9：0０～17：0０

歳末ギフトフェア
シクラメン、ポインセチア、洋ラン、ガーデニング用
品、
クリスマス用樹木の販売。お歳暮やクリスマスギ
フトなどの地方発送。松竹梅の展示・販売。
a11月25日㈯～12月10日㈰9：0０～17：3０

a…日時・期間

h…内容

クリスマスに飾られる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。
a11月25日㈯14：0０～
d30人
e2,500円
f11月22日㈬までに、
〒、住所、氏名、電話番号、講
習会名を記入の上、
〒334-0058 安行領家８４４-２
緑化センター内川口園芸商協同組合へはがきで

b…場所

c…対象

d…定員

e…費用・料金

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

松ぼっくりでクリスマスツリー作り教室

リサイクル家具類販売
（競争入札）

※新郷スポーツセンターは、耐震補強工事のため、平成３１年３月まで休館します。

スポーツ教室

12月分トレーニングルーム利用者講習会

開催日時

定員

各10人

西スポーツセンター
i048-251-6377

12/8㈮、11㈪10：00～
（1回のみ）
12/25㈪19：00～
（1回のみ）

各15人

安行スポーツセンター 12/9㈯10：00～
（1回目）
、
19：00～
（2回目）
各10人
i048-296-1200 12/10㈰10：00～
（1回目）
、
14：00～
（2回目）

各10人

川口マラソン交通規制のお知らせ

寄

（月～土曜日）
10：00～20：00
戸塚スポーツセンター （日曜・祝日）
10：00～19：00
i048-298-9993 毎時00分開催、15分前までに受付
（先着順5人）
f事前予約不要
（12/29㈮～31㈰は休止）

期

12月3日㈰川口マラソン大会開催のため、8：00～11：00ごろまで青木町公園周
辺と青木・上青木・前川・神根・戸塚地区のコース周辺道路で交通規制を行います。
※詳細は市スポーツ協会ホームページをご覧ください。
g
（公財）
川口市スポーツ協会
i048-254-3575

納

体育武道センター
i048-251-9227

毎週日曜日
10：00～
（1回目）
、14：00～
（2回目）
※12/3㈰を除く
12/13㈬、27㈬ 10：00～
（1回のみ）

熟年者健康運動教室
a11月27日㈪～12月25日㈪ 毎週月曜日
（全５回） 15：00～17：00
c市内在住・在勤の60歳以上のかた
d15人 e1,500円
f11月13日㈪9：00～15日㈬
17：00までに電話で
※11月17日㈮10：00～公開抽選
（当選者にのみ電話連絡）

パブリック

12/2㈯、5㈫、16㈯、19㈫
10：00～
（1回目）
、19：00～
（2回目）

●西スポーツセンター i048-251-6377

集

施設名

東スポーツセンター
i048-222-4990

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

募

c15歳以上のかた
（中学生は除く） ※子ども同伴はご遠慮ください。
e500円 f11月15日㈬9：00～電話で
（先着順）
o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、学生証など住所が分かるもの）
※トレーニング利用の際は、講習会修了証を持参してください。

イベント

スポーツ情報

a11月26日㈰9：00～11：45
（毎月第4日曜日）
b3階通路
d10店舗
（先着順）
c市内在住の小・中学生と保護者
f11月1日㈬～22日㈬8：30～電話で

講習・講演

a11月26日㈰9：00～10：30
（毎月第4日曜日）
結果発表…11：00

定例朝いち親子フリーマーケット開催

祉

a11月12日㈰11：00～16：00
（受付は15：00まで）
（毎月第2日曜日）
b4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。

内覧期間…11月19日㈰～25日㈯
（20日㈪・23日
㈷を除く）
※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

福

a12月9日㈯10：00～12：00
b3階リサイクル工房
c市内在住の小学生以下のかた
※小学3年生以下は保護者同伴
d20人
（先着順） e無料
f11月6日㈪～12月6日㈬8：30～電話で

おもちゃの病院

一般情報

リサイクルプラザ

附

川口の日
a11月10日㈮
※川口市民のみ無料
（要証明書類）
埼玉県民の日
a11月14日㈫

第63回菊花展
けんがい

盆栽、盆養、切花、ダルマ、福助、懸崖、大作り、競技
花など約600点の展示
a～11月20日㈪まで
b滝前パーゴラ
協力…川口好菊会

園芸教室
インテリアから始める園芸
（大人の園芸入門）
園芸をこれから始めようとしている人、始めて間も
なくどうやって育てたらいいのかわからない人のた
めの入門講座。実習では、炭に植物を植えつけた作
品を作ります。
a11月25日㈯10：00～12：00

b研修所2階
講師…大塚 敦子 氏
d15人
（先着順） e2,000円
f11月9日㈭9：00～電話で
クリスマスリースを作ろう
「玄関で飾る育てるクリスマスリース」
根付き花苗を
使い、外で楽しむクリスマスリースを作ります。
a12月2日㈯10：00～12：00
b研修所2階
講師…上田 奈美 氏
d30人
（先着順） e3,500円
f11月16日㈭9：00～電話で

子どもネイチャー教室
松ぼっくりでツリー作り
a12月3日㈰13：00～15：00
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
（保険料含む）
f当日15分前から会場で
※11月の子どもネイチャー教室は
「グリーンセンタ
ー開園50周年記念事業」
特集ページをご覧くだ
さい。

o…持ち物 f…申込・提出・応募 g…問い合わせ m…Eメール i…電話

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。

緑の相談所
（園芸相談）
a4日㈯、8日㈬、11日㈯、12日㈰、18日㈯、
22日㈬、25日㈯、26日㈰
10：00～12：00、13：00～15：00
※日程は変更になる場合があります。
※12日㈰、26日㈰は午後のみ

園内ガイドツアー

b園内の正門前

ガイドボランティアが見ごろの花の説明をしながら
園内を歩いてまわります。
a12日㈰、26日㈰10：30～11：30 ※荒天中止
b園内の正門前
d20人
（先着順） e入園料のみ

園内開花案内
園内…サザンカ・バラ
温室…カトレア
紅葉…ハナミズキ・ヤマモミジ・カツラ

2017.11 広報かわぐち
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設

川口の日
（11/10）
・
県民の日
（11/14）
無料開園

休園日… 11月 7日㈫、15日㈬、21日㈫、24日㈮、28日㈫
（14日㈫県民の日は臨時開園）
12月 5日㈫、12日㈫、19日㈫、25日㈪～31日㈰
i048-281-2319 http://greencenter.1110city.com/ 開園…9：00～17：00（入園は16：00まで）

施

グリーンセンター

施設の情報
一般情報

図書館

休館日…中央図書館…17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…6日㈪・13日㈪・20日㈪・27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 祉

11月移動図書館あおぞら号 巡回
巡回日

クリスマスおはなし会

※雨天中止

講習・講演

10：00～11：00

14：10～15：00

15：30～16：10

1・15㈬

領家公民館

東内野団地

江川運動広場

巡回日

10：00～11：00

2・16㈭

道合神戸住宅

根岸小学校

17㈮

芝西公民館

武道センター

15：00～16：10

8・22㈬ 芝スポーツセンター

芝樋ノ爪小学校

イベント

9㈭

朝日東公民館

巡回日

10：00～11：00

14：10～15：00

15：30～16：10

10・24㈮

安行東小学校

安行原グリーンタウン

榛松第3公園

蔵人公園

募

婦人会館

集

赤ちゃんサロン

●中央図書館
a１2月2日㈯
幼 児 の 部…14：00～14：30
小学生の部…15：00～15：40
d各３０人 f11月3日㈷9：00～窓口で

●前川図書館
・おさなごのクリスマスおはなし会
a１2月8日㈮11：00～11：45
c２・３歳児と保護者 d３5組
f11月10日㈮10：00～窓口で

●横曽根図書館
a１2月9日㈯
幼 児 の 部…13：30～14：10
小学生の部…14：30～15：10
d各5０人 f11月11日㈯9：00～窓口で

・幼児、小学生のクリスマスおはなし会
a１2月9日㈯
幼 児 の 部14：00～14：30 d３０人
小学生の部15：00～15：45 d4０人
f11月11日㈯9：00～窓口で

※電話での申し込みはできません。
※申し込みは参加する本人またはその家族のかたに限ります。
※幼児の部は、4歳～未就学児です。

休館日…月曜日
（祝日の場合は翌日） 住所…上青木西1-2-19 i048-253-1444 k048-256-6433
※青少年会館は、改築工事のため休館し、平成31年4月に婦人会館との合築施設として新たに開館します。

～お母さんの体操・
ベビーマッサージ・育児相談など～

パブリック
納

a12月15日㈮13：30～15：30
b2階 日本間1号
e500円
（オイル代、保険代など）
cd市内在住の3カ月～1歳未満児と母親15組
30人
（先着順）
o母子健康手帳、バスタオル、
おむつ
f11月14日㈫9：00～電話で
※当日・前日に予防接種を受け
たかたは参加できません。

赤ちゃんサロン特別講演会

a12月9日㈯13：30～15：30
b3階 会議室
c市内在住の妊婦または子育て中の保護者
e500円
（保険代など）
講師…山南 貞夫 氏
（医療センター 小児科医師）
はがき、
ＦＡＸで、
〒334-0003 坂下町4fg電話、
18-3 はとがや助産所内 川口助産師会まで
i048-284-6362 k048-446-6063

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～

期

http://www.atlia.jp/

寄

ワークショップ

附

タイトル 「ほんわか村の星まつり」
光を生かしてつくろう・あそぼう

施
設

小・中学校にアーティストやデザイ
ナーを講師として派遣し、
図工・美
術の時間に特別な授業を行うア
ーティスト・イン・スクール。
〈カラフ
ル･ザ･ワールド！〉
と題し、講師ミ
ヤザキケンスケ氏による色鮮やか
な絵画作品を紹介する展示ゾー
ンを公開するほか、
〈おっきく描こ
うぜ！ちいむ：ぼくらの絵〉では、
講師と児童のコラボレーション作
品を壁いっぱいに広げます。
e無料
a講師関連作品展
〈カラフル・ザ・ワールド！〉
…～12月10日㈰
児童成果発表展
〈おっきく描こうぜ！ちいむ：ぼ
くらの絵〉
…11月11日㈯～12月10日㈰

日時

12月17日㈰13：30～16：00

内容

光に透けるカラフルな飾りや光を取り込む星空を作ります。工作をした
り体を動かしたりユニークな
「星まつり」
を全員で楽しみましょう。

対象

小学生

定員

講師

20人

タイトル 光る門松をつくろう

日時

新生 呉羽 氏
（美術家/舞踊家）

料金

500円

12月23日㈷13：30～16：00

講師

塩川 岳 氏
（美術家/ワークショップコーディネイター）

内容

LEDライトやセロハンなどを使ってカラフルな門松を作ります。完成し
た作品は
〈アートな年賀状展2018〉
に展示します。

対象

年中・年長＋保護者

定員

12組

料金

1組1,000円

はがき、FAX、Eメールに①～⑤を明記の上、指定の締切日までに申込

申込方法 先へ。締切日から約一週間後にはがきで通知します。申込多数の場合

事前申込不要、参加無料

・アーティストトーク
アーティストがこれまでの活動と今回のアーティスト･イン･スクールでのプロ
グラムについて振り返ります。
a12月3日㈰14：00～15：30

2017.11 広報かわぐち

～子どもを遊ばせながら他の
保護者との交流を図る～

a11月16日㈭10：30～12：00
b2階 日本間1号 ※直接会場へ
c市内在住の乳幼児と保護者
e200円
（保険代など）
担当…子育て支援ボランティア
ドレミ

休館日…月曜日
（祝日の場合は翌日） i048-253-0222
開館時間…10：00～18：00
（入館は17：30まで）

発信！コミュニケーション・ペインターズ
ミヤザキケンスケ×東本郷小学校６年生
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子育てホッとサロン

a12月16日㈯14：00～16：00
b3階 会議室

アートギャラリー・アトリア

関連イベント

cd市内在住の3～6カ月の乳児がいる保護者15
組30人
（先着順）
e200円
（保険代など）
o筆記用具、
おむつ、授乳ケープなど
f11月16日㈭9：00～電話で

～母乳育児の
すすめ～

は抽選。
①希望のイベント名 ②参加者全員の名前
（ふりがな） ③年齢
（学年）
・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…12月6日㈬必着
■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
k048-240-0525 mwinter2017@atlia.jp
（イベント受付のみ有効）
ご注意

a…日時・期間

※同一イベントに一人で複数の申し込みはできません。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。

h…内容

b…場所

c…対象

d…定員

e…費用・料金

