施設の情報
川口緑化センター 樹里安
歳末ギフトフェア

松竹梅の寄せ植え講習会

科学展示室

休館日…2日㈯～8日㈮、11日㈪、18日㈪、25日㈪、29日㈮～1月3日㈬
i048-262-8431 http://www.kawaguchi.science.museum bSKIPシティ内

イベント

科学館（サイエンスワールド）

講習・講演

千両万両、
盆栽などの寄せ植えの展示・販売
h松竹梅、
a12月8日㈮～10日㈰9：0０～17：0０

h松竹梅の寄せ植えなどの縁起植物の展示・販売、
新春福引抽選会（空くじなし）、無料甘酒サービス
（なくなり次第終了）
a1月3日㈬9：00～17：00

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

開館時間…9：30～17：00
（入館は16：30まで）

錯視の世界」

うきうき探検
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。
a9日㈯・16日㈯ 10：30、15：10 配布時間…20分
※カードがなくなり次第終了

スペースフロンティア

9日・16日㈯

──

スペースフロンティア スペースフロンティア 眠れない夜の月

──

10・17・24日㈰・23日㈷ キッズアワー スペースフロンティア スペースフロンティア 眠れない夜の月※

──

26日㈫～28日㈭

──

──

キッズアワー スペースフロンティア スペースフロンティア

※23日㈷・24日㈰は星空リラクゼーション開催のため、
15：00
「眠れない夜の月」
は休止します。
特別投影

星空リラクゼーション
「クリスマスの星空と冬の星雲」

星空と音楽でおくる大人向けの特別投影です。
a23日㈷・24日㈰ 15：30～16：20
BGM…ラスト・クリスマス、
ハッピー・クリスマス他

一般投影
「スペースフロンティア～宇宙飛行士 この一歩の為に～」
（新番組）
人類は2030年代半ばを目標に火星への有人宇宙探査を計画しています。若田宇
宙飛行士のナビゲーションとともに火星到着までの壮大な旅をお楽しみください。
（星空生解説約23分+番組27分）

「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）

設

a日曜、祝日
（3日・31日除く）
、27日㈬ ①11：30、②14：30、③16：00
①②
「音をたのしもう♪」 e材料費200円
テーマ
③
「動かせ！スリットアニメ」 e材料費200円
d各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

15：30

──

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。

天文台

b総合棟屋上

天文台ガイドツアー
h副天文台での太陽観測を中心に3つの天文台を案内します。
a土曜日
（2日・30日除く）10：45～11：15
c当日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

夜間観測会
開催日

主な観測対象

9日㈯

すばる
（M45）

23日㈷

月

受付時間

公開時間

17：30～18：00

18：00～19：00

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

施

どきどきサイエンス

15：00

──

附

わくわくワーク
a9日㈯・16日㈯ 14：30、16：00
26日㈫・28日㈭ 13：00、14：30、16：00
9 日㈯「ビー玉クルクル」
テーマ 16日㈯「おだんごブンブン」
26日㈫・28日㈭「ソーマトロープ」
d各50人 所要時間…約20分
※未就学児は保護者同伴

13：30

──

寄

a日曜、祝日
（3日・31日除く）13：40、15：10
所要時間…約30分
10日㈰・17日㈰「サイエンスマジック」
テーマ
23日㈷・24日㈰「サンタクロースのびっくりショー」

12：00

──

期

サイエンスショー

10：30

納

a1月20日㈯ 10：00～11：00
c小学4～6年生 d10人
e材料費1,000円
（別途、科学展示入場料が必要）
f1月6日㈯までに科学館ホームページ、
または往復はがき
（必着）
で
※内容は第1回、2回と同じです。詳細は科学館ホームページをご覧ください。

投影開始時刻

14日・21日㈭

パブリック

科学ものづくり教室 「入門！電気工作
（第3回）
」

※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

集

あなたの脳はだまされる？！長い？短い？大きさは？形や色など、比べてみても
やっぱり不思議な目の錯覚。そんな錯視の世界を体験できる展示物が大集合！
a12月9日㈯～2月12日㈷
◎特別イベント
ワークショップ
「錯視おもちゃをつくろう♪」
a23日㈷・24日㈰ 10：00、11：00、13：00
26日㈫～28日㈭ 10：00、13：30、15：30
（1月4日㈭・5日㈮、1月6日～2月12日の土・日曜、祝日も開催）
d各20人
（先着順） 所要時間…約30分
f当日9：30～科学展示室で整理券配布
※小学2年生以下は保護者同伴
※1月21日㈰・2月12日㈷にも特別イベントを開催します。詳細はお問い合わせ
ください。

b3階 d160人 所要時間…約50分

募

特別展「ミカタで変わる？!

プラネタリウム

祉

新春鉢物展

新春緑花祭

h松竹梅の寄せ植え方法とその後の管理方法を学
びます。
a12月16日㈯14：0０～
b1階アトリウム
d30人 e3,500円
f12月13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

福

h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
a12月10日㈰まで9：0０～17：3０

12月のイベント

道の駅
「川口・あんぎょう」
休所日…29日㈮～1月3日㈬
（園芸販売は31日㈰～1月2日㈫）
i048-296-4021 http://www.jurian.or.jp/

一般情報

ジ ュ リ ア ン
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一般情報

リサイクルプラザ

休館日…リサイクルプラザ 月曜、祝日、29日㈮～1月3日㈬
サンアール朝日 月曜日
（祝日の場合は翌日が休館）
、28日㈭～1月4日㈭
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）

福
祉
講習・講演
イベント

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

ママシネマ ～赤ちゃんを連れて映画を楽しもう～

d各50人

h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

募

（上映時間88分）
20日㈬10：45～、14：00～ 「クリスマス・キャロル」

集

本の上の映画館

12月の特集
「暮らす」

パブリック

9日㈯ 「アラヤシキの住人たち」
14：00～ （上映時間117分）

d各100人

17日㈰ 「阿賀に生きる」
14：00～ （上映時間115分）

12日㈫ 「レイチェル・カーソンの感性の森」 26日㈫ 「阿賀の記憶」
19：00～ （上映時間55分）
19：00～ （上映時間55分）

12月のトークイベント

納 期

開催日時

a12月24日 9：00～11：45
（毎月第4日曜日）
b3階通路
c市内在住の小・中学生と保護者
d10店舗
（先着順）
f12月1日㈮～21日㈭8：30～電話で

休館日…15日
（第3金曜日）
、29日㈮～1月4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

メディアセブン
12月の映画会

定例朝いち親子フリーマーケット開催

a12月24日 9：00～10：30
（毎月第4日曜日）
結果発表…11：00
内覧期間…12月17日㈰～22日㈮
（18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

a12月10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。

申込方法 ①②④ 先着順

e無料

※上映当日に会場へ ※補聴器の貸し出しあり

年末特別上映会「ユネスコ世界遺産

新たなる旅へ」 d各100人

（上映時間64分）
27日㈬14：00～ 「ユネスコ世界遺産Ⅰ 故宮と中国の古都」
（上映時間64分）
28日㈭14：00～ 「ユネスコ世界遺産Ⅱ 悠久のインド」
冬休み特別上映会「こどもアニメシアター」

d各50人

hスウェーデンを代表するロングセラーの絵本『おばけのラーバン』のアニメー
ションです。 cどなたでも

ほか2本
（上映時間21分）
23日㈷11：30～ 「ちいさいおばけ ラーバン」
ほか2本
（上映時間21分）
24日㈰11：30～ 「ラーバンとサンタクロース」

bワークスタジオB

d各40人

ゲスト

e各500円

※席に空きがあれば当日入場可

タイトル／内容

「図書館にない本を復刻する」
国会図書館へ納本されなかったため、世の中から姿を消した本は少なくありま
渡辺 豪 氏
11日㈪
ゆうかく
せん。散逸していた遊廓に関する書籍を収集・保管・復刻し、資料室のサービスをスタートさせた渡辺 豪 氏が、
19：00～21：00 （遊廓研究家・カストリ出版代表）
復刻に至るまでの流れや、個人出版社としての活動の記録などを、画像や資料とともに解説します。

寄

22日㈮
19：00～21：00

小塚 拓矢 氏
（怪魚ハンター）

「怪魚というボーケン」怪魚とは、体長1mまたは体重10㎏にまで成長する淡水域にすむ巨大魚を指します。
世界を股にかけ、時には自分よりも大きな怪魚を釣り歩く、人呼んで怪魚ハンターこと小塚 拓矢 氏が、10年
以上におよぶ怪魚との闘い、
その旅の記録を語ります。

附

おやこスペース
「こどもひろば」
（無料）

申込不要

施
設

h3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。

1月のパソコン講座 初級

申込方法 ①②③④ 12月20日㈬必着

12月のメディアセブン寄席 申込方法 ①②④ 先着順

bプレゼンテーションスタジオ d80人 e1,500円 ※席に空きがあれば当日入場可

「赤穂義士特集」
開催日

3初心者のためのパソコン相談会
a1月21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。

2音楽CDからmyCDを作ろう！
a1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

4パワーポイント入門
（2日完結）
a1月27日㈯・28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

出演者

田辺 いちか 氏
（講談師）
いちゆう

田辺 一邑 氏
（講談師）

13日㈬

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）
※3は申込不要 ※Microsoft Oﬃce 2010を使用します
1ワード入門
（2日完結）
a1月5日㈮・9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

時間

18：30～21：00
三遊亭 兼好 氏
（落語家）
（18：00開場）
みつ
東家 一太郎 氏
（浪曲師）
／東家 美 氏（曲師）
宝井 琴調 氏
（講談師）

1月の映像編集講座 初級 申込方法 ①②③④ 1月10日㈬必着
●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。
a1月20日㈯13：00～16：00 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）
d16人
（申込多数の場合は抽選） e1,000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。
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a…日時・期間

h…内容

b…場所

c…対象

d…定員

e…費用・料金

施設の情報
子育てホッとサロン

休館日…月曜日（祝日の場合は翌日）、28日㈭～1月4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。

赤ちゃんサロン

～子どもを遊ばせながら他の保護者との交流を図る～

a12月14日㈭、1月25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

a1月19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）
※当日・前日に予防接種を受けたかたは参加できません。
o母子健康手帳、バスタオル、
おむつ f12月22日㈮9：00～電話で

福
祉

休館日…中央図書館…15日
（第３金曜日）
、29日㈮～1月4日㈭
前川・新郷・横曽根・戸塚・鳩ヶ谷図書館、芝園分室…4日㈪、11日㈪、18日㈪、25日㈪、29日㈮～1月4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
※雨天中止

14：10～15：00

15：30～16：10

6・20㈬

領家公民館

東内野団地

江川運動広場

巡回日

10：00～11：00

7・21㈭

道合神戸住宅

根岸小学校

1・15㈮

芝西公民館

武道センター

15：00～16：10

13・27㈬ 芝スポーツセンター

芝樋ノ爪小学校

朝日東公民館

巡回日

10：00～11：00

14：10～15：00

15：30～16：10

8・22㈮

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

●鳩ヶ谷図書館
a１2月16日㈯ 幼児の部…14：30～14：50 小学生の部…15：00～15：30 f不要
●芝園分室 a１2月22日㈮15：00～15：30 c4歳以上 f不要
●芝北文庫 a１2月20日㈬14：00～14：45 c小学生 f不要
※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）
、29日㈮～1月3日㈬
展示入替のための臨時休館…1月4日㈭～6日㈯ i048-253-0222
http://www.atlia.jp/ 開館時間…10：00～18：00
（入館は17：30まで）

講師

石山 好美 氏
（竹職人）

内容

竹の手触りと美しさに親しみながら2日間にわたって籠を作ります。竹
を削ぎ、材料を作るところから体験します。

対象

18歳以上（2日とも参加できるかた）

定員

12人

料金

2,000円

ワークショップ
タイトル 竹でビー玉ころがしをつくろう

日時

1月20日㈯13：30～16：00

設

アートな年賀状展2018関連イベント
・アートなお正月あそび
2018年の干支
「戌」
をモチーフに、創作コーナーやゲームなど3つのあそびを
開催します。
a1月8日㈷14：00～16：00 cどなたでも e無料 f不要

1月13日㈯・14日㈰13：30～16：00

施

・はがきサイズ
（107mm×154mm、厚み5mm以内）
でオリジナルのものに
限ります。
・出品無料
（郵送代自己負担）
。
・応募は1人1点限り。
・差出人欄に出品者の氏名、住所、電話番号、返却希望の場合はその旨も記
入してください。
（作品面には個人情報を記載しないでください）
。
・展覧会趣旨または公序良俗に反する表現と判断された場合、公開をお断り
することがあります。
・返却希望のかたは1月28日㈰～2月25日㈰に窓口へお越しください。期限
を過ぎた作品は主催者側で適切に処理します。
・応募に関する個人情報は主催者側で適切に管理し、第三者には公開しませ
ん。

日時

附

応募に際して

タイトル 竹を編む

寄

h送られた手作りの年賀状をすべ
て展示する新春企画。
オリジナリティ溢れる作品をお待ち
しています。
展示期間…1月7日㈰～21日㈰
cどなたでも
f郵送…1月3日㈬まで
（必着）
に
〒332-0033並木元町1-76ア
ートギャラリー・アトリア
「アートな
年賀状展」
係へ
持参…12月28日㈭までの開館
時間中に窓口へ

たのしい実技講座

期

新春企画展
〈アートな年賀状展2018〉
出品作品募集

納

アートギャラリー・アトリア

●戸塚図書館
a１2月16日㈯ 幼児の部…14：00～14：40 小学生の部…15：00～15：40
d各3０人 f12月2日㈯9：00～窓口で

パブリック

14・28㈭

●新郷図書館 a12月16日㈯14：30～15：30 c４歳以上 f不要

集

10：00～11：00

g各館
（芝北文庫は中央図書館）

募

巡回日

クリスマスおはなし会

イベント

12月移動図書館あおぞら号 巡回

講習・講演

図書館

～お母さんの体操・ベビーマッサージ・育児相談など～

一般情報

婦人会館

講師

塩川 岳 氏
（ワークショップコーディネーター）

内容

竹をメーンにいろいろな素材を組み合わせてビー玉ころがしを作ります。
みんなで作った仕組みをつなげて、流しそうめんのような大きな装置に
して遊びます。

対象

小学生

定員

15人

料金

500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22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）
申込
方法

ご注意

※同一イベントに一人で複数の申し込みはできません。同一イベントを希
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。

共催展
第52回川口市特別支援学級合同作品展
絵画や手芸など、市内特別支援学級の児童生徒の作品を展示します。
a12月13日㈬～17日㈰ e無料

貸しギャラリーのご案内

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利用できます。

小学生身近な生き物絵画コンクール展示会
a12月19日㈫～24日㈰
（最終日は16：00まで）

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

グリーンセンター

イベント

子どもネイチャー教室
b林間教室

各 c幼児～小学生 ※未就学児は保護者同伴
教室 d各20人
（先着順）
共通 e200円
（保険料含む）

募
集
パブリック

f当日会場で15分前～
しめ縄(ジャパニーズリース)を親子でつくろう
a12月16日㈯10：00～12：00
紐や木の実などを飾ってリースにもできます。
ネイチャー・クリスマス☆
a12月17日㈰13：00～15：00
木の実などを使ってクリスマスグッズを作ります。

わくわくスケート体験教室

2日間コース

納
期

h氷上歩行から自力滑走までの初歩的な知識と技
術を体験します。
a12月23日㈷・24日㈰16：30～18：00
※雨天の場合は、12月28日㈭・29日㈮に延期
c市内在住の5歳～小学生
（保護者同伴、
見学のみ）
d80人
（申込多数の場合は抽選）
e無料
（スケート貸靴代300円有料）
おすもうさんと遊ぼう&サンタ探し大会
f12月12日㈫までに、
h湊部屋のおすもうさんとのふれあい体験とサン
〒333-0826 新井宿７００
タ探し大会を行います。
グリーンセンターわくわく
「サンタ探し大会」
では、先着250
※お菓子がもらえる
スケート体験教室担当係
人
（小学生まで）
にスタンプラリー用紙を配布します。 へ 往 復 は が き（ 消 印 有
a12月17日㈰9：00～12：00
効）
で
（1枚で参加者1人）
b滝前花壇広場
※往信面右側は何も記
協力…川口北東ロータリークラブ
入しないでください。

寄

スポーツ情報

附
施
設

西スポーツセンター
i048-251-6377

開催日時

定員

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

各10人

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

各15人

安行スポーツセンター 1/13㈯10：00～
（1回目）
、
19：00～
（2回目）
各10人
i048-296-1200 1/14㈰10：00～
（1回目）
、
14：00～
（2回目）
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）
1/10㈬、
24㈬ 10：00～
（1回のみ）

各10人

（月～土曜日）
10：00～20：00
10：00～19：00
戸塚スポーツセンター （日曜、祝日）
（先着順5人）
i048-298-9993 毎時00分開催、15分前までに受付
f事前予約不要
（1/1㈷～3㈬は年始のため休止）

青木町公園総合運動場管理事務所移転のお知らせ
耐震補強等工事のため、青木町公園総合運動場プール棟１階に移転します。
移転期間…１２月２１日㈭～平成３０年１１月下旬
※１２月２１日㈭・２２日㈮は移転作業や電話回線工事のため、業務は休止します。
※移転に伴う電話番号、
ＦＡＸ番号の変更はありません。
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（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

ミニ鉄道運行中
運行時間…10：00～15：00 e1回210円
※乗車回数券3枚綴り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）
a2日㈯、6日㈬、9日㈯、10日㈰、16日㈯、23日㈷、
24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
hガイドボランティアが見ごろの花の説明をしなが
ら園内を案内します。
a10日㈰、24日㈰11：00～12：00 ※荒天中止
b園内の正門前 d20人
（先着順） e入園料のみ

新春を飾る折り紙作品展
h折り紙で作った絵画の展示
a1月3日㈬～11日㈭9：30～16：00
b緑のアトリエ 協力…サンフラワー折り紙友の会

園内開花案内
園内…サザンカ、
ビオラ
温室…カトレア、
ハナキリン、パフィオペディラム

年末年始のスポーツ施設の休所日

1月分トレーニングルーム利用者講習会

東スポーツセンター
i048-222-4990

返信

わくわくスケート
体験教室希望

※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。

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 f12月20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。
施設名

郵便往復はがき

申込者の住所

講習・講演

園芸教室
（シクラメンの育て方）
a12月16日㈯10：00～12：00
b研修所2階 d20人
（先着順）
講師…矢澤 常男 氏
e2,500円
f12月7日㈭9：00～電話で

a12月16日㈯～2月25日㈰
9：00～16：00
（入場は15：00まで）
休場日…毎週火曜日
（1月2日㈫は除く）
、
12月30日㈯～1月1日㈷、2月23日㈮
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歳以上のかたは入場無料
（住所・年
齢の確認できる保険証などの公的証明書の提示）
貸靴代…300円
貸しロッカー代…50円
（返金式ではありません）
※手袋の着用が必要です。幼児
（未就学児）
2人に
つき１人の保護者
（18歳以上）
が必要です。
※平日の早朝・夜間に、
アイススケート場の貸し切り
ができます。詳細はお問い合わせください。
gアイススケート場
（開場期間中）
i048-281-2524

62円
切手

お子さんの氏名 様

福 祉

普段見ることのできない、夜の園内を眺めながらの
食事をお楽しみください。
a12月20日㈬～24日㈰17：30～21：30
（オーダーストップ21：00）
gレストラン緑屋 i048-282-0167

アイススケート場オープン

返信面記入例

クリスマス特別！レストラン夜間営業

休園日… 12月 毎週火曜日、25日㈪～31日㈰
※1月3日㈬は新年特別開園
（無料）
1 月 毎週火曜日、1日㈷、2日㈫、4日㈭
（アイススケート場は有料）
i048-281-2319 http://greencenter.1110city.com/ 開園…9：00～17：00（入園は16：00まで）

●スポーツセンター
（東・西・北・新郷・芝・安行・鳩ヶ谷）
２８日㈭～１月４日㈭
●青木町公園総合運動場、戸塚スポーツセンター
２９日㈮～１月３日㈬
●体育武道センター
２８日㈭～１月３日㈬
※プールの利用は、各施設にお問い合わせください。

こどもスケート教室
（H29～H30シーズン）
a12月16日～2月24日の土曜日
（12月30日を除く）
全10回
18：00～19：45
bグリーンセンターアイススケート場 c5～18歳
d150人
（申込多数の場合は抽選） e6,000円
（10回分・保険代含む）
f12月9日㈯までに、
〒、住所、氏名
（ふりがな）
、年齢、電話番号を記入
（複数名
記入可）
の上、
〒334-0001 桜町5-7-19 川口市スケート連盟 和泉あてに往復
はがきで
g川口市スケート連盟 和泉あてメールで m hockey-df24@nifty.com

川口市民スキー選手権大会
a1月8日㈷ ※7日㈰は公開練習会
b群馬県吾妻郡嬬恋村 鹿沢スノーエリア
本部宿舎…鹿澤館 i0279-98-0008
種目…アルペン大回転・回転競技各1本
e一般3,000円、中・高校生1,500円、小学生1,000円
c市内在住・在勤を問わずどなたでも
f12月28日㈭まで ※詳細はホームページをご覧ください。
g川口市スキー連盟競技部長 春日
i090-7000-3717 mcasualsurfski@gmail.com
川口市スキー連盟ホームページ…http://www17.plala.or.jp/ski-kawaguchi/

a…日時・期間

h…内容

b…場所

c…対象

d…定員

e…費用・料金

