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h…内容　a…日時・期間　b…場所　c…対象　d…定員　e…費用・料金 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 2021.2　広報かわぐち 182021.2　広報かわぐち19

新型コロナウイルス感染症対策のため、臨時休館・休園をすることがあります。
開館状況やイベントなどの情報は、ホームページをご覧いただくか各施設にお問い合わせください。

hトレーニングルームを利用するために必須の講習会です。
c15歳以上のかた（中学生を除く）　※子ども同伴はご遠慮ください。
e500円、ロッカー代50円（戸塚スポーツセンターを除く）　
f2月17日㈬ 9：00～電話で（先着順）
※戸塚スポーツセンターは、16日㈫13:00～電話で（先着順）
o顔写真1枚（4×3㎝）、室内用運動靴、トレーニングウエア、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）
※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して

ください。
※マスク着用でご来場ください。

3月分トレーニングルーム利用者講習会

3/ 8 ㈪、12㈮ 10：00～（1回のみ）
3/22㈪、27㈯ 19：00～（1回のみ）

3/13㈯ 10：00～（1回目）、19：00～（2回目）
3/14㈰ 10：00～（1回目）、14：00～（2回目）

日曜日14：00～（1回のみ）
3/10㈬、24㈬ 14：00～（1回のみ）

開催日時

西スポーツセンター
i048-251-6377

安行スポーツセンター
i048-296-1200

体育武道センター
i048-251-9227

戸塚スポーツセンター
i048-298-9993

施設名

東スポーツセンター
i048-222-4990

各3人

各3人

各3人

各3人

定員

火・木・土曜日
14:00～（1回目）、20：00～（2回目）
日曜、祝日 14:00～（1回のみ）

3/2㈫、6㈯、16㈫
10：00～（1回目）、19：00～（2回目）
3/20㈷ 10：00～（1回のみ）

各3人 川口ジュニアアーティスティックスイミング初心者講習会
a3月8日～22日の月曜日（全3回） 19：00～20：30
b北スポーツセンター
cクロール、背泳ぎ、平泳ぎが25ｍ以上泳げる小・中学生の男女
d20人（先着順）　e3,000円
fg2月20日㈯までに、〒・住所・氏名・年齢（学年）・電話番号・性別を明記の上、〒
330-0052さいたま市浦和区本太3-10-16埼玉県水泳連盟 佐藤恭子あてに往復
はがき（必着）、またはEメールで
i090-2569-7479　msatotic.kyon＠gmail.com

スポーツ施設の利用時間短縮のお知らせ
緊急事態宣言中は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、スポーツ施設
の利用時間を「19：00まで」に短縮しています。
※期間は状況により変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

スポーツ情報 ※安行スポーツセンター屋内プールは天井などの改修工事により3月まで休止します。

スポーツ教室

バドミントン教室
a3月4日～25日の木曜日（全4回）9：30～11：30
講師…水井 泰子 氏（アトランタ五輪出場・シドニー五輪ベスト8）
c市内在住・在勤で18歳以上のかた（中級者向け）
d15人（先着順）　e1,200円　f2月8日㈪ 9：00～電話または窓口で
卓球教室
a3月5日～26日の金曜日（全4回）14：00～16：00
c市内在住・在勤で18歳以上のかた
d15人（先着順）　e1,200円　f2月8日㈪ 9：00～電話または窓口で

●新郷スポーツセンター　i048-281-5834

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

持続可能でよりよい社会の実現を目指し、17のゴールで構成された世界共通の目標で
ある「SDGs」に対する関心が高まっています。
図書館では期間を定めて「SDGs」に関連する本の展示と貸出を行います。

2月の休館日（館内整理日を含む）　  中央図書館…19日（第3金曜日）
新郷・横曽根・戸塚・鳩ヶ谷図書館、芝園分室…1日㈪、8日㈪、15日㈪、22日㈪、26日㈮
※前川図書館は移転準備のため休館中　　　　　　　https://www.kawaguchi-lib.jp/
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
※芝北・南鳩ヶ谷文庫は中央図書館へ
　お問い合わせください。

SDGs（持続可能な開発目標）に関連する本の展示

中央図書館の開館時間短縮のお知らせ

Twitterホームページ図書館

巡回日

3・17㈬

巡回日

4・18㈭

5・19㈮

10・24㈬

25㈭

巡回日

12・26㈮

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

10：00～11：00

安行東小学校

14：10～15：00

 東内野団地

14：10～15：00

安行原グリーンタウン

15：30～16：10

 江川運動広場

15：30～16：10

榛松第3公園

15：00～16：10

根岸小学校

体育武道センター

芝樋ノ爪小学校

元郷第4公園

2月移動図書館あおぞら号 巡回 ※雨天中止

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/　※ご来館の際には、アトリアホームページのインフォメーション内

　『来館される皆様へお願い』をご確認ください。
ホームページ

「たのしい実技講座」　好評につきリピート開催！

参加費

※1人で複数の申し込みはできません。
※家族（住所を同一にしている）に限り、併記可能ですが対象年齢にご注意

ください。
※参加費は当日受付でお支払いください。
※問い合わせは来館または電話で。

ご
注
意

申込
方法

はがき、FAX、Eメールに①～⑥を明記の上、締切日までに申し込み先へ。
申し込み多数の場合は抽選。当落結果は締切日から約1週間後にはがき
で通知します。

①講座名「真鍮でつくるバターナイフ」②参加者全員の氏名（ふりがな）③年齢
④〒・住所（集合住宅の場合は建物名も）⑤電話番号（緊急時に連絡が取れるもの）
⑥このイベントを知ったきっかけ（例：広報かわぐちを見た）
■申込締切…2月17日㈬必着
■申し込み先 〒332-0033 並木元町1-76 アートギャラリー・アトリア「イベント」係
k048-240-0525　mwinter2021@atlia.jp

[Ａ]2月27日㈯ 13:30～16:00
[Ｂ]2月28日㈰ 13:30～16:00
※必ずＡ･Ｂどちらかを選択してください。

タイトル

内容

真鍮でつくるバターナイフ
しんちゅう

いまで おうすけ講師 オタマヂャクシ工房 今出 央介 氏（金工作家）
対象 18歳以上　※金属アレルギーのないかた

各6人

金属を叩いたり削ったり、手を動かすことで素材の温もりに触れる
講座です。真鍮を使って、オリジナルのバターナイフを製作します。
お手製の暮らしの道具で、日々の生活を彩ってみませんか。

日時

500円定員

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

ジ ュ リ ア ン

a2月1日㈪、2日㈫
施設点検のため臨時休所します。

h植物の展示と植木鉢や骨董品の販売
a２月１２日㈮～１４日㈰ ９：００～１７：００

h盆栽の手入れ方法とその後の管理方法の講習会
a２月２０日㈯ １４：００～
d１５人（先着順）　e２，５００円　
o筆記用具、軍手

※エプロンなど汚れてもよい服装で、マスクを着用
してください。

※風邪の症状がある場合や体調不良のかたは参加
をお控えください。

f２月１７日㈬までに、〒、住所、氏名、電話番号、講
習会名を明記の上、〒３３４-００５８　安行領家８４４
－２　川口緑化センター内川口園芸商協同組合
へはがき（必着）、または２月１６日㈫までにホーム
ページ内講習会申込フォームで

hコロナ禍においてもＳＮＳを使って楽しめるガーデ
ニングを学ぶ講習会

講師…西山 恭枝 氏（寄せ植えデザイナー協会）
※ＳＮＳ（Twitter、Instagram、Facebook、

YouTube、LINE）を使った経験のあるかた向け
の講習会です。

a３月４日㈭ １４：００～　
d30人（先着順）　e無料
f２月３日㈬～２６日㈮に電話で
※ご参加の際は必ずマスクを着用してください。
※風邪の症状がある場合や体調不良のかたは参加

をお控えください。

植物と骨董展

盆栽の手入れ講習会

ＳＮＳで世界とつながるガーデニング臨時休所日のお知らせ

グリーンセンター
休園日… 火曜日（23日㈷を除く）、24日㈬

火曜日（30日を除く）
２月
３月

i048-281-2319　http://greencenter.1110city.com/　

臨時開園日…3月30日㈫、4月6日㈫
開園時間…9：00～17：00（入園は16：00まで） 

a2月28日㈰まで
①9：00～12：20 ②12：40～16：00 総入替制

入場可能人数…各100人
休場日…火曜日（2月23日㈷を除く）、2月24日㈬
※悪天候やリンクコンディション不良のため休場す

る場合があります。
e一般550円

高校生（学生証提示者）330円
子ども（４歳～中学生）220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を提
示）

貸靴代…400円
貸しロッカー代…有料
※マスク・手袋着用
※6歳未満は保護者（18歳以上）同伴（保護者1人

につき2人まで）
※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
　i048-281-2524（開場期間中）

a2月3日㈬、7日㈰、11日㈷、13日㈯、14日㈰、
17日㈬、20日㈯、21日㈰、23日㈷、27日㈯、
28日㈰
10：00～12：00、13：00～15：00

※相談日は変更になる場合があります。

ガイドボランティアが見ごろの花などを説明しなが
ら園内を案内します。
a2月14日㈰、28日㈰ 10：30～11：30

※雨天中止
b園内の正門前　
d20人（先着順）
e入園料のみ

運行時間…10：00～16：00　
e1回220円
※回数乗車券3枚つづり530円（当日限り有効）
※天候により運休する場合があります。

h花、樹木、野菜、農薬の使用方法、造園資材などの
問い合わせに対する電話または面接での相談業務

c植物、造園、土壌、病虫害などに深く広く知識を
持っているかた

d1人
a4月1日㈭～令和4年3月31日㈭までの期間内で

指定する113日（土・日曜、祝日勤務あり）
　10：00～12：00、13：00～16：00
bグリーンセンター
e日給6，318円　※交通費支給
f2月26日㈮までに、履歴書（写真貼付）を郵送（必

着、封筒に「緑化相談員希望」と明記）または持参
（休園日を除く）。面接、書類審査により後日決定

　〒333－0826　新井宿700

園内…ウメ、ツバキ、サザンカ、
クリスマスローズ

温室…カトレア、パフィオペディ
ラム、アロエ

アイススケート場開場中

園内開花案内

緑化相談員（パートタイマー）の募集緑の相談所

ミニ鉄道

園内ガイドツアー

アイススケート場グリーンセンター

中央図書館

横曽根図書館

新郷図書館

戸塚図書館

前川図書館

2月中旬

2月中旬

2月下旬

3月下旬予定

移転、再開館後の4月予定
昨年の様子（鳩ヶ谷図書館）

当分の間、開館時間を次のとおりとします。
開館時間…10：00～12：00、13：00～15：00
※棚卸のため、2月8日㈪～15日㈪はお休みします。

内覧・入札期間…2月20日㈯～28日㈰
※22日㈪、23日㈷を除く

時間…9：00～16：00
結果発表…落札者のみご連絡します。

a2月21日㈰ 11：00～15：00（時間予約制）
b4階実習室
e無料（部品代などがかかる場合があります。）
f2月1日㈪ 9：00～電話で

田中（おもちゃドクター） 
i080-5448-9659

休館日…月曜日（祝日の場合は翌平日）、2月8日㈪
～25日㈭（施設点検のための臨時休館）

新型コロナウイルス感染症対策のため、当分の間、
電話予約による2部入れ替え制としています。
①10：00～13：00　②15：00～19：00（緊急事態
宣言中は18：00まで）
※①②間の時間は館内消毒のため入場できません。
※プール、浴室（サウナを除く）、更衣室のみの利用

となります。
f10：00～17：00に電話で（利用日の1週間前から

受け付け。休館日を除く）

リサイクルプラザ b朝日4-21-33　i048-228-5306　k048-223-6480　
休館日…月曜、祝日

※館内各施設を利用の際は必ずマスク着用をお願いします。また入場する際、手指の消毒、体温計測をお願いします。

おもちゃの病院（今月は第3日曜日開催） サンアール朝日（5階）  i048-228-5303リサイクルショップからのお知らせ

リサイクル家具類販売（競争入札）

施設内点検のための臨時休館…2月13日㈯、14日㈰　

緊急事態宣言中は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中央図書館のみ開館時間を
平日「19：00まで」に短縮しています。
※期間は状況により変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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新型コロナウイルス感染症対策のため、臨時休館・休園をすることがあります。
開館状況やイベントなどの情報は、ホームページをご覧いただくか各施設にお問い合わせください。

hトレーニングルームを利用するために必須の講習会です。
c15歳以上のかた（中学生を除く）　※子ども同伴はご遠慮ください。
e500円、ロッカー代50円（戸塚スポーツセンターを除く）　
f2月17日㈬ 9：00～電話で（先着順）
※戸塚スポーツセンターは、16日㈫13:00～電話で（先着順）
o顔写真1枚（4×3㎝）、室内用運動靴、トレーニングウエア、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）
※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して

ください。
※マスク着用でご来場ください。

3月分トレーニングルーム利用者講習会

3/ 8 ㈪、12㈮ 10：00～（1回のみ）
3/22㈪、27㈯ 19：00～（1回のみ）

3/13㈯ 10：00～（1回目）、19：00～（2回目）
3/14㈰ 10：00～（1回目）、14：00～（2回目）

日曜日14：00～（1回のみ）
3/10㈬、24㈬ 14：00～（1回のみ）

開催日時

西スポーツセンター
i048-251-6377

安行スポーツセンター
i048-296-1200

体育武道センター
i048-251-9227

戸塚スポーツセンター
i048-298-9993

施設名

東スポーツセンター
i048-222-4990

各3人

各3人

各3人

各3人

定員

火・木・土曜日
14:00～（1回目）、20：00～（2回目）
日曜、祝日 14:00～（1回のみ）

3/2㈫、6㈯、16㈫
10：00～（1回目）、19：00～（2回目）
3/20㈷ 10：00～（1回のみ）

各3人 川口ジュニアアーティスティックスイミング初心者講習会
a3月8日～22日の月曜日（全3回） 19：00～20：30
b北スポーツセンター
cクロール、背泳ぎ、平泳ぎが25ｍ以上泳げる小・中学生の男女
d20人（先着順）　e3,000円
fg2月20日㈯までに、〒・住所・氏名・年齢（学年）・電話番号・性別を明記の上、〒
330-0052さいたま市浦和区本太3-10-16埼玉県水泳連盟 佐藤恭子あてに往復
はがき（必着）、またはEメールで
i090-2569-7479　msatotic.kyon＠gmail.com

スポーツ施設の利用時間短縮のお知らせ
緊急事態宣言中は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、スポーツ施設
の利用時間を「19：00まで」に短縮しています。
※期間は状況により変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

スポーツ情報 ※安行スポーツセンター屋内プールは天井などの改修工事により3月まで休止します。

スポーツ教室

バドミントン教室
a3月4日～25日の木曜日（全4回）9：30～11：30
講師…水井 泰子 氏（アトランタ五輪出場・シドニー五輪ベスト8）
c市内在住・在勤で18歳以上のかた（中級者向け）
d15人（先着順）　e1,200円　f2月8日㈪ 9：00～電話または窓口で
卓球教室
a3月5日～26日の金曜日（全4回）14：00～16：00
c市内在住・在勤で18歳以上のかた
d15人（先着順）　e1,200円　f2月8日㈪ 9：00～電話または窓口で

●新郷スポーツセンター　i048-281-5834

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

持続可能でよりよい社会の実現を目指し、17のゴールで構成された世界共通の目標で
ある「SDGs」に対する関心が高まっています。
図書館では期間を定めて「SDGs」に関連する本の展示と貸出を行います。

2月の休館日（館内整理日を含む）　  中央図書館…19日（第3金曜日）
新郷・横曽根・戸塚・鳩ヶ谷図書館、芝園分室…1日㈪、8日㈪、15日㈪、22日㈪、26日㈮
※前川図書館は移転準備のため休館中　　　　　　　https://www.kawaguchi-lib.jp/
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
※芝北・南鳩ヶ谷文庫は中央図書館へ
　お問い合わせください。

SDGs（持続可能な開発目標）に関連する本の展示

中央図書館の開館時間短縮のお知らせ

Twitterホームページ図書館

巡回日

3・17㈬

巡回日

4・18㈭

5・19㈮

10・24㈬

25㈭

巡回日

12・26㈮

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

10：00～11：00

安行東小学校

14：10～15：00

 東内野団地

14：10～15：00

安行原グリーンタウン

15：30～16：10

 江川運動広場

15：30～16：10

榛松第3公園

15：00～16：10

根岸小学校

体育武道センター

芝樋ノ爪小学校

元郷第4公園

2月移動図書館あおぞら号 巡回 ※雨天中止

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/　※ご来館の際には、アトリアホームページのインフォメーション内

　『来館される皆様へお願い』をご確認ください。
ホームページ

「たのしい実技講座」　好評につきリピート開催！

参加費

※1人で複数の申し込みはできません。
※家族（住所を同一にしている）に限り、併記可能ですが対象年齢にご注意

ください。
※参加費は当日受付でお支払いください。
※問い合わせは来館または電話で。

ご
注
意

申込
方法

はがき、FAX、Eメールに①～⑥を明記の上、締切日までに申し込み先へ。
申し込み多数の場合は抽選。当落結果は締切日から約1週間後にはがき
で通知します。

①講座名「真鍮でつくるバターナイフ」②参加者全員の氏名（ふりがな）③年齢
④〒・住所（集合住宅の場合は建物名も）⑤電話番号（緊急時に連絡が取れるもの）
⑥このイベントを知ったきっかけ（例：広報かわぐちを見た）
■申込締切…2月17日㈬必着
■申し込み先 〒332-0033 並木元町1-76 アートギャラリー・アトリア「イベント」係
k048-240-0525　mwinter2021@atlia.jp

[Ａ]2月27日㈯ 13:30～16:00
[Ｂ]2月28日㈰ 13:30～16:00
※必ずＡ･Ｂどちらかを選択してください。

タイトル

内容

真鍮でつくるバターナイフ
しんちゅう

いまで おうすけ講師 オタマヂャクシ工房 今出 央介 氏（金工作家）
対象 18歳以上　※金属アレルギーのないかた

各6人

金属を叩いたり削ったり、手を動かすことで素材の温もりに触れる
講座です。真鍮を使って、オリジナルのバターナイフを製作します。
お手製の暮らしの道具で、日々の生活を彩ってみませんか。

日時

500円定員

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

ジ ュ リ ア ン

a2月1日㈪、2日㈫
施設点検のため臨時休所します。

h植物の展示と植木鉢や骨董品の販売
a２月１２日㈮～１４日㈰ ９：００～１７：００

h盆栽の手入れ方法とその後の管理方法の講習会
a２月２０日㈯ １４：００～
d１５人（先着順）　e２，５００円　
o筆記用具、軍手

※エプロンなど汚れてもよい服装で、マスクを着用
してください。

※風邪の症状がある場合や体調不良のかたは参加
をお控えください。

f２月１７日㈬までに、〒、住所、氏名、電話番号、講
習会名を明記の上、〒３３４-００５８　安行領家８４４
－２　川口緑化センター内川口園芸商協同組合
へはがき（必着）、または２月１６日㈫までにホーム
ページ内講習会申込フォームで

hコロナ禍においてもＳＮＳを使って楽しめるガーデ
ニングを学ぶ講習会

講師…西山 恭枝 氏（寄せ植えデザイナー協会）
※ＳＮＳ（Twitter、Instagram、Facebook、

YouTube、LINE）を使った経験のあるかた向け
の講習会です。

a３月４日㈭ １４：００～　
d30人（先着順）　e無料
f２月３日㈬～２６日㈮に電話で
※ご参加の際は必ずマスクを着用してください。
※風邪の症状がある場合や体調不良のかたは参加

をお控えください。

植物と骨董展

盆栽の手入れ講習会

ＳＮＳで世界とつながるガーデニング臨時休所日のお知らせ

グリーンセンター
休園日… 火曜日（23日㈷を除く）、24日㈬

火曜日（30日を除く）
２月
３月

i048-281-2319　http://greencenter.1110city.com/　

臨時開園日…3月30日㈫、4月6日㈫
開園時間…9：00～17：00（入園は16：00まで） 

a2月28日㈰まで
①9：00～12：20 ②12：40～16：00 総入替制

入場可能人数…各100人
休場日…火曜日（2月23日㈷を除く）、2月24日㈬
※悪天候やリンクコンディション不良のため休場す

る場合があります。
e一般550円

高校生（学生証提示者）330円
子ども（４歳～中学生）220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を提
示）

貸靴代…400円
貸しロッカー代…有料
※マスク・手袋着用
※6歳未満は保護者（18歳以上）同伴（保護者1人

につき2人まで）
※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
　i048-281-2524（開場期間中）

a2月3日㈬、7日㈰、11日㈷、13日㈯、14日㈰、
17日㈬、20日㈯、21日㈰、23日㈷、27日㈯、
28日㈰
10：00～12：00、13：00～15：00

※相談日は変更になる場合があります。

ガイドボランティアが見ごろの花などを説明しなが
ら園内を案内します。
a2月14日㈰、28日㈰ 10：30～11：30

※雨天中止
b園内の正門前　
d20人（先着順）
e入園料のみ

運行時間…10：00～16：00　
e1回220円
※回数乗車券3枚つづり530円（当日限り有効）
※天候により運休する場合があります。

h花、樹木、野菜、農薬の使用方法、造園資材などの
問い合わせに対する電話または面接での相談業務

c植物、造園、土壌、病虫害などに深く広く知識を
持っているかた

d1人
a4月1日㈭～令和4年3月31日㈭までの期間内で

指定する113日（土・日曜、祝日勤務あり）
　10：00～12：00、13：00～16：00
bグリーンセンター
e日給6，318円　※交通費支給
f2月26日㈮までに、履歴書（写真貼付）を郵送（必

着、封筒に「緑化相談員希望」と明記）または持参
（休園日を除く）。面接、書類審査により後日決定

　〒333－0826　新井宿700

園内…ウメ、ツバキ、サザンカ、
クリスマスローズ

温室…カトレア、パフィオペディ
ラム、アロエ

アイススケート場開場中

園内開花案内

緑化相談員（パートタイマー）の募集緑の相談所

ミニ鉄道

園内ガイドツアー

アイススケート場グリーンセンター

中央図書館

横曽根図書館

新郷図書館

戸塚図書館

前川図書館

2月中旬

2月中旬

2月下旬

3月下旬予定

移転、再開館後の4月予定
昨年の様子（鳩ヶ谷図書館）

当分の間、開館時間を次のとおりとします。
開館時間…10：00～12：00、13：00～15：00
※棚卸のため、2月8日㈪～15日㈪はお休みします。

内覧・入札期間…2月20日㈯～28日㈰
※22日㈪、23日㈷を除く

時間…9：00～16：00
結果発表…落札者のみご連絡します。

a2月21日㈰ 11：00～15：00（時間予約制）
b4階実習室
e無料（部品代などがかかる場合があります。）
f2月1日㈪ 9：00～電話で

田中（おもちゃドクター） 
i080-5448-9659

休館日…月曜日（祝日の場合は翌平日）、2月8日㈪
～25日㈭（施設点検のための臨時休館）

新型コロナウイルス感染症対策のため、当分の間、
電話予約による2部入れ替え制としています。
①10：00～13：00　②15：00～19：00（緊急事態
宣言中は18：00まで）
※①②間の時間は館内消毒のため入場できません。
※プール、浴室（サウナを除く）、更衣室のみの利用

となります。
f10：00～17：00に電話で（利用日の1週間前から

受け付け。休館日を除く）

リサイクルプラザ b朝日4-21-33　i048-228-5306　k048-223-6480　
休館日…月曜、祝日

※館内各施設を利用の際は必ずマスク着用をお願いします。また入場する際、手指の消毒、体温計測をお願いします。

おもちゃの病院（今月は第3日曜日開催） サンアール朝日（5階）  i048-228-5303リサイクルショップからのお知らせ

リサイクル家具類販売（競争入札）

施設内点検のための臨時休館…2月13日㈯、14日㈰　

緊急事態宣言中は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中央図書館のみ開館時間を
平日「19：00まで」に短縮しています。
※期間は状況により変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。


