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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。

メディアセブン
4月の休館日…16日㈮  
開館時間…平日10：00～21：00  土・日曜、祝日9：00～18：00
b川口1-1-1 キュポ・ラ7階　i048-227-7622　
https://www.mediaseven.jp/

動画編集ソフトを使ってみよう
h動画編集ソフト「PowerDirector」を使って動画を加工したり、BGMやテロッ
プをつけたりして、動画の編集方法を学ぶ初心者向けの講座です。

a4月26日㈪ 10：30～12：30　
c初めて動画編集ソフトを使用するかた　　d6人　e1,000円

パソコン講座　初級編
Wordでチラシ作り
a5月16日㈰　10：30～12：30
cWord経験者
d16人
e1,000円（テキスト代含む）

Excel入門（2日間）
a5月22日㈯、23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
d16人　e3,500円（テキスト代含む）

ストレッチワークショップ
hアーティストのバックダンサーや企業CM出演などの経験のあるプロダン
サーUSSYによる、ストレッチワークショップです。　

a4月29日㈷  ①10：30～11：30　②13：30～14：30
c小学生以上（小学3年生以下は必ず保護者も参加）
d各１2人　e1,000円
oペットボトル飲料、床に敷くための大判バスタオルまたはヨガマット
※新型コロナウイルス感染症対策のため、付き添いのかたは入場できません。
※更衣室はありませんので動きやすい服装でお越しください。

「スクラッチ」でプログラミング
hスクラッチは文字の書かれたブロックを並べて視覚的に操作できるプログラ
ミング言語です。マウスの操作から指導するので、パソコンに不慣れなかたで
も楽しく参加できます。

a4月26日㈪ 17：00～18：30
cスクラッチを初めて体験する小学生以上※小学校3年生以下は必ず保護者同
伴。新型コロナウイルス感染症対策のため、保護者は1人まで。

d6人　e1,000円　

※利用条件と施設の貸し出しに一部制限があります。また、イベントやワークショップなどは状況により中止する場合があります。
　貸出施設の最新の状況やイベント募集情報などの詳細は、メディアセブンホームページをご確認ください。

（18歳以上）

申込方法
（☆を除く）

各講座の10日前までにホームページ、往復はがきまたは窓口で。
※申し込み多数の場合は抽選。※アートスクールのみ4月5日㈪
まで申し込み可。※往復はがきには「名前」「住所」「電話番号」
「講座名」「希望日時」をご記入ください（1講座につき、はがき1
枚）。定員に達していない場合は追加募集することがあります。

アートスクール(1カ月全4回コース制)
a4月7日㈬、14日㈬、21日㈬、28日㈬
大人のアートクラス
p13:00～15:00　c18歳以上　d16人　e6,000円(材料費含む)
小学1～3年生の親子のアートクラス
p16:00～17:30　c小学1～3年生と保護者　d8組
e8,000円(材料費含む)
小学3年生以上と大人のアートクラス
p18:00～20:00　c小学3年生以上　d16人　e6,000円(材料費含む)
※カリキュラムなどの詳細はホームページをご覧ください。5月のアートスクール
（5日㈷、12日㈬、19日㈬、26日㈬）は4月1日㈭より募集開始、締め切りは4
月20日㈫まで。
※小学校3年生以下は必ず保護者同伴。新型コロナウイルス感染症対策のた
め、保護者は1人まで。子育て中のママが自分のために過ごすアトリエ

h自分のための、自分を大切にする時間を過ごすアトリエです。
　4月のテーマは「色のプレゼント」。パステルを使ってアートを楽しみます。
a4月26日㈪     10：30～12：30　c子育て中のお母さん※子ども連れでの参加
はできません。　d6人　e2,000円(材料費含む)

科学館（サイエンスワールド）
4月の休館日…5日㈪、12日㈪、19日㈪、26日㈪、27日㈫
b上青木3-12-18（SKIPシティ内）　i048-262-8431
http://www.kawaguchi.science.museum　※家にいても科学を学べる「学習支援コンテンツ」公開中！

※入場の際は必ずマスクの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、連絡先の記入などをお願いしています。　連絡先記入用紙は科学館ホームページからダウンロードもできます。

入　場　料…一般 210円　小・中学生 100円
年間入場券…一般 830円　小・中学生 410円
※未就学児は無料
※入場人数を100人までに制限しています。

観　覧　料…一般 　410円　中学生以下 210円
年間観覧券…一般 1,670円　中学生以下 830円
※未就学児で席を使用しない場合は無料
※3歳未満は観覧をお断りする場合があります。
※入場人数を70人までに制限しています。

プラネタ
リウム

科　学
展示室

ホームページ

Facebook、YouTube
公開中！ホームページ
から各ページにアクセ
スできます

天文台

h望遠鏡で撮影した月や惑星、星団をインターネットで配信します。
a4月17日㈯19：30～20：30　「月（月齢5）、火星」

28日㈬19：30～20：30　「プレセペ星団（Ｍ44）」

天文台夜間天体ライブ配信

プラネタリウム ※原則途中入退場はできません。
※観覧券は1階科学展示室入口で開始時刻の5分前まで販売

10：30 13：00投影日時 15：30

── ──
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ノーマン・
ザ・スノーマン

ノーマン・
ザ・スノーマン

木曜日
（4月1日、29日を除く）

夜間天体ライブ配信

科学展示室 開館時間…9：30～17：00（入館は16：30まで）

a4月4日㈰、11日㈰、18日㈰、25日㈰、29日㈷ 14：00、15：00
所要時間…約20分　

4日㈰、11日㈰「ビッくるくるショー」　18日㈰「びっくり！？Big実験」
25日㈰、29日㈷「-196℃…！？」

サイエンスショー

わくわくワーク
h身の回りにある素材を使った簡単な工作教室
a4月1日㈭、3日㈯、6日㈫、10日㈯、17日㈯、24日㈯ 10：30、13：00
所要時間…約20分

1日㈭、3日㈯、6日㈫「すすめ！しゃくとりくん」　10日㈯「たね」
17日㈯「花ゴマ」　24日㈯「ストロケット2号」

d各20人（先着順、当日9：30～受付で整理券を配布）
※未就学児は保護者同伴　e無料　oマイバッグ

テーマ

どきどきサイエンス

テーマ

hテーマのあるものづくり・観察・実験などを行う教室
a4月2日㈮、4日㈰、7日㈬、11日㈰、18日㈰、25日㈰、29日㈷ 10：30、13：00　
所要時間…約30分

「地球のかけらをのぞこう」
d各20人（先着順、当日9：30～受付で整理券を配布）
※小学2年生以下は保護者同伴　e400円　oマイバッグ

にこにこ実験室
h実験器具の操作を学びながら、親子で科学の謎を解明する実験教室
a4月11日㈰、18日㈰、25日㈰ 11：30　所要時間…約30分

「じしゃく選手権」
c小学3年生～高校生と保護者　d各8組（先着順、当日9：30～受付で整理券を配布）
テーマ

土曜日・日曜日・祝日

4月1日㈭、2日㈮、
6日㈫、7日㈬

b総合棟屋上

b3階　d70人　所要時間…約50分

一般投影

「ノーマン・ザ・スノーマン～流れ星のふる夜に～」
“流星群”の夜に流れ星を見る約束をした少年と雪だ
るまのノーマン。
ところが、一夜明けて、町は一面の雪…。二人は“流星
群”を見るために町を出ました。
大切な人と、ぜひお楽しみください。
（星空の生解説約24分+番組26分）
ⓒTAIYO KIKAKU co.,ltd ／ EXPJ, Ltd

ⓒUMA VISION

「ボイジャー 終わりなき旅」
最遠の人工物、探査機「ボイジャー」。惑星のリング、
衛星の火山、予想をはるかに超えた発見の数々。
1977年の打ち上げから今なおその航海を続ける勇
敢なボイジャー＜探検者＞を待ち受ける運命とは。
（星空の生解説約23分＋番組27分）

科学ものづくり教室「入門！電気工作（マグネットカー）」

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～
a4月3日㈯、10日㈯、17日㈯、24日㈯  11：30　配布時間… 20分
※カードがなくなり次第終了

h磁石の力がスイッチとなるマグネットカーを作りながら、電気工作の道具の使
い方や工作の基本を身につけよう。

a5月15日㈯　14：30～16：00
c小学4～6年生　d10人　e900円　oマイバッグ　
f4月6日㈫～27日㈫に科学館ホームページ、または往復はがき（必着）で
※申し込み多数の場合は抽選　※詳細は科学館ホームページをご覧ください。

開館記念日（18周年）無料公開 5月3日㈷※地下駐車場は有料

科学展示室　開館時間…9：30～17：00　※鉄道模型手動運転は有料
わくわく屋台村
hいろいろなものづくりを無料で体験できます。
開催時間…9：40～16：40　※未就学児は保護者同伴　
※先着順、当日9：30～受付で整理券を配布　oマイバッグ

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）

h2020年夏投影番組「星の旅-世界編-」、秋投影番組「HAYABUSA2～
REBORN」（星空の生解説はありません）

d70人
※観覧券は8：30から1階科学館入口前で配布

開始時刻 ①10：00 ②12：00 ③14：00 ④16：00

内容 星の旅
－世界編－

HAYABUSA2
～REBORN

星の旅
－世界編－

HAYABUSA2
～REBORN

※新型コロナウイルス感染症対策のため、内容の変更や中止となる場合があります。

テーマ

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）　
f4月21日㈬ 9：00～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。

5月分トレーニングルーム利用者講習会
5/10㈪、14㈮ 10：00～（1回のみ）
5/22㈯、24㈪ 19：00～（1回のみ）
5/8㈯ 10：00～（1回目）、19：00～（2回目）
5/9㈰ 10：00～（1回目）、14：00～（2回目）
日曜日14：00～（1回のみ）
5/12㈬、26㈬ 14：00～（1回のみ）

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

東スポーツセンター
i048-222-4990

各5人

各5人

各3人

各3人

火・木・土曜日
14:00～、15:00～、18：00～、 19：00～、20：00～
日曜、祝日 14:00～、15：00～、18：00～、19：00～

5/1㈯、15㈯、18㈫
10：00～（1回目）、19：00～（2回目）
5/4㈷ 10：00～（1回のみ） 

各5人
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完了後の検査の
　ため4月中旬まで休止します。

開催日時施設名 定員

少年少女空手道教室
a5月17日～6月18日の月・金曜日（全10回） 17：30～18：30
b柔道場　c市内在住の小学生　d15人 （先着順）
e1,000円（保険料含む）
f4月12日㈪～21日㈬ 9：00～17：00に電話で

●体育武道センター　i048-251-9227
ゴルフ教室
a5月11日～6月8日の火曜日（全5回） 19：30～21：00　b川口グリーンゴルフ
c市内在住・在勤の18歳以上のかた　d16人　e13,000円（保険料含む）
f4月7日㈬～9日㈮ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、4月12日㈪ １０:００～公開抽選

●公益財団法人 川口市スポーツ協会　i048-254-3575
スポーツ教室 ※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。

美しい立ち居振る舞いを学ぼう
h楽しい舞台のお話などを交えて美しい歩き方や、身のこなしを学びます。
講師…七瀬 りりこ 氏(元宝塚歌劇団宙組娘役)
a4月17日㈯ 10：30～12：30、14：00～16：00
c中学生以上　d各25人　e2,500円

☆駅前ふれあいシアター
hフィルム等に記録された懐かしい映像の上映会を毎月(第3月曜日)開催します。
a4月19日㈪ 11：00～(約1時間)
e無料(入退場自由・混雑状況により入場を制限する場合があります。フィルム
作品上映の際、フィルムの状態により途中で中止する場合もあります。)

☆キッズみんなでシアター
h小さなお子さんと一緒に懐かしのアニメ作品などをご覧いただけます。
a5月5日㈷ 11：00～(約1時間)　e無料(入退場自由・混雑状況により入場を
制限する場合があります。フィルム作品上映の際、フィルムの状態により途中
で中止する場合もあります。)

☆お気に入りのkawaguchiみんなの写真展
h皆さんから応募いただいた写真を展示します。川口の魅力をさらに発見しま
しょう。　

a4月1日㈭～　e無料　

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

内覧・入札期間…4月17日㈯～25日㈰※19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。

a4月11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。）
f4月1日㈭ 9：00～電話で
田中（おもちゃドクター） 
i080-5448-9659

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（毎月第2日曜日）

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）

休館日…月曜日（祝日の場合は翌平日）
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
※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）


