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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

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。

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

Instagramホームページ

　　　

hウチョウランの展示・販売
a６月５日㈯ 9：00～17：00

h斑入植物、山野草、小品盆栽などの展示・販売
a６月１１日㈮～１３日㈰ 9：00～17：00

hプロの職人が剪定時期を迎える常緑樹の剪定方
法を教える講習会

※参加者には苗木をプレゼントします。
a６月１２日㈯ 13：30～16：30　d5人(先着順)
e無料　f６月９日㈬までに電話で

①梅雨も乗り切る！香りを楽しむ寄せ植え教室
a６月１２日㈯ 14：00～
f６月８日㈫までに電話または６月７日㈪までにホー
ムページ内講習会申込フォームで

②高温多湿に負けない夏らしい寄せ植え教室
a７月３日㈯ 14：00～
f６月２９日㈫までに電話または６月２８日㈪までに
ホームページ内講習会申込フォームで

d１２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。

※締切日後のキャンセルには体調不良などの理由
があってもキャンセル料がかかります。

h野草を使った寄せ植えの作成と管理方法の講習
会

a６月１９日㈯ 14:00～
d１５人(先着順)　e２，５００円　o筆記用具、軍手
f６月１６日㈬までに電話または６月１5日㈫までに
ホームページ内講習会申込フォームで

※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。

※締切日後のキャンセルには体調不良などの理由
があってもキャンセル料がかかります。

h斑入植物、カンアオイ、植木鉢などの展示・販売
a６月１９日㈯、２０日㈰ 9：00～17：00

h山野草、シダ、植木鉢などの展示・販売

a６月２６日㈯、２７日㈰ 9：00～17：00

h岩ギボウシ、山野草などの展示・販売
a６月２６日㈯、２７日㈰ 9：00～17：00

h朝顔、ほおずきの販売
a７月3日㈯、4日㈰ 9：00～17：00
①9：00～12：00…予約入場制です。予約の上、入
場券または電子チケットを持参してください。

予約方法…６月１日㈫～ホームページ、または管理
事務所窓口で

※電話での受付は行いません。
※予約数が上限に達していない際は当日受付をす
る場合があります。

②13：00～17：00…先着順入場です。
※数に限りがありますので、無くなり次第終了します。
※朝顔には購入個数制限があります。
※マスクの着用・咳エチケット・手指の消毒など感染
症防止対策にご協力ください。

h施設点検のため臨時休所日とします。
a７月5日㈪

第１６回ウチョウラン展

野草の寄せ植え講習会

臨時休所日のお知らせ

常緑樹の剪定講習会

寄せ植えデザイナー協会代表講師による講習会

第２５回朝顔・ほおずき市（一部予約入場制）

山野草とシダ展

第１０回秩父岩ギボウシ展

斑入植物展
ふいり

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　※入館は閉館30分前まで
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

共催展 
■「本当に住みやすい街大賞2021 2年連続1位記念」川柳コンテスト
h「本当に住みやすい街大賞」2年連続1位を記念し、市民が住みやすさの情報
を楽しく共有し、魅力を市内外に発信するためのコンテストを実施。応募され
た作品を展示します。13日㈰には授賞式を開催。

a6月9日㈬～13日㈰
bスタジオ　e無料

■川口市歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクールと歯・口の健康啓発標
　語コンクール
h市立小・中学校に通う児童生徒から応募され
た作品のうち、特選を受賞した図画・ポスター
と健康啓発標語を展示します。

a6月9日㈬～13日㈰
b展示室A　e無料

展示室Ａ・Ｂとスタジオを貸し出します。作品発表を中心としたアート活動の場です。
貸しギャラリー

在日クルド人の現在 2021
h6月20日「世界難民の日」にあわせた写真展です。川口に暮らす難民申請者、
トルコの少数民族クルド人の現在を写し出します。

a6月9日㈬～13日㈰　最終日15:00まで　b展示室Ｂ　e無料
狭間節子 回顧展
h40年間描き溜めた作品の回顧展を企画しました。お世話になった先生、モデ
ルさん達に感謝を込めて。

a7月6日㈫～11日㈰ 11:00～17:00　初日13:00から、最終日16:00まで
b展示室Ａ・Ｂ　e無料

展覧会

小林明日香展「drawing room 1」
h小林明日香による絵画作品展示。日本画やコラージュ作品が主であるが、ど
れもドローイング的な要素を含む。大作、小作多数展示。

a7月14日㈬～18日㈰　最終日15:00まで　b展示室Ａ・Ｂ、スタジオ　e無料

文化財センター/郷土資料館 /旧田中家住宅 /歴史自然資料館
休館日…月曜日（祝日の場合は翌平日）
開館時間…9：30～16：30（入館は16：00まで）
http://www.kawaguchi-bunkazai.jp/center/
※駐車場には限りがありますので、公共交通機関を
　ご利用ください。

文化財センター…本町1-17-1　i048-222-1061
郷 土 資 料 館…鳩ヶ谷本町2-1-22　i048-283-3552
旧田中家住宅…末広1-7-2
歴史自然資料館…赤山501-1 イイナパーク川口（赤山歴史自然公園）内
※旧田中家住宅と歴史自然資料館の問い合わせは、文化財センターへ Twitterホームページ

おうちで博物館
うち★博

自宅にいながら、地域の歴史を親
子で学んでみませんか？楽しみなが
ら興味・関心を高め、学習に役立つ
学習支援コンテンツです。

ご存知でしたか？東京国立博物館のライオン像の作者は、川口市出身です！
東京国立博物館の「表慶館」
入口の２頭のライオン像

靖国神社の「大村益次郎像」
※日本最古の西洋式の銅像

上野公園の「小松宮彰仁親
王像」

h日本近代彫刻の先駆者として、肖像彫刻を数多く残した大熊氏廣氏の資料の数々を郷
土資料館３階「大熊氏廣」展示室で公開しています。
　６月1日から初公開する資料もあります。ぜひご覧ください。
bg郷土資料館　e一般100円、小・中学生50円

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）　
f6月16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。

7月分トレーニングルーム利用者講習会 7/9㈮、12㈪ 10：00～（1回のみ）
7/24㈯、26㈪ 19：00～（1回のみ）
7/10㈯ 10：00～（1回目） 19：00～（2回目）
7/11㈰ 10：00～（1回目） 14：00～（2回目）

7/4㈰、7㈬、11㈰、14㈬
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

日曜、祝日

14:00～、15:00～、18：00～
19：00～、20：00～
14:00～、15：00～
18：00～、19：00～

7/3㈯、6㈫、17㈯、20㈫
10：00～（1回目） 19：00～（2回目） 各5人

スポーツ情報 開催日時施設名 定員

{
{

6月の休館日（館内整理日を含む）　  中央図書館…１８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…７日㈪、１４日㈪、２１日㈪、２８日㈪、３０日㈬ 
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。 Twitterホームページ図書館

6月移動図書館あおぞら号 巡回 ※雨天中止
巡回日
２・１６㈬
巡回日
３・１７㈭
４・１８㈮
９・23㈬
１０・24㈭
巡回日
１１・25㈮

10：00～11：00
領家公民館

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

15:30～16:10
江川運動広場

15：30～16：10
榛松第３公園

根岸小学校
武道センター
芝樋ノ爪小学校
元郷第4公園

10：00～11：00 15：00～16：10

14：10～15：00
安行原グリーンタウン

『としょ★スタ』をご存知ですか？
　子どもたちの学びを支援するため、教科書の単元に沿ったテーマ
で、調べ学習に役立つ本やインターネットの情報をまとめた調べ方
案内のリーフレットを新たに発行しました。ご家庭での学習にぜひ
お役立てください。
※「としょ★スタ」とは
〝としょかんスタート〞〝としょかんスタディ〞を合わせた言葉で、
「図書館から学びを始めよう」「図書館で学ぼう」という願いを込
めた名称です。

配布場所…全ての図書館　※図書館ホームページからダウンロードもできます。

グリーンセンター
休園日… 火曜日、14日㈪

火曜日
６月
７月

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

開園時間…9：00～17：00（入園は16：00まで） 

h数種類のハーブの育て方と活用方法の講義と実演
講師…園藤 祐子 氏　
a６月２６日㈯ 10：00～12：00
b研修所２階
d１５人（先着順）　e１，５００円（苗付き）
f６月１0日㈭ 12：30～電話で

h種ダンゴ作りと園内花壇への植え付け
講師…グリーンセンター職員
a６月２７日㈰ 10：00～12：00
b花壇広場 大パーゴラ
c４歳以上と保護者
d１５組（先着順）　e５００円
f６月１１日㈮ 12：30～電話で

hグリーンセンター流水プールは、施設老朽化のた
め、営業を休止することとなりました。

※冬季アイススケートは引き続き、実施予定です。

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。

a６月２日㈬、５日㈯、６日㈰、１３日㈰、１６日㈬、１９日
㈯、２７日㈰、３０日㈬

　１０：００～１２：００、１３：００～１６：００
※相談日は変更する場合があります。

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。

a６月１３日㈰、２７日㈰ 10：30～11：20※雨天中止
b園内の正門前　d20人（先着順）　e入園料のみ

園内･･･バラ、カシワバアジサイ、サルヴィア・グアラ
ニティカ

温室･･･ブーゲンビレア、メディニラ・マグニフィカ、
バナナ（実）

hグリーンセンターの新しい楽しみ方
がいっぱいのウェブサイトです。

　ぜひアクセスしてください！

※緑のアトリエでもご覧いただけます。

緑の相談所（園芸相談）

園芸教室「ハーブの育て方と使い方」

流水プールの営業休止

ミニ鉄道 グリーンセンター特設サイト
「たなボタニカル」公開中！

親子園芸教室「種ダンゴDEスペシャル花壇」

ホームページ Twitter Instagram

　いつでも、どこでも360°のバーチャル映像で、
まるで温室を歩いているような気分になれる
「ばーちゃる大温室」
　植物や園内の「なるほど！」情報をクイズで学べ
る「植物ふしぎ検定」

　園内で見られる植物のおもしろポイントが満
載の「植物ずかん」など

園内ガイドツアー

園内開花案内

斑入植物・カンアオイ・山野草展
ふいり

共通

全て、武蔵国足立郡中居村（現在の川口市八幡木３丁目）
出身の彫刻家、【大熊 氏廣（おおくま うじひろ）氏】の作品です！
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