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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。

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

ワークショップ・たのしい実技講座

第1回　橋のかたちと機能
h川口になじみ深い、芝川や荒川をはじめとする多くの川。今回は川のある
生活にとって欠かせない「橋」についてお話しします。基本的な橋のかた
ちを学んだのち、橋のかたちと機能について市内・県内・世界の橋梁の事
例を紹介。身の周りにある橋のデザインを読み解きます。

a7月25日㈰ 14:00～16:00
講師…奥井 義昭 氏（埼玉大学大学院理工学研究科教授）
c18歳以上どなたでも　
d20人（先着順）　e300円
第2回　身近な風景の中の土木
hお気に入りの風景はありますか？それはどんな風景でしょうか。わざわ
ざ足を運んで見に行く有名な風景ばかりでなく、住んでいるまちの身近
な風景を観るのも楽しいことです。そのなかには、はっきりと、ひっそり
と、時に目に見えない形で土木のデザインが佇んでいます。そんな風景の
中の土木を考えてみましょう。

a7月31日㈯ 14:00～16:00
講師…佐々木 葉 氏（早稲田大学創造理工学部社会環境工学科教授）
c18歳以上どなたでも　d20人（先着順）　e300円

ワークショップ「固まれ石膏！つくってみよう自分の島！」
h自分だけのオリジナルの島をつくります。大きな粘土のかたまりを、手の
平で・指で・道具を使って、彫って削って押し込んで型をつくり、石膏を流
し込むと島が出現！みんなで並べて世界地図にしよう！

a[A]8月7日㈯ 13:30～16:30　[B]8月8日㈷ 13:30～16:30
講師…對木 裕里 氏（美術作家／第4回新鋭作家展優秀者）
c[A]小学3年～中学生　[B]小学1・2年生　d各10人　e500円
申込先…m2021summer1@atlia.jp
たのしい実技講座「和竿師からまなぶ！竹釣竿に初挑戦」
h市内に工房を持つ和竿師の技術に触れる初心者向けの講座です。竹を継
いでつくる差し込み式の釣竿は、実際にハゼやテナガエビを釣れる本格
的なもの。夏休みの自由研究にも、ひとりでゆったり過ごす夏の思い出に
も！

a[A]8月14日㈯ 13:30～17:00　[B]8月15日㈰ 13:30～17:00
講師…山野 正幸 氏（和竿師）
c[A]小学1・2年生1人と保護者1人の2人組　[B]小学3年生以上
d[A]6組　[B]10人　e[A]1組3,000円　[B]1人3,000円
申込先…m2021summer2@atlia.jp

やさしい鑑賞講座　土木デザインを読む
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7月1日㈭～開館日の10：00～17：00に電話または窓口で
①参加者全員の氏名②電話番号（緊急時連絡がとれるもの）
を伝えてください。

※当日受付時に検温・入館者カードをご記入ください。入館者カードは
ホームページからダウンロードもできます。
※体調がすぐれないかたは参加をご遠慮ください。キャンセルは電話で
受け付けます。

申込方法

件名に「イベント申込」、本文に次の①～⑦を入力の上、各申
込先にメールで。（申し込み多数の場合は抽選）

①希望のイベント名 ②希望日時（A･Bのいずれか、記載なしは無効） ③参
加者全員の氏名（ふりがな） ④学年・年齢（全員） ⑤〒・住所（集合住宅は
建物名も） ⑥電話番号（緊急時連絡がとれるもの） ⑦このイベントを知っ
たきっかけ（例：広報かわぐちを見た）
締切…7月21日㈬（必着）
※申し込みメール受信後3開館日以内に受理メールを、締切日から1週間
以内に結果通知メールを送信します。メールが届かない場合は迷惑
メールフォルダを確認の上、お電話ください。
※メールでの申し込みが困難な場合はk048-240-0525またははがき
（〒332-0033 並木元町1-76 アトリアイベント係）でお申し込みくだ
さい。締切日のおよそ1週間後にFAXまたははがきで結果を通知します。

ご注意
※1回で複数のイベント、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。対象年齢にご注意
ください。
※参加者以外は入場できません。家族の同伴もご遠慮ください。

申込方法

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

自宅で勾玉や縄文土器、鳩
ヶ谷ソース焼きうどん、オリ
ジナルかるたなどが、学びな
がら作れる学習支援コンテ
ンツです。

h地域の歴史や文化財に関する学習相談ができます。本物の
土器や昔の道具、古い写真や資料をもとに、見て・聴いて・
感じて、一緒に考えることができます。「自由研究で何を
調べるか決まらない…」「歴史学習が苦手で興味が持てない
…」「身近な地域のことをもっと知りたい…」

　そんな悩みを解決します！
a7月22日㈷～8月31日㈫ 
　9:30 ～ 16:30
b郷土資料館
c小・中学生　dなし
e一般100円、小・中学生50円
fg7月22日㈷ 9:30～
郷土資料館へ電話または窓口で
※資料準備がありますので事前
に電話でご相談ください。

今年の夏休みは、資料館で学ぼう！
「夏休みスタディ・サポート」

hどちらも石神貝塚遺跡（大字新井宿）から出土した縄
文時代晩期（紀元前800年頃）のものと考えられてい
ます。遮光器土偶は、内部が空洞に作られており、
表面にはベンガラ（酸化鉄の赤色顔料）が塗られてい
ます。籃胎漆器は、植物の皮を編んでカゴをつく
り、その表面に漆を重ね塗りしたものです。内部の
構造がわかるX線写真も展示しています。

bg文化財センター
e一般100円、小・中学生50円

ご存知でしたか？川口市内から出土した、
縄文時代の土偶と漆器！
「遮光器土偶と籃胎漆器」

しゃ こう  き   ど  ぐう らんたい しっ き

＜昨年度のサポート実績＞
〇市内出土の土器、貝塚、古墳
〇市内の水道と井戸の歴史
〇赤山陣屋とは
〇安行の名前の由来、植木業
〇大熊氏広の生涯と作品
〇鳩ヶ谷の街並み、日光御成道

遮光器土偶
（頭部） 籃胎漆器

グリーンセンター
休園日… 火曜日7・8月

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

開園時間…9：00～17：00（入園は16：00まで） 

h色付きの砂を入れてカラフルに飾った容器に、多
肉植物を寄せ植えします。親子で楽しみながら作
りましょう。
講師…照井 昌子 氏　

(グリーンアドバイザー園芸ソムリエ)　
a7月31日㈯ 10：00～12：00　b研修所2階
c幼児～小学生と保護者
d15組（先着順）　e1,650円
f7月14日㈬ 12：30～電話で
※申込後のキャンセルは有料

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。

a7月4日㈰、7日㈬、10日㈯、18日㈰、22日㈷、24
日㈯、31日㈯
10：00～12：00、13：00～16：00

※相談日は変更になる場合があります。

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。

a7月11日㈰、25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…パイナップルリリー、キバナノコギリソウ、
ガウラ

温室…熱帯スイレン、パラグアイオニバス（葉）、
カカオ(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！

緑の相談所（園芸相談）親子園芸教室「カラーサンドの寄せ植え」

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！

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

※緑のアトリエでもご覧いただけます。

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）　
f7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。

8月分トレーニングルーム利用者講習会

8/13㈮ 10：00～（1回のみ）
8/23㈪、28㈯ 19：00～（1回のみ）
8/14㈯ 10：00～（1回目） 19：00～（2回目）
8/15㈰ 10：00～（1回目） 14：00～（2回目）

日曜日 14：00～（1回のみ）※8/1㈰は除く
水曜日 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～、18：00～
19：00～、20：00～
14:00～
18：00～、19：00～

8/3㈫、7㈯、17㈫、21㈯
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

飛込体験教室
a8月12日㈭～14日㈯（全3回） 12：30～14：00
b青木町公園飛込プール
※青木町公園の駐車場は有料です。（２０分無料、以降１時間１００円）
c市内在住の泳げる小学2～4年生　d20人　e1,000円
f7月7日㈬～9日㈮ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、7月12日㈪ 10：00～公開抽選
水泳教室（クロール、背泳ぎ）
a8月16日㈪～19日㈭、23日㈪～26日㈭（全8回） 16：00～18：00　
b青木町公園25mプール（温水プールではありません。）
※青木町公園の駐車場は有料です。（２０分無料、以降１時間１００円）
c市内在住の小学１～３年生　d40人　e2,000円
f7月13日㈫～15日㈭ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、7月16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。

{
{

詳細は各施設へお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、利用の制限や、無料開放の中止をす
る場合があります。

スポーツの日〈7月23日（祝）〉スポーツ施設無料開放

a8月22日㈰、29日㈰のうち希望日（予備日…9月5日㈰）
b青木町公園庭球場（砂入り人工芝コート12面）
種目…一般の部　

100歳以上の部（ペア年齢合計）
120歳以上の部（ペア年齢合計）

試合方法…トーナメント方式6ゲーム先取（ノーアド方式）
※エントリー数などにより変更する場合があります
c市内在住、在勤または川口市テニス協会加盟者
e2,000円（１ペアにつき）
ドロー発表…川口市テニス協会ホームページに掲載（8月上旬予定）
fg7月19日㈪～29日㈭に川口市テニス協会事務局へEメールで
※問い合わせは電話でも受け付けます。
i090-6956-1719　m info@tennis-kawaguchi.com
※詳細は川口市テニス協会ホームページをご確認ください。

h観葉植物、花苗などの展示・販売、観葉植物を
使った寄せ植えの実演

a7月3日㈯、4日㈰ 9:00～17:00

h盆栽、植木鉢の展示・販売。植物が描かれた皿や
壺など、さまざまな骨董品の展示・販売

a7月16日㈮～18日㈰ 9:00～17:00

h初夏の山野草、手作り植木鉢などの展示・販売
a7月24日㈯、25日㈰ 9:00～17:00

h自由研究の題材としても活用可能な花・緑の体
験型講習会

※空心菜の植え込み体験と栽培方法や調理方法、
自由研究の題材へのアレンジを解説します。

a7月27日㈫ 10:00～11:00
c小学生と保護者
　（小学5、6年生は一人で参加可）
d12組（先着順）　
e1組500円　
f7月6日㈫～16日㈮
9：00～17：00に電話で

h花と緑をテーマにした写真の展示
a7月28日㈬～8月4日㈬ 
9:00～17:00
（最終日は15：00まで）

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

夏の観葉植物の寄せ植え展

植物と骨董展

初夏の山野草展

夏休み自由研究教室
～親子で育てておいしい夏野菜Ｎｏ．11～

花と緑の写真展

臨時休所日のお知らせ
a 7月5日（月）
施設点検のため臨時休所します。

市民体育祭硬式テニスミックスダブルス大会

夏休みの自由研究・
工作におススメ！
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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。

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

ワークショップ・たのしい実技講座

第1回　橋のかたちと機能
h川口になじみ深い、芝川や荒川をはじめとする多くの川。今回は川のある
生活にとって欠かせない「橋」についてお話しします。基本的な橋のかた
ちを学んだのち、橋のかたちと機能について市内・県内・世界の橋梁の事
例を紹介。身の周りにある橋のデザインを読み解きます。

a7月25日㈰ 14:00～16:00
講師…奥井 義昭 氏（埼玉大学大学院理工学研究科教授）
c18歳以上どなたでも　
d20人（先着順）　e300円
第2回　身近な風景の中の土木
hお気に入りの風景はありますか？それはどんな風景でしょうか。わざわ
ざ足を運んで見に行く有名な風景ばかりでなく、住んでいるまちの身近
な風景を観るのも楽しいことです。そのなかには、はっきりと、ひっそり
と、時に目に見えない形で土木のデザインが佇んでいます。そんな風景の
中の土木を考えてみましょう。

a7月31日㈯ 14:00～16:00
講師…佐々木 葉 氏（早稲田大学創造理工学部社会環境工学科教授）
c18歳以上どなたでも　d20人（先着順）　e300円

ワークショップ「固まれ石膏！つくってみよう自分の島！」
h自分だけのオリジナルの島をつくります。大きな粘土のかたまりを、手の
平で・指で・道具を使って、彫って削って押し込んで型をつくり、石膏を流
し込むと島が出現！みんなで並べて世界地図にしよう！

a[A]8月7日㈯ 13:30～16:30　[B]8月8日㈷ 13:30～16:30
講師…對木 裕里 氏（美術作家／第4回新鋭作家展優秀者）
c[A]小学3年～中学生　[B]小学1・2年生　d各10人　e500円
申込先…m2021summer1@atlia.jp
たのしい実技講座「和竿師からまなぶ！竹釣竿に初挑戦」
h市内に工房を持つ和竿師の技術に触れる初心者向けの講座です。竹を継
いでつくる差し込み式の釣竿は、実際にハゼやテナガエビを釣れる本格
的なもの。夏休みの自由研究にも、ひとりでゆったり過ごす夏の思い出に
も！

a[A]8月14日㈯ 13:30～17:00　[B]8月15日㈰ 13:30～17:00
講師…山野 正幸 氏（和竿師）
c[A]小学1・2年生1人と保護者1人の2人組　[B]小学3年生以上
d[A]6組　[B]10人　e[A]1組3,000円　[B]1人3,000円
申込先…m2021summer2@atlia.jp

やさしい鑑賞講座　土木デザインを読む

さ さ き     よう

おくい   よしあき

つい  き　 ゆ　り

せっこう

やま の    まさゆき

わ ざお

7月1日㈭～開館日の10：00～17：00に電話または窓口で
①参加者全員の氏名②電話番号（緊急時連絡がとれるもの）
を伝えてください。

※当日受付時に検温・入館者カードをご記入ください。入館者カードは
ホームページからダウンロードもできます。
※体調がすぐれないかたは参加をご遠慮ください。キャンセルは電話で
受け付けます。

申込方法

件名に「イベント申込」、本文に次の①～⑦を入力の上、各申
込先にメールで。（申し込み多数の場合は抽選）

①希望のイベント名 ②希望日時（A･Bのいずれか、記載なしは無効） ③参
加者全員の氏名（ふりがな） ④学年・年齢（全員） ⑤〒・住所（集合住宅は
建物名も） ⑥電話番号（緊急時連絡がとれるもの） ⑦このイベントを知っ
たきっかけ（例：広報かわぐちを見た）
締切…7月21日㈬（必着）
※申し込みメール受信後3開館日以内に受理メールを、締切日から1週間
以内に結果通知メールを送信します。メールが届かない場合は迷惑
メールフォルダを確認の上、お電話ください。
※メールでの申し込みが困難な場合はk048-240-0525またははがき
（〒332-0033 並木元町1-76 アトリアイベント係）でお申し込みくだ
さい。締切日のおよそ1週間後にFAXまたははがきで結果を通知します。

ご注意
※1回で複数のイベント、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。対象年齢にご注意
ください。
※参加者以外は入場できません。家族の同伴もご遠慮ください。

申込方法

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

自宅で勾玉や縄文土器、鳩
ヶ谷ソース焼きうどん、オリ
ジナルかるたなどが、学びな
がら作れる学習支援コンテ
ンツです。

h地域の歴史や文化財に関する学習相談ができます。本物の
土器や昔の道具、古い写真や資料をもとに、見て・聴いて・
感じて、一緒に考えることができます。「自由研究で何を
調べるか決まらない…」「歴史学習が苦手で興味が持てない
…」「身近な地域のことをもっと知りたい…」

　そんな悩みを解決します！
a7月22日㈷～8月31日㈫ 
　9:30 ～ 16:30
b郷土資料館
c小・中学生　dなし
e一般100円、小・中学生50円
fg7月22日㈷ 9:30～
郷土資料館へ電話または窓口で
※資料準備がありますので事前
に電話でご相談ください。

今年の夏休みは、資料館で学ぼう！
「夏休みスタディ・サポート」

hどちらも石神貝塚遺跡（大字新井宿）から出土した縄
文時代晩期（紀元前800年頃）のものと考えられてい
ます。遮光器土偶は、内部が空洞に作られており、
表面にはベンガラ（酸化鉄の赤色顔料）が塗られてい
ます。籃胎漆器は、植物の皮を編んでカゴをつく
り、その表面に漆を重ね塗りしたものです。内部の
構造がわかるX線写真も展示しています。

bg文化財センター
e一般100円、小・中学生50円

ご存知でしたか？川口市内から出土した、
縄文時代の土偶と漆器！
「遮光器土偶と籃胎漆器」

しゃ こう  き   ど  ぐう らんたい しっ き

＜昨年度のサポート実績＞
〇市内出土の土器、貝塚、古墳
〇市内の水道と井戸の歴史
〇赤山陣屋とは
〇安行の名前の由来、植木業
〇大熊氏広の生涯と作品
〇鳩ヶ谷の街並み、日光御成道

遮光器土偶
（頭部） 籃胎漆器

グリーンセンター
休園日… 火曜日7・8月

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

開園時間…9：00～17：00（入園は16：00まで） 

h色付きの砂を入れてカラフルに飾った容器に、多
肉植物を寄せ植えします。親子で楽しみながら作
りましょう。
講師…照井 昌子 氏　

(グリーンアドバイザー園芸ソムリエ)　
a7月31日㈯ 10：00～12：00　b研修所2階
c幼児～小学生と保護者
d15組（先着順）　e1,650円
f7月14日㈬ 12：30～電話で
※申込後のキャンセルは有料

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。

a7月4日㈰、7日㈬、10日㈯、18日㈰、22日㈷、24
日㈯、31日㈯
10：00～12：00、13：00～16：00

※相談日は変更になる場合があります。

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。

a7月11日㈰、25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…パイナップルリリー、キバナノコギリソウ、
ガウラ

温室…熱帯スイレン、パラグアイオニバス（葉）、
カカオ(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！

緑の相談所（園芸相談）親子園芸教室「カラーサンドの寄せ植え」

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！

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

※緑のアトリエでもご覧いただけます。

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）　
f7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。

8月分トレーニングルーム利用者講習会

8/13㈮ 10：00～（1回のみ）
8/23㈪、28㈯ 19：00～（1回のみ）
8/14㈯ 10：00～（1回目） 19：00～（2回目）
8/15㈰ 10：00～（1回目） 14：00～（2回目）

日曜日 14：00～（1回のみ）※8/1㈰は除く
水曜日 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～、18：00～
19：00～、20：00～
14:00～
18：00～、19：00～

8/3㈫、7㈯、17㈫、21㈯
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

飛込体験教室
a8月12日㈭～14日㈯（全3回） 12：30～14：00
b青木町公園飛込プール
※青木町公園の駐車場は有料です。（２０分無料、以降１時間１００円）
c市内在住の泳げる小学2～4年生　d20人　e1,000円
f7月7日㈬～9日㈮ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、7月12日㈪ 10：00～公開抽選
水泳教室（クロール、背泳ぎ）
a8月16日㈪～19日㈭、23日㈪～26日㈭（全8回） 16：00～18：00　
b青木町公園25mプール（温水プールではありません。）
※青木町公園の駐車場は有料です。（２０分無料、以降１時間１００円）
c市内在住の小学１～３年生　d40人　e2,000円
f7月13日㈫～15日㈭ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、7月16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。

{
{

詳細は各施設へお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、利用の制限や、無料開放の中止をす
る場合があります。

スポーツの日〈7月23日（祝）〉スポーツ施設無料開放

a8月22日㈰、29日㈰のうち希望日（予備日…9月5日㈰）
b青木町公園庭球場（砂入り人工芝コート12面）
種目…一般の部　

100歳以上の部（ペア年齢合計）
120歳以上の部（ペア年齢合計）

試合方法…トーナメント方式6ゲーム先取（ノーアド方式）
※エントリー数などにより変更する場合があります
c市内在住、在勤または川口市テニス協会加盟者
e2,000円（１ペアにつき）
ドロー発表…川口市テニス協会ホームページに掲載（8月上旬予定）
fg7月19日㈪～29日㈭に川口市テニス協会事務局へEメールで
※問い合わせは電話でも受け付けます。
i090-6956-1719　m info@tennis-kawaguchi.com
※詳細は川口市テニス協会ホームページをご確認ください。

h観葉植物、花苗などの展示・販売、観葉植物を
使った寄せ植えの実演

a7月3日㈯、4日㈰ 9:00～17:00

h盆栽、植木鉢の展示・販売。植物が描かれた皿や
壺など、さまざまな骨董品の展示・販売

a7月16日㈮～18日㈰ 9:00～17:00

h初夏の山野草、手作り植木鉢などの展示・販売
a7月24日㈯、25日㈰ 9:00～17:00

h自由研究の題材としても活用可能な花・緑の体
験型講習会

※空心菜の植え込み体験と栽培方法や調理方法、
自由研究の題材へのアレンジを解説します。

a7月27日㈫ 10:00～11:00
c小学生と保護者
　（小学5、6年生は一人で参加可）
d12組（先着順）　
e1組500円　
f7月6日㈫～16日㈮
9：00～17：00に電話で

h花と緑をテーマにした写真の展示
a7月28日㈬～8月4日㈬ 
9:00～17:00
（最終日は15：00まで）

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

夏の観葉植物の寄せ植え展

植物と骨董展

初夏の山野草展

夏休み自由研究教室
～親子で育てておいしい夏野菜Ｎｏ．11～

花と緑の写真展

臨時休所日のお知らせ
a 7月5日（月）
施設点検のため臨時休所します。

市民体育祭硬式テニスミックスダブルス大会

夏休みの自由研究・
工作におススメ！


