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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。

9月の休館日（館内整理日を含む）　  中央図書館…17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…6日㈪、13日㈪、21日㈫、27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

巡回日
1・15㈬
巡回日
2・16㈭
3・17㈮
8・22㈬
9㈭
巡回日
10・24㈮

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
武道センター
芝樋ノ爪小学校
元郷第４公園

9月移動図書館あおぞら号 巡回　※雨天中止 図書特別整理期間(休館)のお知らせ 
新郷図書館　　10月12日㈫～15日㈮
横曽根図書館　10月 5 日㈫～ 8 日㈮
戸塚図書館　　 ９月14日㈫～17日㈮

中央図書館には外国語資料コーナーがあります
中央図書館の６階には外国語資料コーナーがあ
り、英語、中国語、韓国語を中心に、小説や実用書、
日本語学習書など、約6,600冊を所蔵しています。
本市は日本人と外国人が多様な価値観を認め合
いながら、共に暮らす多文化共生社会の実現をめ
ざしています。図書館でも今後取り扱う言語の種
類を増やすなど、さらなる充実を図っていきます。ど
うぞご利用ください。

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、歴史や文
化財に関するＹｏｕＴｕｂｅ
動画やたくさんのコンテン
ツが楽しめます。

h貴重な歴史資料である古文書を知ることができる体験学習。古文書調査
員が講師となり、江戸時代に墨で書かれた文字を読み解き、その内容を
解釈する初歩的な内容です。

a9月18日㈯～20日㈷の3日間 13：00～14：30
b文化財センター　c全3回の講座に参加できる未受講者
d14人（先着順）　e無料
fg9月6日㈪～13日㈪ 9：00～16：00に文化財センターへ電話で
※駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

古文書初級講座「古文書ってなに？」

うち★博 検索

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
b並木元町1-76
i048-253-0222　https://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 

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
活動の場としてご利用いただけます。

貸しギャラリー
Catウールアート「秋宵一刻」＆Totora写真展
hワールドアートドバイ＆ルーヴル美術館出展記念、熊木早苗のCatウールアー
ト（羊毛フェルト）と幸せの黄色い猫「ととら」写真展

a10月5日㈫～10日㈰ 10：00～17：00 初日13:00から、最終日16:00まで
b展示室A　e無料
ラッキーワイド 造形の世界 2021
hラッキーワイドの社員達が生み出した造形作品や、現在の社会に向けて発信
し続ける芸術の世界をぜひご覧ください。

a10月5日㈫～10日㈰ 初日12:00、最終日16:00まで
bスタジオ　e無料

■令和3年度（第29回）水道ポスターコンクール展示会
h川口市上下水道局では、毎年市内の小学4年生を対象に「水道ポスターコンクール」を実施しています。令和2年度は新型コロナウイル
ス感染拡大を受けコンクールを中止としたことから、今年度は小学4年生、5年生を対象に作品を募集したところ、合計2,625点の応募
がありました。本展示会では84点の優秀作品を展示します。

a9月7日㈫～20日㈷ 　e無料　主催：川口市上下水道局　g上下水道総務課　i048-258-4132

展覧会

※展示内容などを申込時にご提示ください。詳細はお問い合わせください。

令和4年9月21日㈬～25日㈰ 5日間
令和4年9月27日㈫～10月2日㈰ 6日間  
令和4年10月4日㈫～10日㈷ 7日間  
令和4年10月12日㈬～16日㈰ 5日間 

9月1日㈬～
30日㈭ 10月3日㈰

受付期間 公開抽選日
（申し込み多数の場合）

期間
展示室A・B スタジオ

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）　
f9月15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。

10月分トレーニングルーム利用者講習会

10/ 8 ㈮、11㈪ 10：00～（1回のみ）
10/23㈯、25㈪ 19：00～（1回のみ）

10/ 9 ㈯ 10：00～（1回目） 19：00～（2回目）
10/10㈰ 10：00～（1回目） 14：00～（2回目）

日曜日 14：00～（1回のみ）
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～

10/2㈯、5㈫、16㈯、19㈫
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

ピラティス教室
a9月24日～11月26日の金曜日（全10回） 13：00～15：00
c市内在住・在勤の18歳以上のかた　d10人（先着順）
e3，000円　※毎回別途ロッカー代50円
f9月13日㈪～19日㈰ 9：00～17：00に電話で

●東スポーツセンター　i048-222-4990

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。

{
{

東スポーツセンター屋内プールは、天井などの改修工事のため令和4年3月頃まで休止します。

女性テニス教室　①初級　②中級
a10月5日～20日の火・水曜日（全6回） 11：00～13：00
※予備日…10月26日㈫、27日㈬、11月2日㈫
b青木町公園テニスコート
c市内在住・在勤の１８歳以上の女性　d各10人　e3,000円
f9月7日㈫～9日㈭ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、9月10日㈮ 10：00～公開抽選
※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）
テニス教室　①初級　②中級
a10月5日～20日の火・水曜日（全6回） 19：00～21：00
※予備日…10月26日㈫、27日㈬、11月2日㈫
b青木町公園テニスコート
c市内在住・在勤の１８歳以上のかた　d各10人　e3,000円
f9月14日㈫～16日㈭ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、9月17日㈮ 10：00～公開抽選
※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）

●公益財団法人 川口市スポーツ協会　i048-254-3575

●体育武道センター　i048-251-9227

ピラティス教室
a9月29日～12月8日の水曜日（全10回） 14：00～16：00（11月3日を除く）
b安行東公民館 日本間　c市内在住・在勤の18歳以上のかた
d15人　e3,000円　f9月1日㈬ 10：00～10日㈮ 19：00に電話で
※申し込み多数の場合、9月11日㈯ 10：00～公開抽選 ※当選者のみ電話連絡
ヨガ教室
a9月30日～12月2日の木曜日（全10回） 10：00～12：00 
b安行東公民館 日本間　c市内在住・在勤の18歳以上のかた
d15人　e3,000円　f9月1日㈬ 10：00～10日㈮ 19：00に電話で
※申し込み多数の場合、9月11日㈯ 10：00～公開抽選 ※当選者のみ電話連絡

●安行スポーツセンター　i048-296-1200

少年少女少林寺拳法教室 
a9月30日～11月25日の木曜日（全8回) 18：40～19：40（11月11日を除く）
b剣道場　c市内在住の小学生
d15人（先着順）　e800円 （保険料含む）
f9月6日㈪～15日㈬ 9：00～17：00に電話で
少年少女柔道教室 
a10月5日～11月30日の火曜日（全8回) 17：30～18：30（11月23日を除く）
b柔道場　c市内在住の小学生
d20人（先着順）　e800円 （保険料含む）
f9月6日㈪～15日㈬ 9：00～17：00に電話で
女性バドミントン教室 
a10月18日～12月13日の月曜日（全8回） 
　11：00～13：00（11月22日を除く）
b体育館　
c市内在住・在勤の女性
d20人（先着順）　
e3,000円 （保険料含む）
f9月6日㈪ ～15日㈬ 9：00～17：00に電話で

初級者卓球教室
a10月5日～11月16日の火曜日（全7回） 13：00～15：00
c市内在住・在勤の１８歳以上のかた　d15人（先着順）　e2,100円
f9月6日㈪ 10：00～参加費を持参の上、窓口で

●鳩ヶ谷スポーツセンター　i048-283-1381

グリーンセンター 休園日… 火曜日9・10月

b新井宿700　i048-281-2319
http://greencenter.1110city.com/　

開園時間…9：00～17：00（入園は16：00まで） 

h「走ること、運動すること」を明るく楽しくレッス
ン！！

講師…おねだり豊 氏（アスリートタレント）
a9月25日㈯、26日㈰
①9：30 ②11：00 ③13：00 ④14：30（1時間程度）
b大芝生　c4歳～小学生
d各25人（先着順）　
e1，000円
f9月13日㈪ 12：00～市ホームペー
　ジで

hおしゃれにペイントした鉢に、花を寄せ植えしま
す。自分好みにペイントして、オリジナルの鉢を作
ろう！

講師…矢作 和美 氏（グリーンアドバイザー）　
a10月2日㈯ ①10：00 ②11：15
b花壇広場 大パーゴラ
c幼児～小学生と保護者
d各10組（先着順）　

e1，000円
f9月18日㈯ 10：00～市ホームページで

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）
※天候などにより運休する場合があります。

a9月4日㈯、11日㈯、12日㈰、15日㈬、19日㈰、
22日㈬、25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。

新型コロナウイルス感染症対策のため、9月の園内
ガイドツアーは中止します。

園内…パンパスグラス、ヒガンバナ、サルスベリ
温室…熱帯スイレン、カトレア

緑の相談所（園芸相談）

世界一おもしろいかけっこ教室

親子園芸教室「鉢もペイント！秋から
春まで楽しめる花の寄せ植え作り」

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

園内ガイドツアー

園内開花案内

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。

現在、園内の一部エリアにて改修工事を行っています。
詳しくは、公式ホームページをご確認ください。

　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
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新郷図書館　　10月12日㈫～15日㈮
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中央図書館には外国語資料コーナーがあります
中央図書館の６階には外国語資料コーナーがあ
り、英語、中国語、韓国語を中心に、小説や実用書、
日本語学習書など、約6,600冊を所蔵しています。
本市は日本人と外国人が多様な価値観を認め合
いながら、共に暮らす多文化共生社会の実現をめ
ざしています。図書館でも今後取り扱う言語の種
類を増やすなど、さらなる充実を図っていきます。ど
うぞご利用ください。

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、歴史や文
化財に関するＹｏｕＴｕｂｅ
動画やたくさんのコンテン
ツが楽しめます。

h貴重な歴史資料である古文書を知ることができる体験学習。古文書調査
員が講師となり、江戸時代に墨で書かれた文字を読み解き、その内容を
解釈する初歩的な内容です。

a9月18日㈯～20日㈷の3日間 13：00～14：30
b文化財センター　c全3回の講座に参加できる未受講者
d14人（先着順）　e無料
fg9月6日㈪～13日㈪ 9：00～16：00に文化財センターへ電話で
※駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

古文書初級講座「古文書ってなに？」

うち★博 検索

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
b並木元町1-76
i048-253-0222　https://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 

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
活動の場としてご利用いただけます。

貸しギャラリー
Catウールアート「秋宵一刻」＆Totora写真展
hワールドアートドバイ＆ルーヴル美術館出展記念、熊木早苗のCatウールアー
ト（羊毛フェルト）と幸せの黄色い猫「ととら」写真展

a10月5日㈫～10日㈰ 10：00～17：00 初日13:00から、最終日16:00まで
b展示室A　e無料
ラッキーワイド 造形の世界 2021
hラッキーワイドの社員達が生み出した造形作品や、現在の社会に向けて発信
し続ける芸術の世界をぜひご覧ください。

a10月5日㈫～10日㈰ 初日12:00、最終日16:00まで
bスタジオ　e無料

■令和3年度（第29回）水道ポスターコンクール展示会
h川口市上下水道局では、毎年市内の小学4年生を対象に「水道ポスターコンクール」を実施しています。令和2年度は新型コロナウイル
ス感染拡大を受けコンクールを中止としたことから、今年度は小学4年生、5年生を対象に作品を募集したところ、合計2,625点の応募
がありました。本展示会では84点の優秀作品を展示します。

a9月7日㈫～20日㈷ 　e無料　主催：川口市上下水道局　g上下水道総務課　i048-258-4132

展覧会

※展示内容などを申込時にご提示ください。詳細はお問い合わせください。

令和4年9月21日㈬～25日㈰ 5日間
令和4年9月27日㈫～10月2日㈰ 6日間  
令和4年10月4日㈫～10日㈷ 7日間  
令和4年10月12日㈬～16日㈰ 5日間 

9月1日㈬～
30日㈭ 10月3日㈰

受付期間 公開抽選日
（申し込み多数の場合）

期間
展示室A・B スタジオ

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）　
f9月15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。

10月分トレーニングルーム利用者講習会

10/ 8 ㈮、11㈪ 10：00～（1回のみ）
10/23㈯、25㈪ 19：00～（1回のみ）

10/ 9 ㈯ 10：00～（1回目） 19：00～（2回目）
10/10㈰ 10：00～（1回目） 14：00～（2回目）

日曜日 14：00～（1回のみ）
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～

10/2㈯、5㈫、16㈯、19㈫
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

ピラティス教室
a9月24日～11月26日の金曜日（全10回） 13：00～15：00
c市内在住・在勤の18歳以上のかた　d10人（先着順）
e3，000円　※毎回別途ロッカー代50円
f9月13日㈪～19日㈰ 9：00～17：00に電話で

●東スポーツセンター　i048-222-4990

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。

{
{

東スポーツセンター屋内プールは、天井などの改修工事のため令和4年3月頃まで休止します。

女性テニス教室　①初級　②中級
a10月5日～20日の火・水曜日（全6回） 11：00～13：00
※予備日…10月26日㈫、27日㈬、11月2日㈫
b青木町公園テニスコート
c市内在住・在勤の１８歳以上の女性　d各10人　e3,000円
f9月7日㈫～9日㈭ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、9月10日㈮ 10：00～公開抽選
※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）
テニス教室　①初級　②中級
a10月5日～20日の火・水曜日（全6回） 19：00～21：00
※予備日…10月26日㈫、27日㈬、11月2日㈫
b青木町公園テニスコート
c市内在住・在勤の１８歳以上のかた　d各10人　e3,000円
f9月14日㈫～16日㈭ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合、9月17日㈮ 10：00～公開抽選
※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）

●公益財団法人 川口市スポーツ協会　i048-254-3575

●体育武道センター　i048-251-9227

ピラティス教室
a9月29日～12月8日の水曜日（全10回） 14：00～16：00（11月3日を除く）
b安行東公民館 日本間　c市内在住・在勤の18歳以上のかた
d15人　e3,000円　f9月1日㈬ 10：00～10日㈮ 19：00に電話で
※申し込み多数の場合、9月11日㈯ 10：00～公開抽選 ※当選者のみ電話連絡
ヨガ教室
a9月30日～12月2日の木曜日（全10回） 10：00～12：00 
b安行東公民館 日本間　c市内在住・在勤の18歳以上のかた
d15人　e3,000円　f9月1日㈬ 10：00～10日㈮ 19：00に電話で
※申し込み多数の場合、9月11日㈯ 10：00～公開抽選 ※当選者のみ電話連絡

●安行スポーツセンター　i048-296-1200

少年少女少林寺拳法教室 
a9月30日～11月25日の木曜日（全8回) 18：40～19：40（11月11日を除く）
b剣道場　c市内在住の小学生
d15人（先着順）　e800円 （保険料含む）
f9月6日㈪～15日㈬ 9：00～17：00に電話で
少年少女柔道教室 
a10月5日～11月30日の火曜日（全8回) 17：30～18：30（11月23日を除く）
b柔道場　c市内在住の小学生
d20人（先着順）　e800円 （保険料含む）
f9月6日㈪～15日㈬ 9：00～17：00に電話で
女性バドミントン教室 
a10月18日～12月13日の月曜日（全8回） 
　11：00～13：00（11月22日を除く）
b体育館　
c市内在住・在勤の女性
d20人（先着順）　
e3,000円 （保険料含む）
f9月6日㈪ ～15日㈬ 9：00～17：00に電話で

初級者卓球教室
a10月5日～11月16日の火曜日（全7回） 13：00～15：00
c市内在住・在勤の１８歳以上のかた　d15人（先着順）　e2,100円
f9月6日㈪ 10：00～参加費を持参の上、窓口で

●鳩ヶ谷スポーツセンター　i048-283-1381

グリーンセンター 休園日… 火曜日9・10月

b新井宿700　i048-281-2319
http://greencenter.1110city.com/　

開園時間…9：00～17：00（入園は16：00まで） 

h「走ること、運動すること」を明るく楽しくレッス
ン！！

講師…おねだり豊 氏（アスリートタレント）
a9月25日㈯、26日㈰
①9：30 ②11：00 ③13：00 ④14：30（1時間程度）
b大芝生　c4歳～小学生
d各25人（先着順）　
e1，000円
f9月13日㈪ 12：00～市ホームペー
　ジで

hおしゃれにペイントした鉢に、花を寄せ植えしま
す。自分好みにペイントして、オリジナルの鉢を作
ろう！

講師…矢作 和美 氏（グリーンアドバイザー）　
a10月2日㈯ ①10：00 ②11：15
b花壇広場 大パーゴラ
c幼児～小学生と保護者
d各10組（先着順）　

e1，000円
f9月18日㈯ 10：00～市ホームページで

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）
※天候などにより運休する場合があります。

a9月4日㈯、11日㈯、12日㈰、15日㈬、19日㈰、
22日㈬、25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。

新型コロナウイルス感染症対策のため、9月の園内
ガイドツアーは中止します。

園内…パンパスグラス、ヒガンバナ、サルスベリ
温室…熱帯スイレン、カトレア

緑の相談所（園芸相談）

世界一おもしろいかけっこ教室

親子園芸教室「鉢もペイント！秋から
春まで楽しめる花の寄せ植え作り」

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

園内ガイドツアー

園内開花案内

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。

現在、園内の一部エリアにて改修工事を行っています。
詳しくは、公式ホームページをご確認ください。

　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


