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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。

10月の休館日（館内整理日を含む）　  中央図書館…15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…4日㈪、11日㈪、18日㈪、25日㈪、29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
6・20㈬
巡回日
7・21㈭
1・15㈮
13・27㈬
14・28㈭
巡回日
8・22㈮

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

10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 

鋳物に関する本の展示・貸出（中央図書館）
hさまざまな鋳物製品で有名な川口。その中でも昔懐か
しい鋳物ストーブは北海道など寒い地方を中心に使
用され、最盛期には川口産が約８０％の国内シェアを占
めました。中央図書館では「図書館で知る川口」の第３
弾として、鋳物に関する本の展示・貸出を行います。鋳
物ストーブ関連展示と併せてお楽しみください。

a10月中旬～令和4年3月31日㈭（予定） 

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

アートさんぽ 秋の企画展／アーティスト・イン・スクール

10月24日㈰ 13:00～16:30　※荒天中止

タイトル

内容

芝園団地建築めぐり

講師 照井 啓太 氏（団地愛好家/「公団ウォーカー」主宰）
岡﨑 広樹 氏（芝園団地自治会事務局長）

てる  い　 けい た

おかざき　ひろ き

定員 15人対象 中学生以上どなたでも　※長時間の歩行に支障がないかた
申込先 2021autumn@atlia.jp参加費 500円

団地愛好家と自治会事務局長とともに団地建築・空間的な視点で、芝園団地をめぐ
ります。多国籍な住民に注目が集まる場所であることも踏まえつつ、芝園団地ならで
はの魅力を多面的に探ります。　※集合解散…蕨駅周辺

日時

件名に「イベント申込」、本文に①～⑥を入力し申込先にメールで（申し込み多数の場合は
抽選） ①希望のイベント名 ②参加者の氏名・ふりがな（全員） ③年齢（全員） ④〒・住所
（集合住宅は建物名も） ⑤電話番号（緊急時連絡がとれるもの） 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）　
締切…10月13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FAX（048-240-0525）またははがき（〒332-0033
並木元町1-76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
は郵送で結果を通知します。

ご
注
意

申
込
方
法

※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。
※問い合わせは電話・窓口で。
※参加者以外は入場できません。ご家族の同伴もご遠慮ください。

中央図書館　11月 8 日㈪～11日㈭
新郷図書館　10月12日㈫～15日㈮
横曽根図書館　10月 5 日㈫～ 8 日㈮
鳩ヶ谷図書館　11月16日㈫～19日㈮ 

だるまストーブ

h市内小・中学校にアーティストを講師として派遣し、美術・
図工の時間に特別な授業を行うアーティスト・イン・スクー
ル。今回は講師に安部典子氏（美術家）を迎え、並木小学
校6年生3クラスの児童たちが一緒に制作活動を行いま
す。全5回の図工の時間では「線で見つける」をテーマに、
講師の制作手法である線のドローイング・カッターワーク
に挑戦。児童一人ひとりがシンプルな線から生まれる自分
らしいカタチをみつけ表現することを目指します。この授
業の成果を講師作品とともに当館で展覧会として発表し
ます！

a10月30日㈯～12月5日㈰ 10:00～18:00 
※土・日曜、祝日は9:00から　
e無料

Drawing―線たちは出会う― グリーンセンター 休園日… 火曜日10月
火曜日（23日㈷を除く）、24日㈬11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老鴉柿の管理方法などの講義
講師…梅村 安男 氏（埼玉川口老鴉柿愛好会）
a11月6日㈯ 10：00～11：30
b研修所2階　d15人（先着順）
e2,500円(苗付き)
f10月21日㈭ 12：30～電話で

hレモンとミカンの年間管理などの講義
講師…長嶋 守好 氏（長嶋薔薇園）
a11月13日㈯ 10：00～12：00
b研修所2階　d15人（先着順）
e3,000円(苗付き)
f10月28日㈭ 12：30～電話で

h豊かな自然に囲まれて、日頃の緊張やストレスで
固まっている体を思いっきりほぐしましょう！

a11月14日㈰ ①10：30～ ②13：30～
（1時間15分）

b大芝生　
d各30人
e500円
f10月30日㈯ 12：00～
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）
※天候により運休する場合があります。
 

a10月2日㈯、6日㈬、9日㈯、10日㈰、13日㈬、
16日㈯、17日㈰、20日㈬、23日㈯、24日㈰、
30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。

園内…コスモス、バラ
温室…カトレア、熱帯スイレン、バナナ（実）

緑の相談所（園芸相談）

園芸教室「老鴉柿を育てよう」
ろう や がき

園芸教室「柑橘類を育てよう」

パークヨガ＠グリーンセンター

ミニ鉄道

ホームページ Twitter Instagram

園内ガイドツアー

園内開花案内

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。

グリーンセンター特設サイト
「たなボタニカル」公開中！
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。

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

h市内4館の文化財施設でスタンプカードを配布していま
す。スタンプを3つ集めて郷土資料館で提示すると、ガチ
ャガチャを回してプレゼントがもらえます。

※スタンプカードの有効期限は令和4年3月31日まで
c小・中学生
e入場料のみ
入場料
文化財センター・郷土資料館…一般100円、小・中学生50円
旧田中家住宅…一般210円、小・中学生50円
歴史自然資料館…無料

dなし　※スタンプカードが無くなり次第終了
f入館時にスタンプカードを提示
※初回はスタンプラリーに参加する旨を窓口でお申し出ください。
g郷土資料館

「4館をめぐってプレゼントをＧＥＴしよう」 スタンプラリー実施中！！

　開催中の企画展「土の中からこんにちは!!～川口
埋蔵文化財展～」で、発掘調査の流れを学べるコー
ナーを設けています。実際の発掘現場で撮影した映
像を、360度、自由に見回してその場にいるかのよう
なバーチャル体験ができます。
　そのほかにも、自宅にいながら楽しめる、歴史や文化財に関するYouTube
動画やコンテンツを多数、掲載しています。

うち★博Newコンテンツ360度動画
「発掘現場をのぞいてみよう！～試掘～」

360度動画は
コチラ！　→

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）　
f10月20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。

11月分トレーニングルーム利用者講習会

11/ 8 ㈪、12㈮ 10：00～（1回のみ）
11/22㈪、27㈯ 19：00～（1回のみ）

11/13㈯ 10：00～（1回目） 19：00～（2回目）
11/14㈰ 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～

11/2㈫、6㈯、16㈫、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

シェイプアップ＆ヨガ教室
a10月20日～12月22日の水曜日（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
f10月11日㈪～17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。

●（公財）川口市スポーツ協会　i048-254-3575
ジョギングセミナー
講師…片岡 純子 氏（第4・5回世界選手権大会1万メートル日本代表）
a11月6日㈯ 10：00～12：00（雨天中止）
b青木町公園陸上競技場
c市内在住・在勤の小学生以上のかた
d100人（先着順）　e500円（小学生は無料、保険料含む）
f10月7日㈭ 9：00～電話で
※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）

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

空手道形教室

a11月1日㈪、8日㈪、15日㈪（全3回） 19:00～20:30
b北スポーツセンタープール
cクロール、背泳ぎ、平泳ぎ全ての種目で25ｍ以上泳げる小・中学生
d20人（先着順）　e3,000円
fg10月22日㈮（必着）までに住所、氏名、年齢（学年も）、電話番号、性別を記

入の上、〒330-0052さいたま市浦和区本太3-10-16 佐藤恭子（埼玉県
水泳連盟）へ往復はがきまたはEメールで　
i090-2569-7479　msatotic.kyon＠gmail.com

※新型コロナウイルス感染症対策のため、マスク着用と自宅での検温をお願い
します。

①小学生クラス　②中学生以上一般クラス
a10月29日～11月29日の月・金曜日（全10回） 17：30～18：30
b体育武道センター柔道場
d各15人（先着順）　e2,000円 （保険料含む）
f10月16日㈯ 9：00～川口市空手道連盟事務
局へ電話または住所・氏名（未成年者は保護者
の氏名も）・年齢・電話番号・メールアドレスを記
入の上、Ｅメールで
i048-294-2601　

　mkawakuuren@jcom.zaq.ne.jp

新型コロナウイルス感染症対策のため、
１０月の園内ガイドツアーは中止します。
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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。

10月の休館日（館内整理日を含む）　  中央図書館…15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…4日㈪、11日㈪、18日㈪、25日㈪、29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
6・20㈬
巡回日
7・21㈭
1・15㈮
13・27㈬
14・28㈭
巡回日
8・22㈮

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

10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 

鋳物に関する本の展示・貸出（中央図書館）
hさまざまな鋳物製品で有名な川口。その中でも昔懐か
しい鋳物ストーブは北海道など寒い地方を中心に使
用され、最盛期には川口産が約８０％の国内シェアを占
めました。中央図書館では「図書館で知る川口」の第３
弾として、鋳物に関する本の展示・貸出を行います。鋳
物ストーブ関連展示と併せてお楽しみください。

a10月中旬～令和4年3月31日㈭（予定） 

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

アートさんぽ 秋の企画展／アーティスト・イン・スクール

10月24日㈰ 13:00～16:30　※荒天中止

タイトル

内容

芝園団地建築めぐり

講師 照井 啓太 氏（団地愛好家/「公団ウォーカー」主宰）
岡﨑 広樹 氏（芝園団地自治会事務局長）

てる  い　 けい た

おかざき　ひろ き

定員 15人対象 中学生以上どなたでも　※長時間の歩行に支障がないかた
申込先 2021autumn@atlia.jp参加費 500円

団地愛好家と自治会事務局長とともに団地建築・空間的な視点で、芝園団地をめぐ
ります。多国籍な住民に注目が集まる場所であることも踏まえつつ、芝園団地ならで
はの魅力を多面的に探ります。　※集合解散…蕨駅周辺

日時

件名に「イベント申込」、本文に①～⑥を入力し申込先にメールで（申し込み多数の場合は
抽選） ①希望のイベント名 ②参加者の氏名・ふりがな（全員） ③年齢（全員） ④〒・住所
（集合住宅は建物名も） ⑤電話番号（緊急時連絡がとれるもの） 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）　
締切…10月13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FAX（048-240-0525）またははがき（〒332-0033
並木元町1-76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
は郵送で結果を通知します。

ご
注
意

申
込
方
法

※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。
※問い合わせは電話・窓口で。
※参加者以外は入場できません。ご家族の同伴もご遠慮ください。

中央図書館　11月 8 日㈪～11日㈭
新郷図書館　10月12日㈫～15日㈮
横曽根図書館　10月 5 日㈫～ 8 日㈮
鳩ヶ谷図書館　11月16日㈫～19日㈮ 

だるまストーブ

h市内小・中学校にアーティストを講師として派遣し、美術・
図工の時間に特別な授業を行うアーティスト・イン・スクー
ル。今回は講師に安部典子氏（美術家）を迎え、並木小学
校6年生3クラスの児童たちが一緒に制作活動を行いま
す。全5回の図工の時間では「線で見つける」をテーマに、
講師の制作手法である線のドローイング・カッターワーク
に挑戦。児童一人ひとりがシンプルな線から生まれる自分
らしいカタチをみつけ表現することを目指します。この授
業の成果を講師作品とともに当館で展覧会として発表し
ます！

a10月30日㈯～12月5日㈰ 10:00～18:00 
※土・日曜、祝日は9:00から　
e無料

Drawing―線たちは出会う― グリーンセンター 休園日… 火曜日10月
火曜日（23日㈷を除く）、24日㈬11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老鴉柿の管理方法などの講義
講師…梅村 安男 氏（埼玉川口老鴉柿愛好会）
a11月6日㈯ 10：00～11：30
b研修所2階　d15人（先着順）
e2,500円(苗付き)
f10月21日㈭ 12：30～電話で

hレモンとミカンの年間管理などの講義
講師…長嶋 守好 氏（長嶋薔薇園）
a11月13日㈯ 10：00～12：00
b研修所2階　d15人（先着順）
e3,000円(苗付き)
f10月28日㈭ 12：30～電話で

h豊かな自然に囲まれて、日頃の緊張やストレスで
固まっている体を思いっきりほぐしましょう！

a11月14日㈰ ①10：30～ ②13：30～
（1時間15分）

b大芝生　
d各30人
e500円
f10月30日㈯ 12：00～
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）
※天候により運休する場合があります。
 

a10月2日㈯、6日㈬、9日㈯、10日㈰、13日㈬、
16日㈯、17日㈰、20日㈬、23日㈯、24日㈰、
30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。

園内…コスモス、バラ
温室…カトレア、熱帯スイレン、バナナ（実）

緑の相談所（園芸相談）

園芸教室「老鴉柿を育てよう」
ろう や がき

園芸教室「柑橘類を育てよう」

パークヨガ＠グリーンセンター

ミニ鉄道

ホームページ Twitter Instagram

園内ガイドツアー

園内開花案内

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。

グリーンセンター特設サイト
「たなボタニカル」公開中！
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。

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

h市内4館の文化財施設でスタンプカードを配布していま
す。スタンプを3つ集めて郷土資料館で提示すると、ガチ
ャガチャを回してプレゼントがもらえます。

※スタンプカードの有効期限は令和4年3月31日まで
c小・中学生
e入場料のみ
入場料
文化財センター・郷土資料館…一般100円、小・中学生50円
旧田中家住宅…一般210円、小・中学生50円
歴史自然資料館…無料

dなし　※スタンプカードが無くなり次第終了
f入館時にスタンプカードを提示
※初回はスタンプラリーに参加する旨を窓口でお申し出ください。
g郷土資料館

「4館をめぐってプレゼントをＧＥＴしよう」 スタンプラリー実施中！！

　開催中の企画展「土の中からこんにちは!!～川口
埋蔵文化財展～」で、発掘調査の流れを学べるコー
ナーを設けています。実際の発掘現場で撮影した映
像を、360度、自由に見回してその場にいるかのよう
なバーチャル体験ができます。
　そのほかにも、自宅にいながら楽しめる、歴史や文化財に関するYouTube
動画やコンテンツを多数、掲載しています。

うち★博Newコンテンツ360度動画
「発掘現場をのぞいてみよう！～試掘～」

360度動画は
コチラ！　→

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）　
f10月20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。

11月分トレーニングルーム利用者講習会

11/ 8 ㈪、12㈮ 10：00～（1回のみ）
11/22㈪、27㈯ 19：00～（1回のみ）

11/13㈯ 10：00～（1回目） 19：00～（2回目）
11/14㈰ 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～

11/2㈫、6㈯、16㈫、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

シェイプアップ＆ヨガ教室
a10月20日～12月22日の水曜日（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
f10月11日㈪～17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。

●（公財）川口市スポーツ協会　i048-254-3575
ジョギングセミナー
講師…片岡 純子 氏（第4・5回世界選手権大会1万メートル日本代表）
a11月6日㈯ 10：00～12：00（雨天中止）
b青木町公園陸上競技場
c市内在住・在勤の小学生以上のかた
d100人（先着順）　e500円（小学生は無料、保険料含む）
f10月7日㈭ 9：00～電話で
※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）

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

空手道形教室

a11月1日㈪、8日㈪、15日㈪（全3回） 19:00～20:30
b北スポーツセンタープール
cクロール、背泳ぎ、平泳ぎ全ての種目で25ｍ以上泳げる小・中学生
d20人（先着順）　e3,000円
fg10月22日㈮（必着）までに住所、氏名、年齢（学年も）、電話番号、性別を記

入の上、〒330-0052さいたま市浦和区本太3-10-16 佐藤恭子（埼玉県
水泳連盟）へ往復はがきまたはEメールで　
i090-2569-7479　msatotic.kyon＠gmail.com

※新型コロナウイルス感染症対策のため、マスク着用と自宅での検温をお願い
します。

①小学生クラス　②中学生以上一般クラス
a10月29日～11月29日の月・金曜日（全10回） 17：30～18：30
b体育武道センター柔道場
d各15人（先着順）　e2,000円 （保険料含む）
f10月16日㈯ 9：00～川口市空手道連盟事務
局へ電話または住所・氏名（未成年者は保護者
の氏名も）・年齢・電話番号・メールアドレスを記
入の上、Ｅメールで
i048-294-2601　

　mkawakuuren@jcom.zaq.ne.jp

新型コロナウイルス感染症対策のため、
１０月の園内ガイドツアーは中止します。


