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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。

［A］12月18日㈯ 14:00～16:00　　［B］12月19日㈰ 14:00～16:00 
すぎはら けいたろう 氏（絵本作家）　　　　　　年中・年長と保護者の2人組
各5組　　　　　　1組1,000円 xmas2021winter@atlia.jp

対　象
申込先参加費

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

ワークショップ 秋の企画展／アーティスト・イン・スクール
タイトル

内　容

「サンタさん、ここだよ！」　絵本作家とお家をつくろう
絵本作家と一緒に身近にある素材を切って、塗って、貼って、一工夫加えながら、自分
たちだけのお家を作ります。完成した作品はワークショップ終了後にみんなで並べて
街のように展示します。展示期間…12月22日㈬～26日㈰

日　時
講　師
定　員

件名に「イベント申込」、本文に①～⑦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希望日時（A・Bいずれか） ③参加者の氏名・ふりがな（全員） ④
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）　申込先・締切…12月1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。

a12月5日㈰まで 10:00～18:00
※土・日曜、祝日は9:00～　e無料

Drawing―線たちは出会う―
安部典子(美術家)×川口市立並木小学校6年生96人

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。

※展示内容など申し込み時にご提示ください。詳細はお問い
合わせください。

貸しギャラリー

貸出期間

展示室Ａ・Ｂ
令和4年11月15日㈫～
20日㈰の6日間
令和4年11月22日㈫～
27日㈰の6日間
令和4年11月29日㈫～
12月4日㈰の6日間

11月2日㈫
～30日㈫

12月5日㈰

スタジオ
受付期間

公開抽選日
（申し込み
多数の場合）

h■歴史自然資料館「江戸表具展」
伝統工芸品である「江戸表具」の塗料・染料として欠かせない「柿渋」。この柿渋は、赤山地域
の特産品であり、「赤山渋」のブランドとして江戸や各地へ出荷されていました。
本展では、「江戸表具」とそれを支えた川口の伝統産業の歴史を紹介します。

　■旧田中家住宅「伝統工芸作品展」
江戸時代から現在まで続いている伝統工芸品として、着物や漆、根付、江戸彫刻、江戸表具な
どを国指定重要文化財である旧田中家住宅内に展示します。

a11月23日㈷まで 9:30～16:30
bg歴史自然資料館　e無料　　旧田中家住宅　e一般210円、小・中学生50円
※旧田中家住宅では、11月中に池の工事を予定しているため、庭や茶室に入れない場合があります。

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）　
f11月17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。

12月分トレーニングルーム利用者講習会

12/10㈮、13㈪ 10：00～（1回のみ）
12/25㈯、27㈪ 19：00～（1回のみ）

12/11㈯ 10：00～（1回目） 19：00～（2回目）
12/12㈰ 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） ※12/29㈬は除く

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～※12/30㈭は除く
19：00～、20：00～
14:00～
18：00～、19：00～

12/4㈯、7㈫、18㈯、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

熟年者健康運動教室
a11月15日～12月13日の月曜日（全5回）15：00～17：00
c市内在住・在勤の60歳以上のかた　
d10人
e1,500円
f11月5日㈮ 9：00～7日㈰ 17：00に電話で
※申し込み多数の場合、11月8日㈪ 10:00～公開抽選
※当選者のみ電話連絡

●西スポーツセンター　i048-251-6377

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。

●青木町公園総合運動場　i048-251-6893
テニス教室
a11月26日～12月14日の火・金曜日（全6回） 11:00～13:00
※予備日　12月17日㈮、21日㈫、24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
d24人
e3,000円（保険料含む）
f11月8日㈪～11日㈭ 9:00～17:00に電話で
※申し込み多数の場合、11月12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）

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資料の消毒作業を行うため、臨時休館します。
a11月20日㈯、21日㈰
※22日㈪は通常通り休館し、23日㈷は開館します。
bg郷土資料館

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。

収蔵資料のくん蒸消毒に伴う臨時休館 歴史自然資料館×旧田中家住宅×伝統工芸 コラボ企画展、開催中！

11月の休館日（館内整理日を含む）　  中央図書館…19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…1日㈪、8日㈪、15日㈪、22日㈪、29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
17㈬
巡回日
4・18㈭
5・19㈮
10・24㈬
11・25㈭
巡回日
12・26㈮

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

11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 

子ども向け開催行事（各館）
●おはなし会       
世界の昔話や童話、詩、科学絵本など、さまざまなおはなしを子どもたちに提供
するストーリーテリング（おはなしを覚えて語ること）や絵本の読み聞かせを行っ
ています。幼児の部と小学生の部を設け、それぞれの年齢に適したおはなしを選
びます。※夏休みやクリスマスには特別なおはなし会を開催
c幼児～小学生
●わらべうたの会       
わらべうたや乳幼児向け絵本の読み聞かせを行っています。体を使ったうたや、
季節を感じられるうたなどを親子が一緒に楽しめます。
※わらべうた…古くから伝承されてきた子守うたや手遊びうた

中央図書館　11月 8 日㈪～11日㈭　
鳩ヶ谷図書館　11月16日㈫～19日㈮ 

グリーンセンター 休園日… 火曜日（23日㈷を除く）、24日㈬11月
火曜日、25日㈯～31日㈮12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） 

川口の日　a11月10日㈬
※ページ下部の無料券で1家族が無料で同時入園
できます。当日のみ有効（1回限り）
埼玉県民の日　a11月14日㈰
※埼玉県民は無料入園できます。

施設の老朽化に伴い、廃止することとなりました。廃
止後は、川口市立グリーンセンター活性化基本計画
に基づき、第４駐車場への整備を予定しています。
長年のご愛顧、誠にありがとうございました。

新型コロナウイルス感染症対策やグリーンセンター
再整備事業の進捗状況を鑑み、今年度の開催を中
止します。

h盆栽、盆養、切花、ダルマ、福助、懸崖(けんがい)、
大作り、競技花など約400点の展示

協力…川口好菊会
a11月23日㈷まで
b花壇広場 大パーゴラ

h旬の野菜や果物の調理方法の講義と実演
講師…浅利 素子 氏（フードコーディネーター）
a11月20日㈯ 10:00～11:30
b研修所2階　d15人（先着順）　e500円
f11月4日㈭ 12:30～電話で

h根が付いている生の植物を使ったリースづくり
講師…上田 奈美 氏（日本ハンギングバスケット協会）

a11月27日㈯ 10:00～12:00
b研修所2階　d15人（先着順）
e3,500 円
f11月11日㈭ 12:30～電話で

h親子で楽しく、クリスマスから正月まで飾れるス
ワッグをつくろう！

講師…照井 昌子 氏（グリーンアドバイザー園芸ソム
リエ）
a12月4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）　e2,000円
f11月20日㈯ 10:00～
市ホームページで

h新春に楽しめる盆栽の寄せ植えづくりとその管
理方法の講義

講師…矢島 正 氏（清芳園）
a12月18日㈯ 10:00～12:00
b研修所2階　d15人（先着順）
e3,500円
f11月25日㈭ 12:30～電話で

h大小ジオラマと鉄道模型（N・HOゲージなど）の
走行、日本全国の鉄道写真展示

a12月4日㈯、5日㈰ 10:00～16:00
b大集会堂

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。

a11月3日㈷、6日㈯、7日㈰、10日㈬、13日㈯、
14日㈰、17日㈬、20日㈯、21日㈰、23日㈷、
27日㈯、28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。

a11月14日㈰、28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…アメリカンブッシュセージ、シュウメイギク
温室…カトレア、フウリンブッソウゲ
紅葉…ハナミズキ、カエデ類

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！
①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」
②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」
③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
※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）無料開園

流水プール場の廃止

冬季アイススケート場の開催中止

第67回菊花展

園芸教室「野菜や果物の使い方」

ミニ鉄道

鉄道模型展

園芸教室「根付き植物で作るクリスマスリース」

親子園芸教室「スワッグをつくろう」

園芸教室「新春の盆栽をつくろう」

ホームページ Twitter Instagram

園内開花案内

園内ガイドツアー

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！

感染症対策のため、中止する場合があります。
開催状況は各館へお問い合わせください。

キ
リ
ト
リ

※この券１枚で、１家族が
無料で同時入園できます。
令和3年11月10日㈬のみ
有効（1回限り）

無料入園券
川口市立
グリーンセンター

川口の日
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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。

［A］12月18日㈯ 14:00～16:00　　［B］12月19日㈰ 14:00～16:00 
すぎはら けいたろう 氏（絵本作家）　　　　　　年中・年長と保護者の2人組
各5組　　　　　　1組1,000円 xmas2021winter@atlia.jp

対　象
申込先参加費

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

ワークショップ 秋の企画展／アーティスト・イン・スクール
タイトル

内　容

「サンタさん、ここだよ！」　絵本作家とお家をつくろう
絵本作家と一緒に身近にある素材を切って、塗って、貼って、一工夫加えながら、自分
たちだけのお家を作ります。完成した作品はワークショップ終了後にみんなで並べて
街のように展示します。展示期間…12月22日㈬～26日㈰

日　時
講　師
定　員

件名に「イベント申込」、本文に①～⑦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希望日時（A・Bいずれか） ③参加者の氏名・ふりがな（全員） ④
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）　申込先・締切…12月1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。

a12月5日㈰まで 10:00～18:00
※土・日曜、祝日は9:00～　e無料

Drawing―線たちは出会う―
安部典子(美術家)×川口市立並木小学校6年生96人

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。

※展示内容など申し込み時にご提示ください。詳細はお問い
合わせください。

貸しギャラリー

貸出期間

展示室Ａ・Ｂ
令和4年11月15日㈫～
20日㈰の6日間
令和4年11月22日㈫～
27日㈰の6日間
令和4年11月29日㈫～
12月4日㈰の6日間

11月2日㈫
～30日㈫

12月5日㈰

スタジオ
受付期間

公開抽選日
（申し込み
多数の場合）

h■歴史自然資料館「江戸表具展」
伝統工芸品である「江戸表具」の塗料・染料として欠かせない「柿渋」。この柿渋は、赤山地域
の特産品であり、「赤山渋」のブランドとして江戸や各地へ出荷されていました。
本展では、「江戸表具」とそれを支えた川口の伝統産業の歴史を紹介します。

　■旧田中家住宅「伝統工芸作品展」
江戸時代から現在まで続いている伝統工芸品として、着物や漆、根付、江戸彫刻、江戸表具な
どを国指定重要文化財である旧田中家住宅内に展示します。

a11月23日㈷まで 9:30～16:30
bg歴史自然資料館　e無料　　旧田中家住宅　e一般210円、小・中学生50円
※旧田中家住宅では、11月中に池の工事を予定しているため、庭や茶室に入れない場合があります。

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）　
f11月17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。

12月分トレーニングルーム利用者講習会

12/10㈮、13㈪ 10：00～（1回のみ）
12/25㈯、27㈪ 19：00～（1回のみ）

12/11㈯ 10：00～（1回目） 19：00～（2回目）
12/12㈰ 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） ※12/29㈬は除く

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～※12/30㈭は除く
19：00～、20：00～
14:00～
18：00～、19：00～

12/4㈯、7㈫、18㈯、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

熟年者健康運動教室
a11月15日～12月13日の月曜日（全5回）15：00～17：00
c市内在住・在勤の60歳以上のかた　
d10人
e1,500円
f11月5日㈮ 9：00～7日㈰ 17：00に電話で
※申し込み多数の場合、11月8日㈪ 10:00～公開抽選
※当選者のみ電話連絡

●西スポーツセンター　i048-251-6377

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。

●青木町公園総合運動場　i048-251-6893
テニス教室
a11月26日～12月14日の火・金曜日（全6回） 11:00～13:00
※予備日　12月17日㈮、21日㈫、24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
d24人
e3,000円（保険料含む）
f11月8日㈪～11日㈭ 9:00～17:00に電話で
※申し込み多数の場合、11月12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）

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資料の消毒作業を行うため、臨時休館します。
a11月20日㈯、21日㈰
※22日㈪は通常通り休館し、23日㈷は開館します。
bg郷土資料館

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。

収蔵資料のくん蒸消毒に伴う臨時休館 歴史自然資料館×旧田中家住宅×伝統工芸 コラボ企画展、開催中！

11月の休館日（館内整理日を含む）　  中央図書館…19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…1日㈪、8日㈪、15日㈪、22日㈪、29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
17㈬
巡回日
4・18㈭
5・19㈮
10・24㈬
11・25㈭
巡回日
12・26㈮

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

11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 

子ども向け開催行事（各館）
●おはなし会       
世界の昔話や童話、詩、科学絵本など、さまざまなおはなしを子どもたちに提供
するストーリーテリング（おはなしを覚えて語ること）や絵本の読み聞かせを行っ
ています。幼児の部と小学生の部を設け、それぞれの年齢に適したおはなしを選
びます。※夏休みやクリスマスには特別なおはなし会を開催
c幼児～小学生
●わらべうたの会       
わらべうたや乳幼児向け絵本の読み聞かせを行っています。体を使ったうたや、
季節を感じられるうたなどを親子が一緒に楽しめます。
※わらべうた…古くから伝承されてきた子守うたや手遊びうた

中央図書館　11月 8 日㈪～11日㈭　
鳩ヶ谷図書館　11月16日㈫～19日㈮ 

グリーンセンター 休園日… 火曜日（23日㈷を除く）、24日㈬11月
火曜日、25日㈯～31日㈮12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） 

川口の日　a11月10日㈬
※ページ下部の無料券で1家族が無料で同時入園
できます。当日のみ有効（1回限り）
埼玉県民の日　a11月14日㈰
※埼玉県民は無料入園できます。

施設の老朽化に伴い、廃止することとなりました。廃
止後は、川口市立グリーンセンター活性化基本計画
に基づき、第４駐車場への整備を予定しています。
長年のご愛顧、誠にありがとうございました。

新型コロナウイルス感染症対策やグリーンセンター
再整備事業の進捗状況を鑑み、今年度の開催を中
止します。

h盆栽、盆養、切花、ダルマ、福助、懸崖(けんがい)、
大作り、競技花など約400点の展示

協力…川口好菊会
a11月23日㈷まで
b花壇広場 大パーゴラ

h旬の野菜や果物の調理方法の講義と実演
講師…浅利 素子 氏（フードコーディネーター）
a11月20日㈯ 10:00～11:30
b研修所2階　d15人（先着順）　e500円
f11月4日㈭ 12:30～電話で

h根が付いている生の植物を使ったリースづくり
講師…上田 奈美 氏（日本ハンギングバスケット協会）

a11月27日㈯ 10:00～12:00
b研修所2階　d15人（先着順）
e3,500 円
f11月11日㈭ 12:30～電話で

h親子で楽しく、クリスマスから正月まで飾れるス
ワッグをつくろう！

講師…照井 昌子 氏（グリーンアドバイザー園芸ソム
リエ）
a12月4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）　e2,000円
f11月20日㈯ 10:00～
市ホームページで

h新春に楽しめる盆栽の寄せ植えづくりとその管
理方法の講義

講師…矢島 正 氏（清芳園）
a12月18日㈯ 10:00～12:00
b研修所2階　d15人（先着順）
e3,500円
f11月25日㈭ 12:30～電話で

h大小ジオラマと鉄道模型（N・HOゲージなど）の
走行、日本全国の鉄道写真展示

a12月4日㈯、5日㈰ 10:00～16:00
b大集会堂

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。

a11月3日㈷、6日㈯、7日㈰、10日㈬、13日㈯、
14日㈰、17日㈬、20日㈯、21日㈰、23日㈷、
27日㈯、28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。

a11月14日㈰、28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…アメリカンブッシュセージ、シュウメイギク
温室…カトレア、フウリンブッソウゲ
紅葉…ハナミズキ、カエデ類

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！
①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」
②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」
③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
※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）無料開園

流水プール場の廃止

冬季アイススケート場の開催中止

第67回菊花展

園芸教室「野菜や果物の使い方」

ミニ鉄道

鉄道模型展

園芸教室「根付き植物で作るクリスマスリース」

親子園芸教室「スワッグをつくろう」

園芸教室「新春の盆栽をつくろう」

ホームページ Twitter Instagram

園内開花案内

園内ガイドツアー

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！

感染症対策のため、中止する場合があります。
開催状況は各館へお問い合わせください。

キ
リ
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リ

※この券１枚で、１家族が
無料で同時入園できます。
令和3年11月10日㈬のみ
有効（1回限り）

無料入園券
川口市立
グリーンセンター

川口の日


