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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

施設の情報 施設の情報
新型コロナウイルス感染症対策のため、臨時休館・ 休園や、イベントを中止・延期・変更する場合があります。
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4日㈰まで、床の修繕のため臨時休館しています。
休館中は一般のかたの入館はできません。ご用のかたは事前に電話
で連絡の上、道路側事務所入口からお声掛けください。
gアトリア i048-253-0222　g文化推進室 i048-258-1116

施設整備に伴う長期臨時休館のお知らせ

ホームページ

アートギャラリー・アトリア
http://www.atlia.jp/

第1回　マンホール鑑賞
h身の回りのあらゆるモノゴトをあるがままに観察し面白さを見出す「路上観
察」。9月10日下水道の日にちなみ川口とつながり深いマンホールについて
学びます。マンホール蓋の歴史や楽しみ方を路上観察の視点から深掘りしま
す。

講師…白浜 公平 氏（マンホール蓋鑑賞家）
a9月10日㈯ 14：00～16：00　c中学生以上
d30人（先着順）　e300円

第2回　歴史から未来
h路上観察の歴史をたどる座談会形式のトークイベントです。関連分野に精通
する4人の専門家の視点を集め、多角的に路上観察の過去・現在・未来を捉え
ます。
講師…白浜 公平 氏、石井 公二 氏（片手袋研究家）、

三土 たつお 氏（「街角図鑑」著者）、村上 善一 氏（送水口博物館館長）
a9月17日㈯ 13：30～16：30　c中学生以上
d30人（先着順）　e300円

やさしい鑑賞講座 ｢路上観察」超入門

8月10日㈬～受付開始、火～日曜日10：00～17：00に電話で参加希望者の氏名、年齢、電話番号（緊急時に連絡がとれるもの）を伝えてください。
※当日受付での検温にご協力をお願いします。※体調がすぐれない場合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

b並木元町1-76　i048-253-0222

中央図書館…8月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…
8月1日㈪、8日㈪、15日㈪、22日㈪、29日㈪、31日㈬

休館日(館内整理日を含む)

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。図書館

https://www.kawaguchi-lib.jp/

Twitter YouTubeホームページ

お知らせ

8月の移動図書館はお休みします。

夏休みちょっとこわいおはなし会 ※感染症対策のため、中止する場合があります。
●新郷図書館
a8月23日㈫
小学生の部 14:30～15:10

b1階日本間　d10人
f8月9日㈫ 10:00～窓口または電話で

●横曽根図書館
a8月20日㈯
幼児の部(4歳～) 13:30～13:55
小学生の部　　　14:30～15:00

b3階おはなしのへや　d各12人
f8月2日㈫ 10:00～窓口または電話で

●鳩ヶ谷図書館
a8月25日㈭～27日㈯
幼児の部(4歳～) 14:30～14:50
小学生の部　　　15:00～15:30

b4階会議室　d各10人
f8月10日㈬ 10:00～窓口または電話で

※保護者による申し込みに限
ります。
※新型コロナウイルス感染症
対策のため、マスクの着用
と検温、手指の消毒をお願
いします。

生涯学習プラザ
b上青木西1-2-25　
i048-253-1444　k048-256-6433

hお母さんの体操、ベビーマッサージ、育児相談など
a8月19日㈮ 13:30～15:00　b日本間１･２号
c市内在住の２カ月～ハイハイするころまでの乳児と母親
d10組(先着順)　e５00円（オイル代、保険料）
o母子健康手帳､バスタオル､おむつ　f8月2日㈫ 9:00～電話または窓口で
※当日または前日に予防接種を受けたかたは、参加できません。

赤ちゃんと一緒にふれあいセミナー

月曜日（祝日の場合は翌平日）休館日

冒険の森「フィールドアスレチック」

時間…10:00～10:30、14:00～14:30

h植物園ならではの潅水用スプリンクラーの散水
を浴びて「涼」を楽しむことができる広場です！

a9月26日㈪まで（予定）10：00～15：40
（30分おきに10分間散水）
bわんぱく広場内さくら広場

グリーンセンター流水プールは、施設老朽化のため
営業を終了しました。

運行時間…10:00～16:00　e1回220円
※乗車回数券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。

h多肉植物の箱庭作りとその管理方法を学びます。
講師…大塚 敦子 氏

（日本ハンギングバスケット協会公認講師）
a8月21日㈰ 10：00～12：00
d15人（先着順）
e3,000円 ※別途入園料が必要
f8月4日㈭ 12：30～市ホームページで

利用時間…9:30～16:30（最終受付は16:00まで）
e一般…300円
高校生（学生証提示）…100円
小・中学生…100円

※未就学児は利用できません。
※ご利用の際には、グリーンセンターホームページ
の注意事項を必ずご確認ください。
※天候などにより利用を見合わせ・中止する場合が
あります。

アメリカフヨウ、サルスベリ

a8月7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。

a8月14日㈰、28日㈰ 10:30～11:30 ※雨天中止
b園内の正門前　
d各20人（先着順）
e入園料のみミニ鉄道

8月の滝・大噴水 園芸教室「多肉植物の箱庭作り」

スプラッシュ広場

グリーンセンター
http://greencenter.1110city.com/　　　　b新井宿700
開園時間…9：00～17：00（入園は16：00まで）　 i048-281-2319 

園内開花案内

ホームページ Twitter Instagram

流水プールの営業終了

緑の相談所（園芸相談）

園内ガイドツアー

休園日 火曜日8・9月 グ
リ
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ン
セ
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ー
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設
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SNSアカウント会議室などの利用案内

ホームページ InstagramTwitter

川口緑化センター
樹里安
ジ ュ リ ア ン

道の駅「川口・あんぎょう」
https://www.jurian.or.jp/

b安行領家844-2　i048-296-4021

３・５階の会議室と日本間を貸し出ししています。
※詳細は川口緑化センターへ電話またはホ
ームページをご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため利
用を制限する場合があります。

イベントや花と緑の情報などをお届けして
います。

LINE

初心者ピラティス教室
a9月9日～11月11日の金曜日(全10回) 15:00～17:00
c市内在住・在勤の18歳以上のかた
d15人(申し込み多数の場合、9月5日㈪ 10：00～公開抽選）
e3,000円　f8月31日㈬～9月2日㈮ 9：00～17:00に電話で

ピラティス教室
a9月7日～11月9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　d20人(先着順)
e3,000円(毎回別途ロッカー代50円)
f8月15日㈪～21日㈰ 9:00～17:00に電話で

女性スイミング教室
a9月21日～10月26日の月・水曜日(全10回) 10:00～12:00 (10月10日を除く）
c市内在住・在勤の18歳以上の女性　d30人(先着順)
e3,000円(保険料含む)(毎回別途ロッカー代50円)
f8月15日㈪～31日㈬ 9：00～17:00に参加費を添えて窓口で

女性アクアシェイプ(水中エアロビクス)
a9月13日～10月4日の火・木曜日(全6回) 10:00～12:00(9月20日を除く)
c市内在住・在勤の18歳以上の女性
d20人(申し込み多数の場合、8月31日㈬ 10：00～公開抽選)
e3,000円(保険料含む)　f8月22日㈪～29日㈪ 9：00～17:00に電話で

a9月11日㈰、18日㈰ ※予備日…9月25日㈰
b青木町公園テニスコート、江川運動広場テニスコート
c市内在住・在勤または川口市テニス協会加盟者　e1ペアにつき2,000円
fg8月8日㈪～18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 　minfo@tennis-kawaguchi.com
※種目、試合方法などの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。

市民選手権大会兼第42回テニス協会ダブルス大会

スポーツ情報
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）
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
（マイナンバーカード、運転免許証、保険証、学生証など住所が分かるもの）

f8月17日㈬ 9：00～電話で（先着順）
※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。
※感染状況により定員数を変更する場合があります。

9月分トレーニングルーム利用者講習会

東スポーツセンター
i048-222-4990

9/10㈯ 10：00～（1回目） 19：00～（2回目）
9/11㈰ 10：00～（1回目） 14：00～（2回目）

安行スポーツセンター
i048-296-1200 各10人

9/9㈮、12㈪ 10：00～（1回のみ）
9/24㈯、26㈪ 19：00～（1回のみ）

西スポーツセンター
i048-251-6377 各10人

日曜日 14：00～（1回のみ）
水曜日 14：00～（1回のみ） 

体育武道センター
i048-251-9227 各10人

9/3㈯、6㈫、17㈯、20㈫
10：00～（1回目） 19：00～（2回目） 各10人

開催日時施設名 定員

各5人戸塚スポーツセンター
i048-298-9993

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

火・木・土曜日

日曜、祝日

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。

●西スポーツセンター　i048-251-6377

●東スポーツセンター　i048-222-4990

●北スポーツセンター　i048-296-0761

●青木町公園総合運動場　i048-251-6893

女性のための健康体操教室
a9月2日～10月28日の金曜日(全8回) 10：00～12：00(9月23日を除く)
bエアロビクススタジオ　c市内在住・在勤の18歳以上の女性
d15人(申し込み多数の場合、8月17日㈬ 10：00～公開抽選)
e3,000円（保険料含む）　f8月8日㈪～16日㈫ 9：00～17：00に電話で
女性バドミントン教室
a9月14日～11月9日の水曜日(全8回) 11：00～13：00(9月28日を除く)
b体育館　c市内在住・在勤の18歳以上の女性
d20人(申し込み多数の場合、8月19日㈮ 10：00～公開抽選)
e3,000円（保険料含む）　f8月8日㈪～18日㈭ 9：00～17：00に電話で
少年少女柔道教室
a9月6日～10月25日の火曜日(全8回) 17：30～18：30
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）　f8月8日㈪～18日㈭ 9：00～17：00に電話で

ソフトテニス教室
a9月7日～10月19日の水曜日(全6回) 17:00～19:00(9月28日を除く)
※予備日…10月26日、11月2日、9日
b青木町公園テニスコート　c市内在住の小学生
d24人(申し込み多数の場合、8月12日㈮ 10：00～公開抽選)
e2,000円(保険料含む)　f8月8日㈪～10日㈬ 9:00～17:00に電話で

●体育武道センター　i048-251-9227

●公益財団法人 川口市スポーツ協会　i048-254-3575

a9月25日㈰　b東スポーツセンター(室内２５メートルプール)
競技方法…年齢・男女別の種目別タイムレース
e１種目につき800円
f8月28日㈰ 13:00～15:00に東スポーツセンター2階研修室2で
g市民選手権水泳競技大会事務局 i080-4411-5559
※詳細は川口市スポーツ協会ホームページをご確認ください。

川口市民選手権水泳競技大会（ジュニア・一般の部）

 申込期間 ※ハーフ、10kmは定員になり次第締め切ります。
●市民優先申込期間…8月16日㈫ 10:00～23日㈫
●一 般 申 込 期 間…9月  1日㈭ 10:00～23日㈷
 申込方法
RUNNET（https://runnet.jp/）で会員登録をしてお申し込みください。
参加料はクレジットカード決済または指定コンビニ決済など。
※参加料の払い込み後、正式エントリーとなります。申し込みには事
務手数料がかかります。

 募集要項配布場所 ※8月5日㈮～配布予定
第一本庁舎2階総合案内、スポーツ課（分庁舎1階）、支所、駅連絡室、川口駅前
行政センター、公民館、スポーツ施設、スポーツ協会事務局
g(公財)川口市スポーツ協会 i048-254-3575
※詳細は川口市スポーツ協会ホームページをご確認ください。  

新型コロナウイルス感染症対策のため、開催方法を一部変更して実施します。
※例年実施している2kmの部は実施しません。  

c各種目に該当する、制限時間内に走り切れる健康なかた
※制限時間は川口市スポーツ協会ホームページをご確認ください。
e一般（ハーフ）…5,500円、（10ｋｍ）…5,000円、（3ｋｍ）…4,000円
高校生…2,000円　中学生…1,500円   

第40回川口マラソン大会　a12月4日㈰ ※雨天決行

距　離

種　目

ハーフ(d2,000人) 10km(d2,000人) 3km
高校生～39歳以下男女

40歳代男女
50歳代男女
60歳代男子
60歳以上女子
70歳以上男子

高校生～39歳以下男女
40歳代男女
50歳代男女
60歳代男子
60歳以上女子
70歳以上男子

中学生男女
高校生～59歳以下男女

60歳代男子
60歳以上女子
70歳以上男子

※年齢は大会当日（令和4年12月4日）時点

スマートフォン・
携帯電話からの
お申し込みはこちら
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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

施設の情報 施設の情報
新型コロナウイルス感染症対策のため、臨時休館・ 休園や、イベントを中止・延期・変更する場合があります。
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4日㈰まで、床の修繕のため臨時休館しています。
休館中は一般のかたの入館はできません。ご用のかたは事前に電話
で連絡の上、道路側事務所入口からお声掛けください。
gアトリア i048-253-0222　g文化推進室 i048-258-1116

施設整備に伴う長期臨時休館のお知らせ

ホームページ

アートギャラリー・アトリア
http://www.atlia.jp/

第1回　マンホール鑑賞
h身の回りのあらゆるモノゴトをあるがままに観察し面白さを見出す「路上観
察」。9月10日下水道の日にちなみ川口とつながり深いマンホールについて
学びます。マンホール蓋の歴史や楽しみ方を路上観察の視点から深掘りしま
す。

講師…白浜 公平 氏（マンホール蓋鑑賞家）
a9月10日㈯ 14：00～16：00　c中学生以上
d30人（先着順）　e300円

第2回　歴史から未来
h路上観察の歴史をたどる座談会形式のトークイベントです。関連分野に精通
する4人の専門家の視点を集め、多角的に路上観察の過去・現在・未来を捉え
ます。
講師…白浜 公平 氏、石井 公二 氏（片手袋研究家）、

三土 たつお 氏（「街角図鑑」著者）、村上 善一 氏（送水口博物館館長）
a9月17日㈯ 13：30～16：30　c中学生以上
d30人（先着順）　e300円

やさしい鑑賞講座 ｢路上観察」超入門

8月10日㈬～受付開始、火～日曜日10：00～17：00に電話で参加希望者の氏名、年齢、電話番号（緊急時に連絡がとれるもの）を伝えてください。
※当日受付での検温にご協力をお願いします。※体調がすぐれない場合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

b並木元町1-76　i048-253-0222

中央図書館…8月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…
8月1日㈪、8日㈪、15日㈪、22日㈪、29日㈪、31日㈬

休館日(館内整理日を含む)

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。図書館

https://www.kawaguchi-lib.jp/

Twitter YouTubeホームページ

お知らせ

8月の移動図書館はお休みします。

夏休みちょっとこわいおはなし会 ※感染症対策のため、中止する場合があります。
●新郷図書館
a8月23日㈫
小学生の部 14:30～15:10

b1階日本間　d10人
f8月9日㈫ 10:00～窓口または電話で

●横曽根図書館
a8月20日㈯
幼児の部(4歳～) 13:30～13:55
小学生の部　　　14:30～15:00

b3階おはなしのへや　d各12人
f8月2日㈫ 10:00～窓口または電話で

●鳩ヶ谷図書館
a8月25日㈭～27日㈯
幼児の部(4歳～) 14:30～14:50
小学生の部　　　15:00～15:30

b4階会議室　d各10人
f8月10日㈬ 10:00～窓口または電話で

※保護者による申し込みに限
ります。
※新型コロナウイルス感染症
対策のため、マスクの着用
と検温、手指の消毒をお願
いします。

生涯学習プラザ
b上青木西1-2-25　
i048-253-1444　k048-256-6433

hお母さんの体操、ベビーマッサージ、育児相談など
a8月19日㈮ 13:30～15:00　b日本間１･２号
c市内在住の２カ月～ハイハイするころまでの乳児と母親
d10組(先着順)　e５00円（オイル代、保険料）
o母子健康手帳､バスタオル､おむつ　f8月2日㈫ 9:00～電話または窓口で
※当日または前日に予防接種を受けたかたは、参加できません。

赤ちゃんと一緒にふれあいセミナー

月曜日（祝日の場合は翌平日）休館日

冒険の森「フィールドアスレチック」

時間…10:00～10:30、14:00～14:30

h植物園ならではの潅水用スプリンクラーの散水
を浴びて「涼」を楽しむことができる広場です！

a9月26日㈪まで（予定）10：00～15：40
（30分おきに10分間散水）
bわんぱく広場内さくら広場

グリーンセンター流水プールは、施設老朽化のため
営業を終了しました。

運行時間…10:00～16:00　e1回220円
※乗車回数券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。

h多肉植物の箱庭作りとその管理方法を学びます。
講師…大塚 敦子 氏

（日本ハンギングバスケット協会公認講師）
a8月21日㈰ 10：00～12：00
d15人（先着順）
e3,000円 ※別途入園料が必要
f8月4日㈭ 12：30～市ホームページで

利用時間…9:30～16:30（最終受付は16:00まで）
e一般…300円
高校生（学生証提示）…100円
小・中学生…100円

※未就学児は利用できません。
※ご利用の際には、グリーンセンターホームページ
の注意事項を必ずご確認ください。
※天候などにより利用を見合わせ・中止する場合が
あります。

アメリカフヨウ、サルスベリ

a8月7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。

a8月14日㈰、28日㈰ 10:30～11:30 ※雨天中止
b園内の正門前　
d各20人（先着順）
e入園料のみミニ鉄道

8月の滝・大噴水 園芸教室「多肉植物の箱庭作り」

スプラッシュ広場

グリーンセンター
http://greencenter.1110city.com/　　　　b新井宿700
開園時間…9：00～17：00（入園は16：00まで）　 i048-281-2319 

園内開花案内

ホームページ Twitter Instagram

流水プールの営業終了

緑の相談所（園芸相談）

園内ガイドツアー

休園日 火曜日8・9月 グ
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

特
設
サ
イ
ト
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SNSアカウント会議室などの利用案内

ホームページ InstagramTwitter

川口緑化センター
樹里安
ジ ュ リ ア ン

道の駅「川口・あんぎょう」
https://www.jurian.or.jp/

b安行領家844-2　i048-296-4021

３・５階の会議室と日本間を貸し出ししています。
※詳細は川口緑化センターへ電話またはホ
ームページをご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため利
用を制限する場合があります。

イベントや花と緑の情報などをお届けして
います。

LINE

初心者ピラティス教室
a9月9日～11月11日の金曜日(全10回) 15:00～17:00
c市内在住・在勤の18歳以上のかた
d15人(申し込み多数の場合、9月5日㈪ 10：00～公開抽選）
e3,000円　f8月31日㈬～9月2日㈮ 9：00～17:00に電話で

ピラティス教室
a9月7日～11月9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　d20人(先着順)
e3,000円(毎回別途ロッカー代50円)
f8月15日㈪～21日㈰ 9:00～17:00に電話で

女性スイミング教室
a9月21日～10月26日の月・水曜日(全10回) 10:00～12:00 (10月10日を除く）
c市内在住・在勤の18歳以上の女性　d30人(先着順)
e3,000円(保険料含む)(毎回別途ロッカー代50円)
f8月15日㈪～31日㈬ 9：00～17:00に参加費を添えて窓口で

女性アクアシェイプ(水中エアロビクス)
a9月13日～10月4日の火・木曜日(全6回) 10:00～12:00(9月20日を除く)
c市内在住・在勤の18歳以上の女性
d20人(申し込み多数の場合、8月31日㈬ 10：00～公開抽選)
e3,000円(保険料含む)　f8月22日㈪～29日㈪ 9：00～17:00に電話で

a9月11日㈰、18日㈰ ※予備日…9月25日㈰
b青木町公園テニスコート、江川運動広場テニスコート
c市内在住・在勤または川口市テニス協会加盟者　e1ペアにつき2,000円
fg8月8日㈪～18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 　minfo@tennis-kawaguchi.com
※種目、試合方法などの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。

市民選手権大会兼第42回テニス協会ダブルス大会

スポーツ情報
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）
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
（マイナンバーカード、運転免許証、保険証、学生証など住所が分かるもの）

f8月17日㈬ 9：00～電話で（先着順）
※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。
※感染状況により定員数を変更する場合があります。

9月分トレーニングルーム利用者講習会

東スポーツセンター
i048-222-4990

9/10㈯ 10：00～（1回目） 19：00～（2回目）
9/11㈰ 10：00～（1回目） 14：00～（2回目）

安行スポーツセンター
i048-296-1200 各10人

9/9㈮、12㈪ 10：00～（1回のみ）
9/24㈯、26㈪ 19：00～（1回のみ）

西スポーツセンター
i048-251-6377 各10人

日曜日 14：00～（1回のみ）
水曜日 14：00～（1回のみ） 

体育武道センター
i048-251-9227 各10人

9/3㈯、6㈫、17㈯、20㈫
10：00～（1回目） 19：00～（2回目） 各10人

開催日時施設名 定員

各5人戸塚スポーツセンター
i048-298-9993

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

火・木・土曜日

日曜、祝日

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。

●西スポーツセンター　i048-251-6377

●東スポーツセンター　i048-222-4990

●北スポーツセンター　i048-296-0761

●青木町公園総合運動場　i048-251-6893

女性のための健康体操教室
a9月2日～10月28日の金曜日(全8回) 10：00～12：00(9月23日を除く)
bエアロビクススタジオ　c市内在住・在勤の18歳以上の女性
d15人(申し込み多数の場合、8月17日㈬ 10：00～公開抽選)
e3,000円（保険料含む）　f8月8日㈪～16日㈫ 9：00～17：00に電話で
女性バドミントン教室
a9月14日～11月9日の水曜日(全8回) 11：00～13：00(9月28日を除く)
b体育館　c市内在住・在勤の18歳以上の女性
d20人(申し込み多数の場合、8月19日㈮ 10：00～公開抽選)
e3,000円（保険料含む）　f8月8日㈪～18日㈭ 9：00～17：00に電話で
少年少女柔道教室
a9月6日～10月25日の火曜日(全8回) 17：30～18：30
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）　f8月8日㈪～18日㈭ 9：00～17：00に電話で

ソフトテニス教室
a9月7日～10月19日の水曜日(全6回) 17:00～19:00(9月28日を除く)
※予備日…10月26日、11月2日、9日
b青木町公園テニスコート　c市内在住の小学生
d24人(申し込み多数の場合、8月12日㈮ 10：00～公開抽選)
e2,000円(保険料含む)　f8月8日㈪～10日㈬ 9:00～17:00に電話で

●体育武道センター　i048-251-9227

●公益財団法人 川口市スポーツ協会　i048-254-3575

a9月25日㈰　b東スポーツセンター(室内２５メートルプール)
競技方法…年齢・男女別の種目別タイムレース
e１種目につき800円
f8月28日㈰ 13:00～15:00に東スポーツセンター2階研修室2で
g市民選手権水泳競技大会事務局 i080-4411-5559
※詳細は川口市スポーツ協会ホームページをご確認ください。

川口市民選手権水泳競技大会（ジュニア・一般の部）

 申込期間 ※ハーフ、10kmは定員になり次第締め切ります。
●市民優先申込期間…8月16日㈫ 10:00～23日㈫
●一 般 申 込 期 間…9月  1日㈭ 10:00～23日㈷
 申込方法
RUNNET（https://runnet.jp/）で会員登録をしてお申し込みください。
参加料はクレジットカード決済または指定コンビニ決済など。
※参加料の払い込み後、正式エントリーとなります。申し込みには事
務手数料がかかります。

 募集要項配布場所 ※8月5日㈮～配布予定
第一本庁舎2階総合案内、スポーツ課（分庁舎1階）、支所、駅連絡室、川口駅前
行政センター、公民館、スポーツ施設、スポーツ協会事務局
g(公財)川口市スポーツ協会 i048-254-3575
※詳細は川口市スポーツ協会ホームページをご確認ください。  

新型コロナウイルス感染症対策のため、開催方法を一部変更して実施します。
※例年実施している2kmの部は実施しません。  

c各種目に該当する、制限時間内に走り切れる健康なかた
※制限時間は川口市スポーツ協会ホームページをご確認ください。
e一般（ハーフ）…5,500円、（10ｋｍ）…5,000円、（3ｋｍ）…4,000円
高校生…2,000円　中学生…1,500円   

第40回川口マラソン大会　a12月4日㈰ ※雨天決行

距　離

種　目

ハーフ(d2,000人) 10km(d2,000人) 3km
高校生～39歳以下男女

40歳代男女
50歳代男女
60歳代男子
60歳以上女子
70歳以上男子

高校生～39歳以下男女
40歳代男女
50歳代男女
60歳代男子
60歳以上女子
70歳以上男子

中学生男女
高校生～59歳以下男女

60歳代男子
60歳以上女子
70歳以上男子

※年齢は大会当日（令和4年12月4日）時点

スマートフォン・
携帯電話からの
お申し込みはこちら
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