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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。

■令和4年度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。今年度は合計1,575点の応募があ
りました。本展示会では62点の優秀作品を展示します。

a9月7日㈬～19日㈷　bスタジオ　主催：川口市上下水道局　g上下水道総務課　i048-258-4132
共催展

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。

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/
b並木元町1-76　i048-253-0222　k048-240-0525
開館時間…10：00～18：00（入館は17：30まで）
※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。

休館日 月曜日（祝日の場合は翌平日）

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。

貸しギャラリーのご案内

●大川直人40周年写真展「GOOD TIME MUSIC」
h1980～2000年代を代表するアーティスト写真の第一人者大川直人の音楽の仕
事40年の軌跡をたどることで「GOOD TIME MUSIC」を感じることができます。

a9月21日㈬～25日㈰ ※初日13：00～、最終日15：00まで
b展示室A　e2,000円（特製図録付き）
●第3回型染展／高松悦子
h自由に染めた作品の数々を展示します。
a9月21日㈬～25日㈰ 10：00～17：00 ※初日12：00～、最終日16：00まで
b展示室B　e無料

●三叉景
h荒井経、及川聡子、園家誠二の3人が2010年～現在までに描いてきた大作
の絵画を中心に16点を展示します。

a9月28日㈬～10月2日㈰ ※最終日15：00まで
b展示室A・B、スタジオ　e無料
●ラッキーワイド 造形の世界2022
hラッキーワイドの社員たちが生み出した造形作品や、社会に対して発信し続け
ている造形の世界をご覧ください。

a10月4日㈫～10日㈷ ※初日12：00～、最終日16：00まで
bスタジオ　e無料
●さいたま剪画美術展
h剪画は、切る技を使い黒紙の素材を巧みに生かした新しいアート。埼玉県在
住作家の作品を展示する美術展です。

a10月5日㈬～10日㈷ ※最終日14：00まで
b展示室A・B　e無料

展覧会

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
http://www.kawaguchi-bunkazai.jp/center/
開館時間…9：30～16：30（入館は16：00まで）
※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。

Twitterホームページ

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
初心者向けの内容です。

a9月17日㈯～19日㈷ 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7日㈬～14日㈬ 9：00～16：00に郷土資料館へ電話で

古文書初級講座「古文書ってなに？」(3日間)

月曜日（祝日の場合は翌平日）休館日

文化財センター…本町1-17-1　i048-222-1061　k048-222-2007
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
※入館の際は必ずマスクの着用、手指の消毒、体温計測などをお願いします。

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動画のほか、
たくさんのコンテンツ
が楽しめます。

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
a9月16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　f9月1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。

h子どもを遊ばせながら、ほかの保護者と交流を図ります。
a9月22日㈭ 10：30～11：30
b日本間１・2号
c市内在住の乳幼児と保護者
d6組（先着順）　e100円（保険料）　f不要
担当…子育て支援ボランティア ドレミ

赤ちゃんと一緒にふれあいセミナー 子育てホッとサロン

月曜日（祝日の場合は翌平日）休館日

a9月11日㈰ 11：00～15：00（時間予約制）
b4階実習室
e無料（部品代などがかかる場合
があります）

f9月1日㈭ 9：00～
　電話または申込フォームで
g田中（おもちゃドクター） 

i080-5448-9659

開館時間…10：00～12：00、13：00～15：00

h粗大ごみとして出されたものの中から、状態の良
いものを修理して販売します。

内覧・入札期間…9月17日㈯～25日㈰
※19日㈷、23日㈷を除く

時間…9:00～16:00
結果発表…落札者のみ連絡します。

休館日…月曜日（祝日の場合は翌平日）、9月27日㈫
～30日㈮（工事のための臨時休館）

※新型コロナウイルス感染症対策のため、当分の間、
電話予約による2部入れ替え制としています。
①10：00～14：00 ②15：00～20：00
※①②間の時間は館内消毒のため入場できません。
※サウナなど一部利用できない設備があります。
fg9：30～17：00にサンアール朝日へ電話で
（利用日の1週間前から受け付け。休館日を除く）

リサイクルショップからのお知らせ

リサイクル家具類販売（競争入札）

おもちゃの病院 （毎月第2日曜日） サンアール朝日（5階）  i048-228-5303

リサイクルプラザ
i048-228-5306  k048-223-6480  
b朝日4-21-33  月曜、祝日休館日

※館内各施設を利用の際は必ずマスクの着用をお願いします。また入場する際、手指の消毒、体温計測をお願いします。

サンアール朝日（プール、浴室）の予約は
048-228-5303までお電話ください。

▲申込フォーム

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）
a10月1日㈯ 9：30～、11：00～、13：00～、14：30～
（各1時間程度）
b大芝生　c4歳～小学生　d各30人（先着順）
e1,000円 ※別途入園料が必要
f9月10日㈯ 12：30～市ホームページで

hおしゃれにペイントした鉢に花の寄せ植えをします。
講師…矢作 和美 氏（グリーンアドバイザー）
a10月15日㈯ 10：00～、11：15～
c4歳以上と保護者　d各10組（先着順）
e1,200円 ※別途入園料が必要
f9月22日㈭ 12：30～市ホームページで

a9月の水・土・日曜日 ※3日を除く
10：00～12：00、13：00～16：00

※相談日は変更になる場合があります。

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。

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。

a9月11日㈰、25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

ヒガンバナ、サルスベリ、キンモクセイ

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。

「たなボタニカル」は、遊びながら植物を学べるグ
リーンセンターの特設ウェブサイトです。
大温室の植物を紹介する映像メニュー「学んでみる
ガイドツアー」や、植物に関するクイズを解きながら、
スマートフォンを使って園内をめぐる「ARスタンプラ
リー」などが楽しめます。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。

ミニ鉄道

園内ガイドツアー

世界一おもしろいかけっこ教室

園内開花案内

冒険の森「フィールドアスレチック」

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」

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
※現在、園内の一部エリアで改修工事を行っています。詳細はグリーンセンターホームページをご確認ください。 ホームページ Twitter Instagram

緑の相談所（園芸相談）

休園日 火曜日9・10月

グリーンセンター特設サイト
「たなボタニカル」公開中 !

●安行スポーツセンター　i048-296-1200

スポーツ情報

ピラティス教室
a9月28日～12月7日（11月23日を除く）の水曜日（全10回） 14：00～16：00
ヨガ教室
a9月29日～12月8日（11月10日を除く）の木曜日（全10回） 10：00～12：00

かけっこ教室
講師…不破 弘樹 氏（1984年ロサンゼルスオリンピック100・200ｍ日本代表）
a10月2日㈰ 10：00～12：00（小雨決行、予備日なし）
b陸上競技場　c市内在住の小学4～6年生
d50人（先着順）　e100円（保険料含む）
f9月5日㈪～9日㈮ 9：00～17：00に電話で

少年少女少林寺拳法教室 
a10月6日～12月1日（11月3日を除く）の木曜日（全8回） 18：40～19：40
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5日㈪～14日㈬ 9：00～17：00に電話で

女性水泳教室
a10月3日～11月28日（10月10日を除く）の月曜日（全8回） 10：00～12：00
c市内在住・在勤の18歳以上の女性　d30人（先着順）
e2,400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

初級者卓球教室
a10月4日～11月15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5日㈪ 10：00～参加費を持参の上、窓口で

●東スポーツセンター　i048-222-4990

●鳩ヶ谷スポーツセンター　i048-283-1381

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。

●青木町公園総合運動場　i048-251-6893

●体育武道センター　i048-251-9227

女性テニス教室
a10月4日～19日の火・水曜日（全6回） 11：00～13：00
※予備日…10月25日、26日、11月1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初級・中級各12人（申し込み多数の場合、9月12日㈪ 10：00～公開抽選）
e3,000円　f9月7日㈬～9日㈮ 9：00～17：00に電話で
テニス教室
a10月4日～19日の火・水曜日（全6回） 19：00～21：00
※予備日…10月25日、26日、11月1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初級・中級各12人（申し込み多数の場合、9月16日㈮ 10：00～公開抽選）
e3,000円　f9月13日㈫～15日㈭ 9：00～17：00に電話で
※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）

●公益財団法人 川口市スポーツ協会　i048-254-3575

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）

f9月21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。

10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

10/8㈯ 10：00～（1回目） 19：00～（2回目）
10/9㈰ 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

10/14㈮ 　　　10：00～（1回のみ）
10/22㈯、24㈪ 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

10/1㈯、4㈫、15㈯、18㈫
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

a9月25日㈰ 9：00～12：00、13：00～16：00　b西スポーツセンター体育館
cミニテニスに興味があるかた　d各50人程度　e無料
fg9月1日㈭～18日㈰に川口市ミニテニス協会事務局（小島）へ電話またはEメールで

i070-3283-7310　mkamiaokimtc@gmail.com  

初心者ミニテニス講習会

共通
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
d各15人（申し込み多数の場合、9月10日㈯ 10：00～公開抽選）
e3,000円　f9月1日㈭～9日㈮ 10：00～17：00に電話で
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■令和4年度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。今年度は合計1,575点の応募があ
りました。本展示会では62点の優秀作品を展示します。

a9月7日㈬～19日㈷　bスタジオ　主催：川口市上下水道局　g上下水道総務課　i048-258-4132
共催展

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。

施設整備に伴う長期臨時休館のお知らせ
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アートギャラリー・アトリア
http://www.atlia.jp/
b並木元町1-76　i048-253-0222　k048-240-0525
開館時間…10：00～18：00（入館は17：30まで）
※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。

休館日 月曜日（祝日の場合は翌平日）

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。

貸しギャラリーのご案内

●大川直人40周年写真展「GOOD TIME MUSIC」
h1980～2000年代を代表するアーティスト写真の第一人者大川直人の音楽の仕
事40年の軌跡をたどることで「GOOD TIME MUSIC」を感じることができます。

a9月21日㈬～25日㈰ ※初日13：00～、最終日15：00まで
b展示室A　e2,000円（特製図録付き）
●第3回型染展／高松悦子
h自由に染めた作品の数々を展示します。
a9月21日㈬～25日㈰ 10：00～17：00 ※初日12：00～、最終日16：00まで
b展示室B　e無料

●三叉景
h荒井経、及川聡子、園家誠二の3人が2010年～現在までに描いてきた大作
の絵画を中心に16点を展示します。

a9月28日㈬～10月2日㈰ ※最終日15：00まで
b展示室A・B、スタジオ　e無料
●ラッキーワイド 造形の世界2022
hラッキーワイドの社員たちが生み出した造形作品や、社会に対して発信し続け
ている造形の世界をご覧ください。

a10月4日㈫～10日㈷ ※初日12：00～、最終日16：00まで
bスタジオ　e無料
●さいたま剪画美術展
h剪画は、切る技を使い黒紙の素材を巧みに生かした新しいアート。埼玉県在
住作家の作品を展示する美術展です。

a10月5日㈬～10日㈷ ※最終日14：00まで
b展示室A・B　e無料

展覧会

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
http://www.kawaguchi-bunkazai.jp/center/
開館時間…9：30～16：30（入館は16：00まで）
※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。

Twitterホームページ

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
初心者向けの内容です。

a9月17日㈯～19日㈷ 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7日㈬～14日㈬ 9：00～16：00に郷土資料館へ電話で

古文書初級講座「古文書ってなに？」(3日間)

月曜日（祝日の場合は翌平日）休館日

文化財センター…本町1-17-1　i048-222-1061　k048-222-2007
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
※入館の際は必ずマスクの着用、手指の消毒、体温計測などをお願いします。

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動画のほか、
たくさんのコンテンツ
が楽しめます。

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
a9月16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　f9月1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。

h子どもを遊ばせながら、ほかの保護者と交流を図ります。
a9月22日㈭ 10：30～11：30
b日本間１・2号
c市内在住の乳幼児と保護者
d6組（先着順）　e100円（保険料）　f不要
担当…子育て支援ボランティア ドレミ

赤ちゃんと一緒にふれあいセミナー 子育てホッとサロン

月曜日（祝日の場合は翌平日）休館日

a9月11日㈰ 11：00～15：00（時間予約制）
b4階実習室
e無料（部品代などがかかる場合
があります）

f9月1日㈭ 9：00～
　電話または申込フォームで
g田中（おもちゃドクター） 

i080-5448-9659

開館時間…10：00～12：00、13：00～15：00

h粗大ごみとして出されたものの中から、状態の良
いものを修理して販売します。

内覧・入札期間…9月17日㈯～25日㈰
※19日㈷、23日㈷を除く

時間…9:00～16:00
結果発表…落札者のみ連絡します。

休館日…月曜日（祝日の場合は翌平日）、9月27日㈫
～30日㈮（工事のための臨時休館）

※新型コロナウイルス感染症対策のため、当分の間、
電話予約による2部入れ替え制としています。
①10：00～14：00 ②15：00～20：00
※①②間の時間は館内消毒のため入場できません。
※サウナなど一部利用できない設備があります。
fg9：30～17：00にサンアール朝日へ電話で
（利用日の1週間前から受け付け。休館日を除く）

リサイクルショップからのお知らせ

リサイクル家具類販売（競争入札）

おもちゃの病院 （毎月第2日曜日） サンアール朝日（5階）  i048-228-5303

リサイクルプラザ
i048-228-5306  k048-223-6480  
b朝日4-21-33  月曜、祝日休館日

※館内各施設を利用の際は必ずマスクの着用をお願いします。また入場する際、手指の消毒、体温計測をお願いします。

サンアール朝日（プール、浴室）の予約は
048-228-5303までお電話ください。

▲申込フォーム

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）
a10月1日㈯ 9：30～、11：00～、13：00～、14：30～
（各1時間程度）
b大芝生　c4歳～小学生　d各30人（先着順）
e1,000円 ※別途入園料が必要
f9月10日㈯ 12：30～市ホームページで

hおしゃれにペイントした鉢に花の寄せ植えをします。
講師…矢作 和美 氏（グリーンアドバイザー）
a10月15日㈯ 10：00～、11：15～
c4歳以上と保護者　d各10組（先着順）
e1,200円 ※別途入園料が必要
f9月22日㈭ 12：30～市ホームページで

a9月の水・土・日曜日 ※3日を除く
10：00～12：00、13：00～16：00

※相談日は変更になる場合があります。

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。

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。

a9月11日㈰、25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

ヒガンバナ、サルスベリ、キンモクセイ

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。

「たなボタニカル」は、遊びながら植物を学べるグ
リーンセンターの特設ウェブサイトです。
大温室の植物を紹介する映像メニュー「学んでみる
ガイドツアー」や、植物に関するクイズを解きながら、
スマートフォンを使って園内をめぐる「ARスタンプラ
リー」などが楽しめます。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。

ミニ鉄道

園内ガイドツアー

世界一おもしろいかけっこ教室

園内開花案内

冒険の森「フィールドアスレチック」

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」

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
※現在、園内の一部エリアで改修工事を行っています。詳細はグリーンセンターホームページをご確認ください。 ホームページ Twitter Instagram

緑の相談所（園芸相談）

休園日 火曜日9・10月

グリーンセンター特設サイト
「たなボタニカル」公開中 !

●安行スポーツセンター　i048-296-1200

スポーツ情報

ピラティス教室
a9月28日～12月7日（11月23日を除く）の水曜日（全10回） 14：00～16：00
ヨガ教室
a9月29日～12月8日（11月10日を除く）の木曜日（全10回） 10：00～12：00

かけっこ教室
講師…不破 弘樹 氏（1984年ロサンゼルスオリンピック100・200ｍ日本代表）
a10月2日㈰ 10：00～12：00（小雨決行、予備日なし）
b陸上競技場　c市内在住の小学4～6年生
d50人（先着順）　e100円（保険料含む）
f9月5日㈪～9日㈮ 9：00～17：00に電話で

少年少女少林寺拳法教室 
a10月6日～12月1日（11月3日を除く）の木曜日（全8回） 18：40～19：40
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5日㈪～14日㈬ 9：00～17：00に電話で

女性水泳教室
a10月3日～11月28日（10月10日を除く）の月曜日（全8回） 10：00～12：00
c市内在住・在勤の18歳以上の女性　d30人（先着順）
e2,400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

初級者卓球教室
a10月4日～11月15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5日㈪ 10：00～参加費を持参の上、窓口で

●東スポーツセンター　i048-222-4990

●鳩ヶ谷スポーツセンター　i048-283-1381

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。

●青木町公園総合運動場　i048-251-6893

●体育武道センター　i048-251-9227

女性テニス教室
a10月4日～19日の火・水曜日（全6回） 11：00～13：00
※予備日…10月25日、26日、11月1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初級・中級各12人（申し込み多数の場合、9月12日㈪ 10：00～公開抽選）
e3,000円　f9月7日㈬～9日㈮ 9：00～17：00に電話で
テニス教室
a10月4日～19日の火・水曜日（全6回） 19：00～21：00
※予備日…10月25日、26日、11月1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初級・中級各12人（申し込み多数の場合、9月16日㈮ 10：00～公開抽選）
e3,000円　f9月13日㈫～15日㈭ 9：00～17：00に電話で
※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）

●公益財団法人 川口市スポーツ協会　i048-254-3575

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）

f9月21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。

10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

10/8㈯ 10：00～（1回目） 19：00～（2回目）
10/9㈰ 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

10/14㈮ 　　　10：00～（1回のみ）
10/22㈯、24㈪ 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

10/1㈯、4㈫、15㈯、18㈫
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

a9月25日㈰ 9：00～12：00、13：00～16：00　b西スポーツセンター体育館
cミニテニスに興味があるかた　d各50人程度　e無料
fg9月1日㈭～18日㈰に川口市ミニテニス協会事務局（小島）へ電話またはEメールで

i070-3283-7310　mkamiaokimtc@gmail.com  

初心者ミニテニス講習会

共通
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
d各15人（申し込み多数の場合、9月10日㈯ 10：00～公開抽選）
e3,000円　f9月1日㈭～9日㈮ 10：00～17：00に電話で


