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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。

園内ガイドツアー

川口の日
川口市立
グリーンセンター
無料入園券
※この券1枚で、1家族が無料で
同時入園できます。令和4年11月
10日㈭のみ有効（1回限り）

キリトリ
キリトリ

川口の日　a11月10日㈭
※ページ下部の無料入園券で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。

h柿の実の付いた珍しい盆栽である
老鴉柿盆栽の展示

a11月5日㈯、6日㈰
b緑のアトリエ

h盆栽、盆養、切花、ダルマ、福助、懸崖、大作り、競
技花など約300点の展示

協力…川口好菊会
a11月21日㈪まで　b花壇広場 大パーゴラ

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13日㈰、27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

h園芸初心者向けの教室です。根が付いている生
の植物を使ったクリスマスリース作り

講師…上田 奈美 氏（日本ハンギングバスケット協会）
a11月19日㈯ 10：00～12：00
d20人（先着順）　e3,500円 ※別途入園料が必要
f11月4日㈮ 12：30～市ホームページで

hグリーンセンターの豊かな自然に囲まれて、日ご
ろ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23日㈷、25日㈮
9：30～、11：00～（各1時間）

b芝生広場　d各50人
c高校生以上（参加者に同行の場合中学生以下も可）
e各500円 ※別途入園料が必要
f11月5日㈯ 12：30～市ホームページで

hドライフラワーやプリザーブドフラワーを使った
ハーバリウム作り

講師…近藤 聡子 氏（Angel Flowers）
a11月26日㈯ 10：00～12：00
c4歳以上と保護者　d20組（先着順）
e1,800円（親子で1人1つずつ作ります）
※別途入園料が必要
f11月7日㈪ 12：30～市ホームページで

h親子で楽しみながらできるクリスマススワッグ作り
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3日㈯ 10：00～12：00
c4歳～小学生と保護者　d20組（先着順）
e2,000円 ※別途入園料が必要
f11月10日㈭ 12：30～市ホームページで

a11月の水・土・日曜、祝日 ※2日、16日、30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。

hゴールデンウィークの頃まで長く楽しむ壁掛け型
のハンギングバスケット作り

講師…上田 奈美 氏（日本ハンギングバスケット協会）
a12月4日㈰ 10：00～12：00
d20人（先着順）
e3,500円 ※別途入園料が必要
f11月17日㈭ 12：30～市ホームページで
※11月19日の「根付き植物で作るクリスマスリー
ス」に参加するかたは申し込みできません。

h梅盆栽の寄せ植え作りと管理方法
講師…矢島 正 氏（清芳園）
a12月17日㈯ 10：00～12：00
d20人（先着順）
e4,000円 ※別途入園料が必要
f11月25日㈮ 12：30～市ホームページで

園内…サザンカ、皇帝ダリア
紅葉…ハナミズキ、カエデ類

利用時間…9：30～16：00（最終受付は15:30まで）
※11月、12月、1月は日没時刻の関係から利用時
間が変わります。

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。

園芸教室「ハンギングバスケット作り」

園芸教室「梅林を鉢の中で楽しむ」

パークヨガ＠グリーンセンター

園内開花案内

老鴉柿展

親子園芸教室「ハーバリウム作り」

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

親子園芸教室「クリスマススワッグを作ろう」

園芸教室「根付き植物で作るクリスマスリース」

無料開園

第68回菊花展

冒険の森「フィールドアスレチック」

緑の相談所（園芸相談）

休園日 11月…火曜日
12月…火曜日、25日㈰～31日㈯

ろう や がき

けんがい

クラシック音楽、ロック、ポップス、朗読などのCDや、映画（邦画・洋画）、子ども向けの
アニメなどのDVDも借りることができます。借りたいものが見つからない場合は受付
へお問い合わせください。
市内の別の図書館で所蔵していれば取り寄せることもできます。 
一度に借りられる点数が3点から5点に増えました。ぜひご利用ください。

図書館では、CDやDVDも借りることができます

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

11月移動図書館あおぞら号 巡回　※雨天中止
巡回日
2・16㈬
巡回日
17㈭
4・18㈮
9㈬

10・24㈭
巡回日
11・25㈮

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

体育武道センター
芝樋ノ爪小学校
元郷第４公園

中央図書館…11月18日（毎月第3金曜日）
前川・新郷・横曽根・戸塚・鳩ヶ谷図書館、芝園分室

…11月7日㈪、14日㈪、21日㈪、28日㈪、30日㈬

休館日
(館内整理日を含む)

鳩ヶ谷図書館…11月29日㈫～12月2日㈮図書特別整理期間(休館)

防水・防腐・防虫効果のある柿渋は、江戸時代、人びとのくらしを支えてきました。特に赤山で生産さ
れた柿渋は、「赤山渋」と呼ばれ、江戸や各地へ出荷されました。本展では、赤山渋と江戸の伝統工芸
とのつながりを紹介します。
a11月13日㈰まで　b歴史自然資料館 土の家・ホワイエ　e無料
g歴史自然資料館　i080-9878-1046

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
https://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。

「赤山渋」を知っていますか?企画展 開催中 ! 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。

あかやましぶ

●西スポーツセンター　i048-251-6377

スポーツ情報

シニアエイジ運動教室
a11月14日～12月12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
d15人（申し込み多数の場合、11月9日㈬ 10：00～公開抽選） ※当選者のみ連絡
e1,500円　f11月4日㈮～8日㈫ 9：00～17：00に電話で

シェイプアップ＆ヨガ教室
a12月2日～令和5年2月10日（12月30日を除く）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
d20人（先着順）
e3,000円（毎回別途ロッカー代50円）
f11月14日㈪～20日㈰ 9：00～17：00に電話で

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　i048-222-4990

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）

f11月16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を変更する場合があります。

12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

12/10㈯ 10：00～（1回目） 19：00～（2回目）
12/11㈰ 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

12/9㈮、12㈪ 10：00～（1回のみ）
12/24㈯、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

12/3㈯、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

※12/29㈭、31㈯を除く
日曜、祝日

12月4日㈰は川口マラソン大会開催のため、8：20～11：00ごろまで青木町公園周
辺と青木・上青木・前川・神根・戸塚地区のコース周辺道路で交通規制を行います。
※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。
g（公財）川口市スポーツ協会　i048-254-3575

川口マラソン交通規制

☆キッズみんなでシアター
上映作品…「キャプテン翼」（16㎜フィルム）
a11月20日㈰ 11：00～（約50分）　e無料（申し込み不要。入退場自由）

上映作品…「魔女の宅急便」（16㎜フィルム） ※途中でフィルムの交換あり
a11月14日㈪ 14：00～（約100分）　e無料（申し込み不要。入退場自由）

☆県民の日特別上映会

h動画編集ソフト「PowerDirector」を使って学ぶ初心者向けの講座です。
a11月15日㈫ 10：30～12：30、14：00～16：00
12月  3日㈯ 10：00～12：00、14：00～16：00

c初めて動画編集ソフトを使用する、マウスの操作と文字入力ができるかた
d各10人　e1,000円

動画編集ソフトを使ってみよう（18歳以上）

hパーツごとに布がカットされている半完成のキットを使用しテディベアを作り
ます。
講師…滝川 喬是 氏（テディベア作家）
a11月23日㈷ 9：30～12：30、14：00～17：00
c小学5～6年生と保護者（2人1組）　d各6組
e3,500円（手足が動く伝統的なジョイント式のキット代含む）

親子で作ろうテディベア

a11月5日㈯～12月18日㈰（メディアセブン開館時間内）　cどなたでも　e無料

☆写真展 「激闘 !スポーツフォトグラファー清水和良が観た
サッカー日本代表とワールドカップ」

メディアセブン 開館時間…［平日］10：00～21：00　［土・日曜、祝日］9：00～18：00　
b川口1-1-1 キュポ・ラ7階　
i048-227-7622

ホームページ

11月18日㈮休館日

親子でヨーガ
a11月16日㈬　幼児クラス10：15～11：15、乳児クラス11：30～12：30
d各10組（子ども1人とママ（パパ）の2人1組）　e1,000円

https://mediaseven.jp/
※貸出施設の最新の状況やイベント募集情報などの詳細は、メディアセブンホームページをご確認ください。

☆駅前ふれあいシアター
上映作品…「古代埼玉のあけぼの」（16㎜フィルム）
a11月21日㈪ 11：00～(約50分)　e無料（申し込み不要。入退場自由）　

h①投句にチャレンジ（事前に季語「山眠る」で一句、自由句で二句を作成してください）
②初級クラス（俳句の成り立ちや、作句の基本などを易しくお話しし、俳句を
作成後、句会を行います）

講師…黒澤 あき緒 氏（俳人）
a12月22日㈭ ①10：00～12：00 ②13：00～17：00
c18歳以上 ※初めてのかたは②にお申し込みください。　d各12人　e1,000円

俳句を作ってみよう

h11月は「クリスマスの小物」を作ります。　a随時　e100円
☆プチワークショップ

アートスクール(1カ月全４回コース制)
a11月30日㈬、12月7日㈬、14日㈬、21日㈬
大人のアートクラス　時間…13：00～15：00　

c18歳以上　d16人　e6,000円（材料費含む）
小学生の親子のアートクラス　時間…16：30～18：00　

c小学生と保護者（2人1組）　d8組　e8,000円（材料費含む）

土曜アートスクール(１日のみのクラス)
a12月3日㈯、17日㈯
小学1～3年生の親子のアートクラス　時間…13：00～14：30　
c小学1～3年生と保護者（2人1組）　d各8組　e2,000円（材料費含む）
小学3年生～大人のアートクラス　時間…15：30～17：00　
c小学3年生以上（小学3年生は保護者1人同伴）　d各16人
e1,500円（材料費含む）

Word入門（2日間）
a11月26日㈯、27日㈰ 10：30～15：30（昼休憩有り）
cマウスの操作と文字入力ができるかた　d16人　e3,500円（テキスト代含む）
Wordでチラシ作り
a12月2日㈮ 14：00～16：00　cWord経験者　d16人　e1,000円
Excel入門（2日間）
a12月10日㈯、11日㈰ 10：30～15：30（昼休憩有り）
cマウスの操作と文字入力ができるかた　d16人　e3,500円（テキスト代含む）

11月・12月のパソコン講座（18歳以上）

各講座の10日前までにホームページ、往復はがきまたは窓口で
※アートスクール(1カ月全4回コース制)のみ応募締め切りは11月20日㈰
※往復はがきには「氏名（ふりがな）」「住所」「電話番号」「講座名」「希望日
時」をご記入ください(はがき1枚につき、1講座の申し込み)。

※申し込み多数の場合は抽選。定員に達していない場合は、追加募集する
ことがあります。

申
込
方
法（
☆
を
除
く
）

h青森県津軽地方の伝統的な刺し子「こぎん刺し」で小さなオーナメントを作り
ます。
講師…koyuki 氏（こぎん刺し作家）
a11月23日㈷ 9：30～11：30、14：00～16：00　c18歳以上
d各10人　e2,500円（キットと蔓籠代含む。籠は完成品のお渡し）

こぎん刺しで作るオーナメント

つる


