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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。

2023.1　広報かわぐち21

h大型スクリーンを備えたスタジオや会議室、録音や編集、撮影など多目的に使
える防音室の貸し出しを行っています（Wi-Fiが利用できます）。

☆貸出施設のご案内

平日
プレゼンテーションスタジオ
コミュニケーションスタジオ
ミーティングルームA/B
多目的スタジオA
多目的スタジオB

1,040円
780円
520円
360円
220円

2,090円
1,570円
1,040円
720円
420円

2,090円
1,570円
1,040円
720円
420円

3,140円
2,610円
2,090円
1,460円
720円

10:30～12：30 13：00～15：00 15：30～17：30 18：00～21：00

土・日曜、祝日
プレゼンテーションスタジオ
コミュニケーションスタジオ
ミーティングルームA/B
多目的スタジオA
多目的スタジオB

2,090円
1,570円
1,040円
720円
360円

3,140円
2,090円
1,570円
1,090円
720円

3,140円
2,610円
2,090円
1,460円
1,090円

9:30～12：00 12：30～15：00 15：30～18：00

h小さなお子さんと一緒に懐かしのアニメ作品を観ることができます。
上映作品…「クマのプーさん イーヨのおたんじょう日」（16㎜フィルム・28分）
a1月22日㈰ 11：00～　e無料（申し込み不要）

☆キッズみんなでシアター

hホワイトバランス、シャッタースピード、ISO、露出など、撮影をする上で必要な
知識に加えて、レンズの使い方、光の見方などを学びます。

a1月29日㈰ 10：00～12：00、14：00～16：00
cどなたでも（小学3年生以下は保護者1人同伴）　d各12人　e1,500円
oカメラ ※デジカメ、一眼レフ、カメラ機能付きスマートフォンなど（フィルムカメラ以外）

初心者のためのカメラ入門

動画編集ソフトを使ってみよう（18歳以上）
h動画編集ソフト「PowerDirector」を使って動画の加工、BGMやテロップを
つけて動画の編集方法を学ぶ初心者向けの講座です。

a2月18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

土曜アートスクール（1日のみのクラス）
a2月4日㈯、18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年生以上～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）

h1月はお正月飾りを作ります。　a随時　e100円
☆プチワークショップ

hテーブルに投影した映像をタッチしながら、いろいろなお仕事を体験してみま
しょう。ゲーム感覚で遊べます。小さなお子さんも参加できます。

a随時　cどなたでも　e無料

☆プロジェクターで遊ぼう

PowerPoint（2016）入門（2日間）
a1月21日㈯、22日㈰ 10：30～15：30（昼休憩あり）
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）
スマホ初心者相談会
h少人数でテキストを見ながら基本操作をマスターしましょう。
a2月3日㈮ 13：30～15：30
c自分のEメールアドレスが分かるスマートフォン初心者の中高年のかた
d8人　e無料
oスマートフォン ※申し込み時にOS名（AndroidまたはiOS）を明記。
Wordでチラシ作り
a2月19日㈰ 10：30～12：30　cWord経験者　d16人　e1,000円
Excel（2016）入門（2日間）
a2月25日㈯、26日㈰ 10：30～15：30（昼休憩あり）
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）

1月・2月のパソコン講座（18歳以上）

上映作品…「川越の職人―鳶と左官―」（16㎜フィルム・43分）
a1月23日㈪ 11：00～　e無料（申し込み不要）　

☆駅前ふれあいシアター

h小さなお子さんとママ（パパ）のヨーガクラスです。
a1月18日㈬、2月15日㈬ 幼児クラス10：15～11：15、乳児クラス11：30～12：30
d各10組（子どもとママ（パパ）の2人1組） ※複数の子どもとの参加不可
e1,000円　o水分補給のための飲み物（蓋つき）、お気に入りの小さなおもちゃ
※動きやすい服装でお越しください。　

親子でヨーガ

hExcelを使った仕事が多く、毎月の定型作業を自動化して仕事のスピードアッ
プを図りたいかた向けの講座です。VBAとVBE、VBAの文法、マクロのカスタ
マイズなどを学びます。

a2月11日㈷、12日㈰ 9：30～16：30（昼休憩あり）
cExcelのセルやワークシートの操作、基本的な関数、データの並べ替えや抽出
ができるかた

d15人　e5,000円（テキスト代含む）

ビジネスパソコン講座「マクロとVBA（Excel2016）」（2日間）

h大人を対象とした、初心者向けのゆったりヨーガレッスンです。
a1月18日㈬、2月15日㈬ 14：00～15：00　cヨーガ初心者のかた
d各10人　e1,000円　o水分補給のための飲み物（蓋つき）
※動きやすい服装でお越しください。

大人のヨーガ

h講演会「埼玉の鉄道 ―川口周辺を中心にして―」
講師…老川 慶喜 氏（跡見学園女子大学教授）　a2月5日㈰ 14：00～16：00
c18歳以上　d40人　e500円　企画・協力…川口市郷土史会

メディアセブン歴史講座 2月

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

1月1日㈷～4日㈬、20日㈮休館日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。

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1月20日㈮
※往復はがきには「名前（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
）

a1月28日㈯ 14：00～16：00
第1部：上映会「水 土 そして人 ～川口の産業の歴史をたどる～」
第2部：講演会「地図でたどる川口の歴史」

講師…千葉 乙郎 氏（川口市郷土史会 会長）
c18歳以上　d70人　e500円

メディアセブン歴史講座 1月

a2月8日㈬、15日㈬、22日㈬、3月1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）

アートスクール（1カ月全4回コース制）

h家では集中して仕事ができないとお悩みのかた、ワーキングスペースをご利
用ください。読書や勉強にもお使いいただけます（Wi-Fiが利用できます）。

利用時間…【平　日】10：30～13：30、14：00～17：00、17：30～20：30
　　　　　【土日祝】  9：30～12：30、13：00～16：00
座席数…6席
c16歳以上
e各500円
f利用日の3日前から窓口または電話で
※空席があれば当日申し込み可。

☆ワーキングスペースのご案内

h錦糸南天の展示・販売
a1月13日㈮～15日㈰ 9：00～17：00

h春に向けて寄せ植えデザインを学ぶ教室
a1月21日㈯ 14：00～
d20人（先着順）
e3,000円
f1月10日㈫～16日㈪にホームページ内講習会申
込フォームまたは17日㈫までに緑化センターへ
電話で

o筆記用具、軍手、園芸用はさみ
※エプロンなど汚れてもよい服装で、マスクを着用
してください。
※風邪の症状がある場合や体調不良のかたは参加
をお控えください。

※締切日後のキャンセルは、体調不良などの理由が
あってもキャンセル料がかかります。

※参加費はおつりのないようにご協力ください。

a1月29日㈰ 13：30～
話題提供…岡林 里依 氏（美術家・書家）
モデレーター・パネラー…岩崎 敬 氏

（環境デザイナー・元東京
大学先端科学技術研究セ
ンター客員研究員）ほか

d50人（先着順）　e無料
f1月4日㈬～ホームページ内講習会申込フォーム
または緑化センターへ電話で

h接ぎ木に関する講義と接ぎ木体験
a2月4日㈯ 13：30～15：30
d15人（先着順）　e500円
f1月16日㈪～27日㈮に緑化センターへ電話で
※接ぎ木した苗木は持ち帰りできます。

h施設点検のため臨時休所します。
a2月6日㈪、7日㈫

３・５階の会議室と日本間を貸し出しています。
※詳細は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。

第20回緑の学会・ふれあい講演会
～「川口の緑で街を創るVol.2 農業
は文化だ ! 農業をアートする」～

会議室などの利用案内

臨時休所日のお知らせ錦糸南天展

寄せ植えコンテナガーデン教室

接ぎ木技術講習会

b安行領家844-2
i048-296-4021 

TwitterLINE

ホームページ

Instagram

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/

SNSアカウント

休所日 1月1日㈷～3日㈫

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）、1月1日㈷～3日㈫

展示入替のための臨時休館 1月4日㈬～6日㈮

h皆さんからお寄せいただいた手づくりの年賀状を展示す
る〈アートな年賀状展〉は、開館から継続し今回で16回目
を迎えます。はがき1枚にさまざまな気持ちを込めた作品
が新年のアトリアを彩ります。新年を祝う気持ちを分かち
合いに、ご家族やお友達も誘ってぜひお越しください。 

a1月7日㈯～22日㈰
e無料

新春企画展〈アートな年賀状展2023〉
中学生のART CLUB展
h市内中学校の美術系文化部が日頃の活動の成果を発表する展覧会です。
a1月28日㈯～2月5日㈰ ※初日13：00～、最終日15：00まで
e無料　主催…川口市教育委員会

共催展

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

スポーツ情報

h指導員が親切丁寧に最新スキーテクニックを教えます。
（スキーバッジテストあり）

a2月3日㈮～5日㈰ ※2月3日㈮ 9：00に宿舎前に現地集合
b群馬県かたしな高原スキー場　宿舎…みなもと

i0278-58-2358
※車の手配はご相談ください。
e5,000円
fg1月20日㈮までに川口市スキー連盟副会長 勝見へ電話またはEメールで

i090-3555-0769　mkosshy@mou.ne.jp

川口市民スキーレベルアップセミナー

a2月26日㈰ 9：00～開会式　種目…アルペン大回転2本
b群馬県吾妻郡嬬恋村 鹿沢スノーエリア　cどなたでも
e一般3,000円、中・高校生1,500円、小学生1,000円
fg2月16日㈭までに申込書を川口市スキー連盟 上野へ郵送（必着）またはEメ

ールで
mj-cura@h5.dion.ne.jp
i090-1738-9148
〒333-0863 在家町11-23
申込書…川口市スキー連盟

ホームページから
ダウンロード

都市交歓スポーツ大会スキー競技会

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）

f1月18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。

2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

2/11㈷ 10：00～、14：00～
2/12㈰ 10：00～、14：00～

安行スポーツセンター
i048-296-1200 各10人

2/10㈮、13㈪ 10：00～
2/25㈯、27㈪ 19：00～

西スポーツセンター
i048-251-6377 各10人

水・日曜日 14：00～体育武道センター
i048-251-9227 各10人

2/4㈯、7㈫、18㈯、21㈫ 10：00～、19：00～ 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

スポーツセンター（東、西、北、新郷、芝、安行、鳩ヶ谷）…1月1日㈷～4日㈬
体育武道センター、青木町公園総合運動場、戸塚スポーツセンター…1月1日㈷～3日㈫
※プールの利用は、各施設にお問い合わせください。

休所日

川口市スキー連盟
ホームページ
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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。
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h大型スクリーンを備えたスタジオや会議室、録音や編集、撮影など多目的に使
える防音室の貸し出しを行っています（Wi-Fiが利用できます）。

☆貸出施設のご案内

平日
プレゼンテーションスタジオ
コミュニケーションスタジオ
ミーティングルームA/B
多目的スタジオA
多目的スタジオB

1,040円
780円
520円
360円
220円

2,090円
1,570円
1,040円
720円
420円

2,090円
1,570円
1,040円
720円
420円

3,140円
2,610円
2,090円
1,460円
720円

10:30～12：30 13：00～15：00 15：30～17：30 18：00～21：00

土・日曜、祝日
プレゼンテーションスタジオ
コミュニケーションスタジオ
ミーティングルームA/B
多目的スタジオA
多目的スタジオB

2,090円
1,570円
1,040円
720円
360円

3,140円
2,090円
1,570円
1,090円
720円

3,140円
2,610円
2,090円
1,460円
1,090円

9:30～12：00 12：30～15：00 15：30～18：00

h小さなお子さんと一緒に懐かしのアニメ作品を観ることができます。
上映作品…「クマのプーさん イーヨのおたんじょう日」（16㎜フィルム・28分）
a1月22日㈰ 11：00～　e無料（申し込み不要）

☆キッズみんなでシアター

hホワイトバランス、シャッタースピード、ISO、露出など、撮影をする上で必要な
知識に加えて、レンズの使い方、光の見方などを学びます。

a1月29日㈰ 10：00～12：00、14：00～16：00
cどなたでも（小学3年生以下は保護者1人同伴）　d各12人　e1,500円
oカメラ ※デジカメ、一眼レフ、カメラ機能付きスマートフォンなど（フィルムカメラ以外）

初心者のためのカメラ入門

動画編集ソフトを使ってみよう（18歳以上）
h動画編集ソフト「PowerDirector」を使って動画の加工、BGMやテロップを
つけて動画の編集方法を学ぶ初心者向けの講座です。

a2月18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

土曜アートスクール（1日のみのクラス）
a2月4日㈯、18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年生以上～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）

h1月はお正月飾りを作ります。　a随時　e100円
☆プチワークショップ

hテーブルに投影した映像をタッチしながら、いろいろなお仕事を体験してみま
しょう。ゲーム感覚で遊べます。小さなお子さんも参加できます。

a随時　cどなたでも　e無料

☆プロジェクターで遊ぼう

PowerPoint（2016）入門（2日間）
a1月21日㈯、22日㈰ 10：30～15：30（昼休憩あり）
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）
スマホ初心者相談会
h少人数でテキストを見ながら基本操作をマスターしましょう。
a2月3日㈮ 13：30～15：30
c自分のEメールアドレスが分かるスマートフォン初心者の中高年のかた
d8人　e無料
oスマートフォン ※申し込み時にOS名（AndroidまたはiOS）を明記。
Wordでチラシ作り
a2月19日㈰ 10：30～12：30　cWord経験者　d16人　e1,000円
Excel（2016）入門（2日間）
a2月25日㈯、26日㈰ 10：30～15：30（昼休憩あり）
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）

1月・2月のパソコン講座（18歳以上）

上映作品…「川越の職人―鳶と左官―」（16㎜フィルム・43分）
a1月23日㈪ 11：00～　e無料（申し込み不要）　

☆駅前ふれあいシアター

h小さなお子さんとママ（パパ）のヨーガクラスです。
a1月18日㈬、2月15日㈬ 幼児クラス10：15～11：15、乳児クラス11：30～12：30
d各10組（子どもとママ（パパ）の2人1組） ※複数の子どもとの参加不可
e1,000円　o水分補給のための飲み物（蓋つき）、お気に入りの小さなおもちゃ
※動きやすい服装でお越しください。　

親子でヨーガ

hExcelを使った仕事が多く、毎月の定型作業を自動化して仕事のスピードアッ
プを図りたいかた向けの講座です。VBAとVBE、VBAの文法、マクロのカスタ
マイズなどを学びます。

a2月11日㈷、12日㈰ 9：30～16：30（昼休憩あり）
cExcelのセルやワークシートの操作、基本的な関数、データの並べ替えや抽出
ができるかた

d15人　e5,000円（テキスト代含む）

ビジネスパソコン講座「マクロとVBA（Excel2016）」（2日間）

h大人を対象とした、初心者向けのゆったりヨーガレッスンです。
a1月18日㈬、2月15日㈬ 14：00～15：00　cヨーガ初心者のかた
d各10人　e1,000円　o水分補給のための飲み物（蓋つき）
※動きやすい服装でお越しください。

大人のヨーガ

h講演会「埼玉の鉄道 ―川口周辺を中心にして―」
講師…老川 慶喜 氏（跡見学園女子大学教授）　a2月5日㈰ 14：00～16：00
c18歳以上　d40人　e500円　企画・協力…川口市郷土史会

メディアセブン歴史講座 2月

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

1月1日㈷～4日㈬、20日㈮休館日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。

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1月20日㈮
※往復はがきには「名前（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
）

a1月28日㈯ 14：00～16：00
第1部：上映会「水 土 そして人 ～川口の産業の歴史をたどる～」
第2部：講演会「地図でたどる川口の歴史」

講師…千葉 乙郎 氏（川口市郷土史会 会長）
c18歳以上　d70人　e500円

メディアセブン歴史講座 1月

a2月8日㈬、15日㈬、22日㈬、3月1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）

アートスクール（1カ月全4回コース制）

h家では集中して仕事ができないとお悩みのかた、ワーキングスペースをご利
用ください。読書や勉強にもお使いいただけます（Wi-Fiが利用できます）。

利用時間…【平　日】10：30～13：30、14：00～17：00、17：30～20：30
　　　　　【土日祝】  9：30～12：30、13：00～16：00
座席数…6席
c16歳以上
e各500円
f利用日の3日前から窓口または電話で
※空席があれば当日申し込み可。

☆ワーキングスペースのご案内

h錦糸南天の展示・販売
a1月13日㈮～15日㈰ 9：00～17：00

h春に向けて寄せ植えデザインを学ぶ教室
a1月21日㈯ 14：00～
d20人（先着順）
e3,000円
f1月10日㈫～16日㈪にホームページ内講習会申
込フォームまたは17日㈫までに緑化センターへ
電話で

o筆記用具、軍手、園芸用はさみ
※エプロンなど汚れてもよい服装で、マスクを着用
してください。
※風邪の症状がある場合や体調不良のかたは参加
をお控えください。

※締切日後のキャンセルは、体調不良などの理由が
あってもキャンセル料がかかります。

※参加費はおつりのないようにご協力ください。

a1月29日㈰ 13：30～
話題提供…岡林 里依 氏（美術家・書家）
モデレーター・パネラー…岩崎 敬 氏

（環境デザイナー・元東京
大学先端科学技術研究セ
ンター客員研究員）ほか

d50人（先着順）　e無料
f1月4日㈬～ホームページ内講習会申込フォーム
または緑化センターへ電話で

h接ぎ木に関する講義と接ぎ木体験
a2月4日㈯ 13：30～15：30
d15人（先着順）　e500円
f1月16日㈪～27日㈮に緑化センターへ電話で
※接ぎ木した苗木は持ち帰りできます。

h施設点検のため臨時休所します。
a2月6日㈪、7日㈫

３・５階の会議室と日本間を貸し出しています。
※詳細は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。

第20回緑の学会・ふれあい講演会
～「川口の緑で街を創るVol.2 農業
は文化だ ! 農業をアートする」～

会議室などの利用案内

臨時休所日のお知らせ錦糸南天展

寄せ植えコンテナガーデン教室

接ぎ木技術講習会

b安行領家844-2
i048-296-4021 

TwitterLINE

ホームページ

Instagram

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/

SNSアカウント

休所日 1月1日㈷～3日㈫

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）、1月1日㈷～3日㈫

展示入替のための臨時休館 1月4日㈬～6日㈮

h皆さんからお寄せいただいた手づくりの年賀状を展示す
る〈アートな年賀状展〉は、開館から継続し今回で16回目
を迎えます。はがき1枚にさまざまな気持ちを込めた作品
が新年のアトリアを彩ります。新年を祝う気持ちを分かち
合いに、ご家族やお友達も誘ってぜひお越しください。 

a1月7日㈯～22日㈰
e無料

新春企画展〈アートな年賀状展2023〉
中学生のART CLUB展
h市内中学校の美術系文化部が日頃の活動の成果を発表する展覧会です。
a1月28日㈯～2月5日㈰ ※初日13：00～、最終日15：00まで
e無料　主催…川口市教育委員会

共催展

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

スポーツ情報

h指導員が親切丁寧に最新スキーテクニックを教えます。
（スキーバッジテストあり）

a2月3日㈮～5日㈰ ※2月3日㈮ 9：00に宿舎前に現地集合
b群馬県かたしな高原スキー場　宿舎…みなもと

i0278-58-2358
※車の手配はご相談ください。
e5,000円
fg1月20日㈮までに川口市スキー連盟副会長 勝見へ電話またはEメールで

i090-3555-0769　mkosshy@mou.ne.jp

川口市民スキーレベルアップセミナー

a2月26日㈰ 9：00～開会式　種目…アルペン大回転2本
b群馬県吾妻郡嬬恋村 鹿沢スノーエリア　cどなたでも
e一般3,000円、中・高校生1,500円、小学生1,000円
fg2月16日㈭までに申込書を川口市スキー連盟 上野へ郵送（必着）またはEメ

ールで
mj-cura@h5.dion.ne.jp
i090-1738-9148
〒333-0863 在家町11-23
申込書…川口市スキー連盟

ホームページから
ダウンロード

都市交歓スポーツ大会スキー競技会

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）

f1月18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。

2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

2/11㈷ 10：00～、14：00～
2/12㈰ 10：00～、14：00～

安行スポーツセンター
i048-296-1200 各10人

2/10㈮、13㈪ 10：00～
2/25㈯、27㈪ 19：00～

西スポーツセンター
i048-251-6377 各10人

水・日曜日 14：00～体育武道センター
i048-251-9227 各10人

2/4㈯、7㈫、18㈯、21㈫ 10：00～、19：00～ 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

スポーツセンター（東、西、北、新郷、芝、安行、鳩ヶ谷）…1月1日㈷～4日㈬
体育武道センター、青木町公園総合運動場、戸塚スポーツセンター…1月1日㈷～3日㈫
※プールの利用は、各施設にお問い合わせください。

休所日

川口市スキー連盟
ホームページ


