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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。

2023.3　広報かわぐち21

巡回日
1・15㈬
巡回日
2・16㈭
3・17㈮
8・22㈬
9・23㈭
巡回日
10・24㈮

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…3月17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

…3月6日㈪、13日㈪、20日㈪、27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

3月移動図書館あおぞら号 巡回のお知らせ　※雨天中止

横曽根図書館…3月3日㈮まで
前川図書館…3月7日㈫～10日㈮
鳩ヶ谷図書館…3月14日㈫～17日㈮

図書特別整理期間(休館)

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…「はれときどきぶた」（16㎜フィルム・38分）
a3月19日㈰ 11：00～　e無料（申し込み不要）

☆キッズみんなでシアター

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。

a3月14日㈫ 10：30～12：30、14：00～16：00
4月  9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

シルバニアファミリー「わくわくステージショー」
hシルバニア村からショコラウサギのフレアたちが遊びにくるよ。一緒におうた
やダンスで遊びましょう ! 写真撮影やくじ引きもあります ! 写真撮影は1組ず
つ別室に移動して行います。

a4月2日㈰ 10：00、12：00、15：00
cどなたでも（小学3年生以下は保護者同伴） 
d各20組（感染症対策のため、1組3人まで。乳児も人数に含まれます）
e1組1,000円（写真撮影、シルバニアファミリーのお楽しみ抽選くじを1組につ
き1枚、お子さんにはサンバイザー、メディアセブンプチワークショップ参加券） 

oカメラ（カメラつきスマートフォン可）
※感染症対策のため、ショコラウサギのフレアたちと握手など触れ合うことはで
きません。

上映作品…「レベッカ」（DVD・130分 監督：アルフレッド・ヒッチコック）
a3月20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。
a3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、フェイスタオル
※更衣室はありません。動きやすい服装でお越しください。

親子でヨーガ

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。
a3月15日㈬ 14：00～15：00　cヨーガ初心者のかた
d15人　e1,000円　o水分補給のための飲み物（蓋つき）、フェイスタオル
※更衣室はありません。動きやすい服装でお越しください。

大人のヨーガ

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

3月17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。

h3月はポンポンでマスコットを作ります。　a随時　e1個100円
※小学3年生以下は保護者1人同伴

☆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よ
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

パソコンで文字入力
a4月7日㈮ 14：00～16：00
cパソコン未経験者または文字入力初心者
d16人　e1,000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。
a4月16日㈰ 10：30～12：30
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入門（2日間）
a4月22日㈯、23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）

4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3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」
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
）

a4月5日㈬、12日㈬、19日㈬、26日㈬
大人のアートクラス　時間…13：30～15：30
c18歳以上　d20人　e6,000円（材料費含む）
小学生のアートクラス　時間…17：00～18：30
c小学生（小学3年生以下は保護者1人同伴）
d20人　e6,000円（材料費含む）

アートスクール（1カ月全4回コース制）

土曜アートスクール（1日のみのクラス）
a4月8日㈯、22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10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20人　e1,500円（材料費含む）

※カリキュラムなどの詳細はホームページをご確認ください。アートスクール
共通

h家では集中して読書や勉強、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。（Wi-Fiが利用可）。

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

園芸教室「春色コンテナガーデン」緑の相談所（園芸相談）

冒険の森「フィールドアスレチック」

ミニ鉄道

第46回椿展
h多種多様な色彩と花形の和種・洋種・原種の椿
（約80品種100鉢）の展示

a3月4日㈯～21日㈷　b花壇広場 大パーゴラ

hお茶の原料となるチャノキはツバキ科の植物です。
椿展に合わせて茶会を開催します。

a3月4日㈯ 10：00～、10：45～、11：30～、
12：15～、13：00～

b日本庭園茶屋　d各10人　e無料
※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。

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。

a3月1日㈬、4日㈯、5日㈰、8日㈬、11日㈯、
12日㈰、15日㈬、18日㈯、19日㈰、21日㈷、
25日㈯、26日㈰、29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解説をしなが
ら園内を案内します。

a3月12日㈰、26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…コブシ、アンギョウカンザクラ、カタクリ、
ツバキ、ネコヤナギ

※梅林は改修工事により閉鎖エリアとなっています。

h春から初夏にかけて楽しめる花の寄せ植えづくり
講師…上田 奈美 氏（日本ハンギングバスケット協会）
a4月16日㈰ 10：00～12：00
d20人（先着順）
e3,300円 ※別途入園料が必要
f3月20日㈪ 12：30～グリーンセンターホームペ
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。
※ご利用にあたっては、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。

園内ガイドツアー

園内開花案内

椿展茶会

グリーンセンター
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

休園日 3月…7日㈫、14日㈫、22日㈬
4月…11日㈫、18日㈫、25日㈫

http://greencenter.1110city.com/ ※臨時開園日…3月28日㈫、4月4日㈫

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

h3月21日㈷まで開催中の企画展「小
谷三志」の図録は、残り部数に限りが
あります。川口の偉人・小谷三志の生
涯と功績などを全40ページにまとめ
た1冊。この機会にぜひ手に入れてく
ださい !

e1冊100円
※館内の見学には、別途入場料が必要
（一般…100円、小・中学生…50円）
※電話予約や取り置きはできません。
bg郷土資料館

h川口の鋳物工場でさかんに作られていた
ベーゴマ。「やってみたいけれど、回し方が分
からない・ひもが巻けない」「練習しても上手
にならない」そんな悩みを解消する学習支援
コンテンツの配信を開始しました。YouTube
動画で段階別に説明しているので、繰り返し
視聴して練習することができます。
＜視聴方法＞
「うち★博」で検索 → 最新動画 全6本
学習支援コンテンツ「おうちで博物館～うち★博～」に掲載

企画展図録『小谷三志』をGETしよう !川口の鋳物・ベーゴマをおうちで回してみよう!

うち★博はコチラから▶

hスポーツ、文化、ボランティア活動時などの不慮の事故に対する備えです。
cスポーツ活動や文化活動などを行う4人以上の団体
※掛金、補償内容などは「スポーツ安全保険のしおり」または「あらまし」をご確認
ください。

※加入手続きは、従来の加入依頼書からインターネットでの受け
付けに変更しました。

※詳細はスポーツ安全協会ホームページをご確認ください。
しおり・あらまし配布場所…スポーツ課（分庁舎1階）、

スポーツ施設、公民館
g（公財）スポーツ安全協会埼玉県支部　i048-779-9580

スポーツ情報
令和5年度スポーツ安全保険受付開始

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。
a15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）

f3月15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。

※感染状況により定員を変更する場合があります。

4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

4/15㈯ 10：00～、19：00～
4/16㈰ 10：00～、14：00～

安行スポーツセンター
i048-296-1200 各10人

4/10㈪、14㈮ 10：00～
4/22㈯、24㈪ 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

4/1㈯、4㈫、15㈯、18日㈫ 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～、18：30～
11：30～、14：00～、18：30～
11:00～、14：00～、18：30～

火曜日
木曜日
土・日曜、祝日
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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。
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巡回日
1・15㈬
巡回日
2・16㈭
3・17㈮
8・22㈬
9・23㈭
巡回日
10・24㈮

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…3月17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

…3月6日㈪、13日㈪、20日㈪、27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

3月移動図書館あおぞら号 巡回のお知らせ　※雨天中止

横曽根図書館…3月3日㈮まで
前川図書館…3月7日㈫～10日㈮
鳩ヶ谷図書館…3月14日㈫～17日㈮

図書特別整理期間(休館)

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…「はれときどきぶた」（16㎜フィルム・38分）
a3月19日㈰ 11：00～　e無料（申し込み不要）

☆キッズみんなでシアター

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。

a3月14日㈫ 10：30～12：30、14：00～16：00
4月  9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

シルバニアファミリー「わくわくステージショー」
hシルバニア村からショコラウサギのフレアたちが遊びにくるよ。一緒におうた
やダンスで遊びましょう ! 写真撮影やくじ引きもあります ! 写真撮影は1組ず
つ別室に移動して行います。

a4月2日㈰ 10：00、12：00、15：00
cどなたでも（小学3年生以下は保護者同伴） 
d各20組（感染症対策のため、1組3人まで。乳児も人数に含まれます）
e1組1,000円（写真撮影、シルバニアファミリーのお楽しみ抽選くじを1組につ
き1枚、お子さんにはサンバイザー、メディアセブンプチワークショップ参加券） 

oカメラ（カメラつきスマートフォン可）
※感染症対策のため、ショコラウサギのフレアたちと握手など触れ合うことはで
きません。

上映作品…「レベッカ」（DVD・130分 監督：アルフレッド・ヒッチコック）
a3月20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。
a3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、フェイスタオル
※更衣室はありません。動きやすい服装でお越しください。

親子でヨーガ

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。
a3月15日㈬ 14：00～15：00　cヨーガ初心者のかた
d15人　e1,000円　o水分補給のための飲み物（蓋つき）、フェイスタオル
※更衣室はありません。動きやすい服装でお越しください。

大人のヨーガ

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

3月17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。

h3月はポンポンでマスコットを作ります。　a随時　e1個100円
※小学3年生以下は保護者1人同伴

☆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よ
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

パソコンで文字入力
a4月7日㈮ 14：00～16：00
cパソコン未経験者または文字入力初心者
d16人　e1,000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。
a4月16日㈰ 10：30～12：30
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入門（2日間）
a4月22日㈯、23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）

4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3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」
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
）

a4月5日㈬、12日㈬、19日㈬、26日㈬
大人のアートクラス　時間…13：30～15：30
c18歳以上　d20人　e6,000円（材料費含む）
小学生のアートクラス　時間…17：00～18：30
c小学生（小学3年生以下は保護者1人同伴）
d20人　e6,000円（材料費含む）

アートスクール（1カ月全4回コース制）

土曜アートスクール（1日のみのクラス）
a4月8日㈯、22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10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20人　e1,500円（材料費含む）

※カリキュラムなどの詳細はホームページをご確認ください。アートスクール
共通

h家では集中して読書や勉強、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。（Wi-Fiが利用可）。

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

園芸教室「春色コンテナガーデン」緑の相談所（園芸相談）

冒険の森「フィールドアスレチック」

ミニ鉄道

第46回椿展
h多種多様な色彩と花形の和種・洋種・原種の椿
（約80品種100鉢）の展示

a3月4日㈯～21日㈷　b花壇広場 大パーゴラ

hお茶の原料となるチャノキはツバキ科の植物です。
椿展に合わせて茶会を開催します。

a3月4日㈯ 10：00～、10：45～、11：30～、
12：15～、13：00～

b日本庭園茶屋　d各10人　e無料
※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。

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。

a3月1日㈬、4日㈯、5日㈰、8日㈬、11日㈯、
12日㈰、15日㈬、18日㈯、19日㈰、21日㈷、
25日㈯、26日㈰、29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解説をしなが
ら園内を案内します。

a3月12日㈰、26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…コブシ、アンギョウカンザクラ、カタクリ、
ツバキ、ネコヤナギ

※梅林は改修工事により閉鎖エリアとなっています。

h春から初夏にかけて楽しめる花の寄せ植えづくり
講師…上田 奈美 氏（日本ハンギングバスケット協会）
a4月16日㈰ 10：00～12：00
d20人（先着順）
e3,300円 ※別途入園料が必要
f3月20日㈪ 12：30～グリーンセンターホームペ
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。
※ご利用にあたっては、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。

園内ガイドツアー

園内開花案内

椿展茶会

グリーンセンター
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

休園日 3月…7日㈫、14日㈫、22日㈬
4月…11日㈫、18日㈫、25日㈫

http://greencenter.1110city.com/ ※臨時開園日…3月28日㈫、4月4日㈫

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

h3月21日㈷まで開催中の企画展「小
谷三志」の図録は、残り部数に限りが
あります。川口の偉人・小谷三志の生
涯と功績などを全40ページにまとめ
た1冊。この機会にぜひ手に入れてく
ださい !

e1冊100円
※館内の見学には、別途入場料が必要
（一般…100円、小・中学生…50円）
※電話予約や取り置きはできません。
bg郷土資料館

h川口の鋳物工場でさかんに作られていた
ベーゴマ。「やってみたいけれど、回し方が分
からない・ひもが巻けない」「練習しても上手
にならない」そんな悩みを解消する学習支援
コンテンツの配信を開始しました。YouTube
動画で段階別に説明しているので、繰り返し
視聴して練習することができます。
＜視聴方法＞
「うち★博」で検索 → 最新動画 全6本
学習支援コンテンツ「おうちで博物館～うち★博～」に掲載

企画展図録『小谷三志』をGETしよう !川口の鋳物・ベーゴマをおうちで回してみよう!

うち★博はコチラから▶

hスポーツ、文化、ボランティア活動時などの不慮の事故に対する備えです。
cスポーツ活動や文化活動などを行う4人以上の団体
※掛金、補償内容などは「スポーツ安全保険のしおり」または「あらまし」をご確認
ください。

※加入手続きは、従来の加入依頼書からインターネットでの受け
付けに変更しました。

※詳細はスポーツ安全協会ホームページをご確認ください。
しおり・あらまし配布場所…スポーツ課（分庁舎1階）、

スポーツ施設、公民館
g（公財）スポーツ安全協会埼玉県支部　i048-779-9580

スポーツ情報
令和5年度スポーツ安全保険受付開始

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。
a15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）

f3月15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。

※感染状況により定員を変更する場合があります。

4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

4/15㈯ 10：00～、19：00～
4/16㈰ 10：00～、14：00～

安行スポーツセンター
i048-296-1200 各10人

4/10㈪、14㈮ 10：00～
4/22㈯、24㈪ 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

4/1㈯、4㈫、15㈯、18日㈫ 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～、18：30～
11：30～、14：00～、18：30～
11:00～、14：00～、18：30～

火曜日
木曜日
土・日曜、祝日


