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新型コロナウイルス感染症対策のため、臨時休館・休園をすることがあります。
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。

スポーツ教室

スポーツ情報

ピラティス教室
a11月4日～令和3年1月13日（12月30日を除く）

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
d10人（先着順）
e3，000円（別途毎回ロッカー代50円）
f10月12日㈪～18日㈰ 8：30～20：00
　（最終日は16：00まで）に電話で

女性水泳教室
a11月10日～令和3年1月12日
（12月29日、1月5日を除く）の火曜日(全8回)
13：00～15：00

c市内在住・在勤の18歳以上の女性
d15人（先着順）
e2，400円（別途毎回ロッカー代50円）
f10月19日㈪～25日㈰ 8：30～20：00
　（最終日は16：00まで）に電話で

●東スポーツセンター　i048-222-4990
硬式テニス教室
a11月6日～24日の火・金曜日（全6回） 11：00～13：00
　（予備日 11月27日㈮、12月1日㈫、4日㈮）
c市内在住・在勤の18歳以上のかた
d24人
e3，000円（保険料含む）
f10月12日㈪～14日㈬ 9：00～17：00に電話で　
※申し込み多数の場合は10月15日㈭ 10：00～公開抽選
※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）

●青木町公園総合運動場　i048-251-6893

●（公財）川口市スポーツ協会　i048-254-3575
ジョギングセミナー
a11月7日㈯ 10：00～12：00（雨天中止）
b青木町公園陸上競技場
講師…片岡 純子 氏（第4・5回世界選手権大会1万メートル日本代表）
c市内在住・在勤の小学生以上のかた
d100人（先着順）
e500円（小学生は無料、保険料含む）
f10月7日㈬ 9：00～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）

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）　
f10月21日㈬ 9：00～電話で（先着順）
o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
（運転免許証、保険証、学生証など住所が分かるもの）

※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。

11月分トレーニングルーム利用者講習会

11/9㈪、13㈮ 10：00～（1回のみ）
11/28㈯ 19：00～（1回のみ）

11/14㈯ 10：00～（1回目）、19：00～（2回目）
11/15㈰ 10：00～（1回目）、14：00～（2回目）
日曜日14：00～（1回のみ）
11/11㈬、25㈬ 14：00～（1回のみ）

開催日時

西スポーツセンター
i048-251-6377

安行スポーツセンター
i048-296-1200
体育武道センター
i048-251-9227

戸塚スポーツセンター
i048-298-9993

施設名

東スポーツセンター
i048-222-4990

各3人

各3人

各2人

各3人

定員

火・木・土曜日
14:00～（1回目）、20：00～（2回目）
日曜、祝日
14:00～（1回のみ）

11/3㈷ 10：00～（1回のみ）
11/7㈯、17㈫、21㈯
10：00～（1回目）、19：00～（2回目）

各3人

メディアセブン
10月の休館日…16日㈮  
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　
http://www.mediaseven.jp/

申込方法
（★を除く）

★メディアセブン映像公開ライブラリー
h川口市に関連するアーカイブス映像の視聴コーナーを設置しました。

将来に残す価値のある貴重な映像をご覧いただけます。
公開コンテンツ…９作品（順次追加します）　
e無料

★上映会と講演会「川口の偉人～伊奈忠治～」
hメディアセブン映像公開ライブラリー開設記念として川口市に関する映像の

上映会と講演を行います。
テーマ…川口の偉人～伊奈忠治～
講師…出野 雄也 （文化財センター分館 郷土資料館 学芸員）
a11月1日㈰ 14：00～16：00
cどなたでも　
e無料　d30人

★ワーキングスペースの貸し出し
Wi-Fiが使用できるワーキングスペースを貸し出します。パーテーションで仕切
られた落ち着いた環境でリモートワークや読書・学習にご利用いただけます。
利用開始日…10月5日㈪
利用時間…【平日】①10：30～13：30　②14：00～17：00　③17：30～20：30
　　　　　【土・日曜、祝日】①9：30～12：30　②13：00～16：00
e時間区分ごとに500円
座席数…６席
利用方法…電話予約（３日前から受付）
　　　　　※当日直接来館し空席があれば利用できます。

初心者のためのカメラ入門
hカメラで写真を撮るための初心者向けの講座です。

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。
写真を楽しみながら学び、参加者同士で写真交流を図れるようなワーク
ショップを行います。

a10月31日㈯ 14：00～16：00
cどなたでも(小学3年生以下は保護者同伴)
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（フィルムカメラを除く）
d10人
e1,500円

動画編集ソフトを使ってみよう
hPowerDirector（動画編集ソフト）を使って動

画を加工したり、BGMやテロップをつけたり動
画の編集方法を学ぶ初心者向けの講座です。
パソコン操作が不安なかたも楽しくゆっくりと
学ぶことができます。

a10月29日㈭ 10：30～12：30
c初めて動画編集ソフトを使用するかた
d4人
e1,000円

パソコン講座　初級編

楽しく作ろう年賀状
a11月6日㈮ 10：30～12：30
c18歳以上でマウスの操作と文字入力ができるかた
d16人　
e1,000円（テキスト代含む）
パソコンで文字入力
a11月6日㈮ 13：30～15：30
c18歳以上で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）　　
よく使われるExcel関数
a11月10日㈫ 10：30～12：30
c18歳以上　Excel経験者
d16人　
e1,000円（テキスト代含む）
Wordでチラシ作り
a11月10日㈫ 13：30～15：30
c18歳以上　Word経験者
d16人　
e1,000円（テキスト代含む）
パソコンで写真加工
a11月15日㈰ 10：30～12：30
c18歳以上でマウスの操作と文字入力ができるかた
d16人　
e1,000円（テキスト代含む）
Word（2016）入門講座（2日間）
a11月28日㈯、29日㈰ 10：30～15：30
　※昼休憩あり
c18歳以上で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）

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。
※申し込み多数の場合は抽選

空手道形教室
a小学生クラス…11月2日～30日の月曜日(11月23日を除く)（全4回)

17：30～19：00
　中学生以上一般クラス…11月6日～27日の金曜日(全4回) 17：30～19：00
b体育武道センター柔道場
d15人(先着順)
e2,000円 (保険料含む)
f10月10日㈯ 9：00～川口市空手道連盟

事務局へ電話または住所・氏名(未成年
者は保護者の氏名も)・年齢・電話番号・
メールアドレスを記入の上、Eメールで 
　i048-294-2601　
　mkawakuuren@jcom.zaq.ne.jp 大人のアートスクール「花の水彩画」

a１０月２８日㈬ 13:00～15:00
c18歳以上
d１６人
e１，５００円（材料費含む）

子どものアートスクール「静物水彩（花）」
■小学1～３年生クラス
a１０月２８日㈬ 15:40～17:00
d8人（保護者同伴）
e１，５００円（材料費含む）
■小学４～6年生クラス
a１０月２８日㈬ 17:30～19:00
d16人
e１，５００円（材料費含む）

★テディベア特選展
h日本の著名なテディべア作家約30人の作品の展示。
　一期一会の出会いをお楽しみください。
展示協力…蓼科テディベア美術館
a10月15日㈭まで　cどなたでも　e無料

簡単プログラミング言語「ビスケット」でプログラミング
h自分で描いた絵を動かしながらプロ

グラミングを学びます。「コンピュー
ターってこういうものなんだ」と直感
的に知り、ワクワクした気持ちで、楽
しみながらプログラミングを学ぶこ
とができます。

a10月26日㈪ 17：00～18：30
c初めて受講する小学生以上（小学3

年生以下は保護者同伴）
d5人　e1,000円　

川口ジュニアアーティスティックスイミング初心者講習会
a10月12日㈪、19日㈪、26日㈪（全3回） 
　19:00～20:30
b北スポーツセンター
cクロール、背泳ぎ、平泳ぎ全ての種目で
　25ｍ以上泳げる小・中学生
d20人（先着順）　
e3，000円
fg10月8日㈭（必着）までに住所、氏名、年齢（学年も）、電話番号、性別を記

入の上、〒330-0052さいたま市浦和区本太3-10-16　佐藤恭子（埼玉県
水泳連盟）へ往復はがきまたはEメールで
i090-2569-7479　msatotic.kyon＠gmail.com

a10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。）
f10月1日㈭ 9：00～電話で

田中（おもちゃドクター） i080-5448-9659

内覧・入札期間…10月17日㈯～25日㈰
（19日㈪を除く）

時間…９：00～16：00
結果発表…落札者のみご連絡します。

当分の間、実施しません。

当分の間、開館時間を下記のとおりとしています。
a10：00～12：00、13：00～15：00

休館日…月曜日（祝日の場合は翌平日）
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。
①10：00～13：00　②15：00～19：00
※①②間の時間は館内消毒のため入場できません。
※プールと更衣室のみの利用となります。
f10：00～17：00に電話で（利用日の1週間前から

受け付け。休館日を除く）

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

※館内各施設を利用の際は必ずマスク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。

おもちゃの病院（毎月第2日曜日）

リサイクルショップ（3階）

サンアール朝日（5階）  i048-228-5303

リサイクル家具類販売（競争入札）

朝いち親子フリーマーケット

※利用条件と施設の貸し出しに一部制限があります。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。
※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。
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新型コロナウイルス感染症対策のため、臨時休館・休園をすることがあります。
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。

スポーツ教室

スポーツ情報

ピラティス教室
a11月4日～令和3年1月13日（12月30日を除く）

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
d10人（先着順）
e3，000円（別途毎回ロッカー代50円）
f10月12日㈪～18日㈰ 8：30～20：00
　（最終日は16：00まで）に電話で

女性水泳教室
a11月10日～令和3年1月12日
（12月29日、1月5日を除く）の火曜日(全8回)
13：00～15：00

c市内在住・在勤の18歳以上の女性
d15人（先着順）
e2，400円（別途毎回ロッカー代50円）
f10月19日㈪～25日㈰ 8：30～20：00
　（最終日は16：00まで）に電話で

●東スポーツセンター　i048-222-4990
硬式テニス教室
a11月6日～24日の火・金曜日（全6回） 11：00～13：00
　（予備日 11月27日㈮、12月1日㈫、4日㈮）
c市内在住・在勤の18歳以上のかた
d24人
e3，000円（保険料含む）
f10月12日㈪～14日㈬ 9：00～17：00に電話で　
※申し込み多数の場合は10月15日㈭ 10：00～公開抽選
※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）

●青木町公園総合運動場　i048-251-6893

●（公財）川口市スポーツ協会　i048-254-3575
ジョギングセミナー
a11月7日㈯ 10：00～12：00（雨天中止）
b青木町公園陸上競技場
講師…片岡 純子 氏（第4・5回世界選手権大会1万メートル日本代表）
c市内在住・在勤の小学生以上のかた
d100人（先着順）
e500円（小学生は無料、保険料含む）
f10月7日㈬ 9：00～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）

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）　
f10月21日㈬ 9：00～電話で（先着順）
o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
（運転免許証、保険証、学生証など住所が分かるもの）

※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。

11月分トレーニングルーム利用者講習会

11/9㈪、13㈮ 10：00～（1回のみ）
11/28㈯ 19：00～（1回のみ）

11/14㈯ 10：00～（1回目）、19：00～（2回目）
11/15㈰ 10：00～（1回目）、14：00～（2回目）
日曜日14：00～（1回のみ）
11/11㈬、25㈬ 14：00～（1回のみ）

開催日時

西スポーツセンター
i048-251-6377

安行スポーツセンター
i048-296-1200
体育武道センター
i048-251-9227

戸塚スポーツセンター
i048-298-9993

施設名

東スポーツセンター
i048-222-4990

各3人

各3人

各2人

各3人

定員

火・木・土曜日
14:00～（1回目）、20：00～（2回目）
日曜、祝日
14:00～（1回のみ）

11/3㈷ 10：00～（1回のみ）
11/7㈯、17㈫、21㈯
10：00～（1回目）、19：00～（2回目）

各3人

メディアセブン
10月の休館日…16日㈮  
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　
http://www.mediaseven.jp/

申込方法
（★を除く）

★メディアセブン映像公開ライブラリー
h川口市に関連するアーカイブス映像の視聴コーナーを設置しました。

将来に残す価値のある貴重な映像をご覧いただけます。
公開コンテンツ…９作品（順次追加します）　
e無料

★上映会と講演会「川口の偉人～伊奈忠治～」
hメディアセブン映像公開ライブラリー開設記念として川口市に関する映像の

上映会と講演を行います。
テーマ…川口の偉人～伊奈忠治～
講師…出野 雄也 （文化財センター分館 郷土資料館 学芸員）
a11月1日㈰ 14：00～16：00
cどなたでも　
e無料　d30人

★ワーキングスペースの貸し出し
Wi-Fiが使用できるワーキングスペースを貸し出します。パーテーションで仕切
られた落ち着いた環境でリモートワークや読書・学習にご利用いただけます。
利用開始日…10月5日㈪
利用時間…【平日】①10：30～13：30　②14：00～17：00　③17：30～20：30
　　　　　【土・日曜、祝日】①9：30～12：30　②13：00～16：00
e時間区分ごとに500円
座席数…６席
利用方法…電話予約（３日前から受付）
　　　　　※当日直接来館し空席があれば利用できます。

初心者のためのカメラ入門
hカメラで写真を撮るための初心者向けの講座です。

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。
写真を楽しみながら学び、参加者同士で写真交流を図れるようなワーク
ショップを行います。

a10月31日㈯ 14：00～16：00
cどなたでも(小学3年生以下は保護者同伴)
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（フィルムカメラを除く）
d10人
e1,500円

動画編集ソフトを使ってみよう
hPowerDirector（動画編集ソフト）を使って動

画を加工したり、BGMやテロップをつけたり動
画の編集方法を学ぶ初心者向けの講座です。
パソコン操作が不安なかたも楽しくゆっくりと
学ぶことができます。

a10月29日㈭ 10：30～12：30
c初めて動画編集ソフトを使用するかた
d4人
e1,000円

パソコン講座　初級編

楽しく作ろう年賀状
a11月6日㈮ 10：30～12：30
c18歳以上でマウスの操作と文字入力ができるかた
d16人　
e1,000円（テキスト代含む）
パソコンで文字入力
a11月6日㈮ 13：30～15：30
c18歳以上で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）　　
よく使われるExcel関数
a11月10日㈫ 10：30～12：30
c18歳以上　Excel経験者
d16人　
e1,000円（テキスト代含む）
Wordでチラシ作り
a11月10日㈫ 13：30～15：30
c18歳以上　Word経験者
d16人　
e1,000円（テキスト代含む）
パソコンで写真加工
a11月15日㈰ 10：30～12：30
c18歳以上でマウスの操作と文字入力ができるかた
d16人　
e1,000円（テキスト代含む）
Word（2016）入門講座（2日間）
a11月28日㈯、29日㈰ 10：30～15：30
　※昼休憩あり
c18歳以上で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）

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。
※申し込み多数の場合は抽選

空手道形教室
a小学生クラス…11月2日～30日の月曜日(11月23日を除く)（全4回)

17：30～19：00
　中学生以上一般クラス…11月6日～27日の金曜日(全4回) 17：30～19：00
b体育武道センター柔道場
d15人(先着順)
e2,000円 (保険料含む)
f10月10日㈯ 9：00～川口市空手道連盟

事務局へ電話または住所・氏名(未成年
者は保護者の氏名も)・年齢・電話番号・
メールアドレスを記入の上、Eメールで 
　i048-294-2601　
　mkawakuuren@jcom.zaq.ne.jp 大人のアートスクール「花の水彩画」

a１０月２８日㈬ 13:00～15:00
c18歳以上
d１６人
e１，５００円（材料費含む）

子どものアートスクール「静物水彩（花）」
■小学1～３年生クラス
a１０月２８日㈬ 15:40～17:00
d8人（保護者同伴）
e１，５００円（材料費含む）
■小学４～6年生クラス
a１０月２８日㈬ 17:30～19:00
d16人
e１，５００円（材料費含む）

★テディベア特選展
h日本の著名なテディべア作家約30人の作品の展示。
　一期一会の出会いをお楽しみください。
展示協力…蓼科テディベア美術館
a10月15日㈭まで　cどなたでも　e無料

簡単プログラミング言語「ビスケット」でプログラミング
h自分で描いた絵を動かしながらプロ

グラミングを学びます。「コンピュー
ターってこういうものなんだ」と直感
的に知り、ワクワクした気持ちで、楽
しみながらプログラミングを学ぶこ
とができます。

a10月26日㈪ 17：00～18：30
c初めて受講する小学生以上（小学3

年生以下は保護者同伴）
d5人　e1,000円　

川口ジュニアアーティスティックスイミング初心者講習会
a10月12日㈪、19日㈪、26日㈪（全3回） 
　19:00～20:30
b北スポーツセンター
cクロール、背泳ぎ、平泳ぎ全ての種目で
　25ｍ以上泳げる小・中学生
d20人（先着順）　
e3，000円
fg10月8日㈭（必着）までに住所、氏名、年齢（学年も）、電話番号、性別を記

入の上、〒330-0052さいたま市浦和区本太3-10-16　佐藤恭子（埼玉県
水泳連盟）へ往復はがきまたはEメールで
i090-2569-7479　msatotic.kyon＠gmail.com

a10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。）
f10月1日㈭ 9：00～電話で

田中（おもちゃドクター） i080-5448-9659

内覧・入札期間…10月17日㈯～25日㈰
（19日㈪を除く）

時間…９：00～16：00
結果発表…落札者のみご連絡します。

当分の間、実施しません。

当分の間、開館時間を下記のとおりとしています。
a10：00～12：00、13：00～15：00

休館日…月曜日（祝日の場合は翌平日）
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。
①10：00～13：00　②15：00～19：00
※①②間の時間は館内消毒のため入場できません。
※プールと更衣室のみの利用となります。
f10：00～17：00に電話で（利用日の1週間前から

受け付け。休館日を除く）

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

※館内各施設を利用の際は必ずマスク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。

おもちゃの病院（毎月第2日曜日）

リサイクルショップ（3階）

サンアール朝日（5階）  i048-228-5303

リサイクル家具類販売（競争入札）

朝いち親子フリーマーケット

※利用条件と施設の貸し出しに一部制限があります。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。
※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。


