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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

女性のためのストレッチ＆ピラティス教室 
a2月5日～3月26日の金曜日(全8回) 10：00～12：00
bエアロビクススタジオ
c市内在住・在勤の女性　
d15人　
e3,000円 (保険料含む)
f1月12日㈫～14日㈭ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合は、1月15日㈮ 10：00～公開抽選

●体育武道センター　i048-251-9227

ジュニアソフトテニス教室
a2月20日㈯ 10：00～12：00
b青木町公園総合運動場（庭球場）
c市内在住の小学生でソフトテニス経験者　
d50人（先着順）
e100円 (保険料)　※当日納付
f1月25日㈪～2月1日㈪ 9：00～17：00に電話で

●青木町公園総合運動場　i048-251-6893

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）　
f1月20日㈬ 9：00～電話で（先着順）
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（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。

2月分トレーニングルーム利用者講習会

2/ 8 ㈪、12㈮ 10：00～（1回のみ）
2/22㈪、27㈯ 19：00～（1回のみ）

2/13㈯ 10：00～（1回目）、19：00～（2回目）
2/14㈰ 10：00～（1回目）、14：00～（2回目）
日曜日14：00～（1回のみ）
2/10㈬、24㈬ 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3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）

2/2㈫、6㈯、16㈫、20㈯
10：00～（1回目）、19：00～（2回目） 各3人

※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。

※安行スポーツセンター屋内プールは天井などの改修工事により3月まで休止します。

川口市民スキーレベルアップセミナー
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5日㈮～7日㈰
b群馬県かたしな高原スキー場　
宿舎…みなもと旅館　i0278-58-2358
※2月5日㈮ 9：00に現地（宿舎前）集合
　（車の手配ご相談ください）　
e5,000円
fg川口市スキー連盟理事長 勝見
〒334-0057 安行原1624-12
i048-295-1235 ・ 090-3555-0769
mkosshy@mou.ne.jp
川口市スキー連盟ホームページ http://www17.plala.or.jp/ski-kawaguchi/

スポーツ情報

　各図書館（分室、文庫除く）では、
一定期間テーマを決めて関連する
本を展示貸出するコーナー（棚）を
設置しています。
　旬な話題や注目されているテー
マに関連する本や市内のイベント
などと連携した本、季節の本、図書
館員がおすすめする本など、図書
館ごとにさまざまなテーマを決め
て実施しています。図書館へご来
館の際はお立ち寄りください。

1月の休館日（館内整理日を含む）　  中央図書館…1日㈷～4日㈪、15日（第3金曜日）
新郷・横曽根・戸塚・鳩ヶ谷図書館、芝園分室…1日㈷～4日㈪、12日㈫、18日㈪、25日㈪、29日㈮
※前川図書館は移転準備のため休館中　　　　　　　https://www.kawaguchi-lib.jp/
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。

テーマ展示コーナー

Twitterホームページ図書館

巡回日

6・20㈬

巡回日

7・21㈭

15㈮

13・27㈬

14・28㈭

巡回日

8・22㈮

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

1月移動図書館あおぞら号 巡回 ※雨天中止

文化財センター
休館日…月曜日（祝日の場合は翌平日）
開館時間…9：30～16：30（入館は16：00まで）
http://www.kawaguchi-bunkazai.jp/center/　

文化財センター…本町1-17-1　i048-222-1061
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　i048-222-1061
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
　　　　　　　　i048-222-1061（文化財センター）
※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。

冬の企画展　「82校だヨ！全員集合～川口学校展～」
　市立の幼稚園（2園）、小・中学校（分校を含
む、79校）、高等学校（1校）の歴史、校章の由
来、校歌、そして昔と今の写真を一堂に集めて、
市の移り変わりをたどります。
a1月21日㈭～3月21日㈰ 9：30～16：30
b本会場…郷土資料館

サテライト会場…文化財センター
関連企画…昭和32年当時の鳩ヶ谷小学校や荒川の土手、鋳物工

場など市内各所で撮影された児童劇映画『壁をぬる
子供たち』を期間中、常時上映します。

映像製作…東映株式会社 教育映画部

「川口市史料叢書第二集 御用留近代編第1巻」の販売
h明治元（1868）年から明治5（1872）年にかけて、

旧榛松村・原村の村役人が明治政府や県からの
通達や布令、当時の出来事を記録した「御用留」
12冊を解読収録しました。国家体制を変える政
策や村の行政の事務手続きの通達、戊辰戦争に
よる新政府からの人員の提供など、当時の状況
を知ることができる資料図書です。

ab1月26日㈫ 9:00～文化財センター窓口で
　　（売り切れ次第終了）
e1，500円
g文化財課　i048-222-1061

アートギャラリー・アトリア 休館日…月曜日（祝日の場合は翌平日）

開館時間…10：00～18：00　※入館は17：30まで
i048-253-0222　http://www.atlia.jp/　

※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。

ホームページ

年始・展示入替のための臨時休館…1月1日㈷～7日㈭　

h応募された全ての年賀状を一堂に展示
します。子どもから大人まで誰もが気軽
に参加できる本展は、開館以来今年で
14回目となります。
仕事や学校の授業もリモートが推奨さ
れ、親しい人と思うように会えないこの
頃。送り主の手のぬくもりが伝わる年
賀状はこれまで以上に格別な味わいを
もって、心と心をつないでくれることで
しょう。新たな一年の幸を願い、工夫や
ユーモアの込められた作品の数々をど
うぞご覧ください。

a1月8日㈮～31日㈰
e無料

hお正月にちなんだゲームや工作を楽しむ「アートなお正月あ
そび」。当館ボランティアが行っている毎年恒例のイベント
を、おうちでできるかたちにアレンジしました。気軽につくっ
て遊べる工作キットを配布します。ご家族と一緒にお楽しみ
ください。

配布日時…新春企画展開催中の日曜日 13:00～16:00
c未就学児～小学生
d各25人（先着順）

ご注意
・キット配布は対象のかた１人１回とします。
・予約や代理での受け取りはできません。配布日時に来館の

かたへ１つずつ、直接お渡しします。
・キットは全て同じ内容ですが、スタッフやボランティアの手づ

くりのため、個体により多少の差があります。ご了承くださ
い。

新春企画展〈アートな年賀状展2021〉 「アートなお正月あそび」キット無料配布

貸しギャラリーのご案内 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利用できます。
詳細はアトリアホームページをご覧ください。

グリーンセンター
休園日… 火曜日、1日㈷、2日㈯、4日㈪

火曜日（23日㈷を除く）、24日㈬
１月
２月

i048-281-2319　http://greencenter.1110city.com/　

※1月3日㈰は新年特別無料開園（アイススケート場は有料）
開園時間…9：00～17：00（入園は16：00まで） 

a2月20日㈯ 10：00～11：30
bレストラン1階
d15人（先着順）
e500円
講師…グリーンセンター職員
f1月27日㈬ 12：30～電話で

a2月28日㈰まで
①9：00～12：20
②12：40～16：00
総入替制

入場可能人数…各100人
休場日…火曜日（2月23日㈷は除く）、

1月1日㈷、2月24日㈬
※悪天候やリンクコンディション不良のため休場す

る場合があります。
e一般550円

高校生（学生証提示者）330円
子ども（４歳～中学生）220円

※市内在住の68歳以上のかたは入場無料（住所、
年齢の確認できる保険証などの公的証明書を提
示）

貸靴代…400円
貸しロッカー代…有料
※マスク・手袋着用
※6歳未満は保護者（18歳以上）同伴（保護者1人

につき2人まで）
※早朝・夜間に、アイススケート場の貸し切りができ

ます。詳細はお問い合わせください。
gアイススケート場
　i048-281-2524（開場期間中）

運行時間…10：00～15：00　
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。

洋蘭展の準備のため、観賞温室を休館します。
期間…2月3日㈬～5日㈮

a1月10日㈰、13日㈬、17日㈰、20日㈬、24日㈰、
27日㈬、31日㈰
10：00～12：00、13：00～15：00

※相談日は変更になる場合があります。

ガイドボランティアが見ごろの花などを説明しなが
ら園内を案内します。
a1月10日㈰、24日㈰ 

10：30～11：30
※雨天中止
b園内の正門前
d20人（先着順）
e入園料のみ

園内…ロウバイ、ニホンスイセン、
ビオラ

温室…カトレア、パフィオペ
ディラム、アロエ

園芸教室「サクラソウの育て方」

アイススケート場開場中

園内開花案内
観賞温室の休館のお知らせ

緑の相談所

ミニ鉄道

園内ガイドツアー

おうちで博物館
うち★博

Twitterホームページ

アイススケート場グリーンセンター

※特別展示「かわぐちラッキーバッグ（本の福袋）」
の様子
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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

女性のためのストレッチ＆ピラティス教室 
a2月5日～3月26日の金曜日(全8回) 10：00～12：00
bエアロビクススタジオ
c市内在住・在勤の女性　
d15人　
e3,000円 (保険料含む)
f1月12日㈫～14日㈭ 9：00～17：00に電話で
※申し込み多数の場合は、1月15日㈮ 10：00～公開抽選

●体育武道センター　i048-251-9227

ジュニアソフトテニス教室
a2月20日㈯ 10：00～12：00
b青木町公園総合運動場（庭球場）
c市内在住の小学生でソフトテニス経験者　
d50人（先着順）
e100円 (保険料)　※当日納付
f1月25日㈪～2月1日㈪ 9：00～17：00に電話で

●青木町公園総合運動場　i048-251-6893

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）　
f1月20日㈬ 9：00～電話で（先着順）
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（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。

2月分トレーニングルーム利用者講習会

2/ 8 ㈪、12㈮ 10：00～（1回のみ）
2/22㈪、27㈯ 19：00～（1回のみ）

2/13㈯ 10：00～（1回目）、19：00～（2回目）
2/14㈰ 10：00～（1回目）、14：00～（2回目）
日曜日14：00～（1回のみ）
2/10㈬、24㈬ 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3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）

2/2㈫、6㈯、16㈫、20㈯
10：00～（1回目）、19：00～（2回目） 各3人

※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。

※安行スポーツセンター屋内プールは天井などの改修工事により3月まで休止します。

川口市民スキーレベルアップセミナー
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5日㈮～7日㈰
b群馬県かたしな高原スキー場　
宿舎…みなもと旅館　i0278-58-2358
※2月5日㈮ 9：00に現地（宿舎前）集合
　（車の手配ご相談ください）　
e5,000円
fg川口市スキー連盟理事長 勝見
〒334-0057 安行原1624-12
i048-295-1235 ・ 090-3555-0769
mkosshy@mou.ne.jp
川口市スキー連盟ホームページ http://www17.plala.or.jp/ski-kawaguchi/

スポーツ情報

　各図書館（分室、文庫除く）では、
一定期間テーマを決めて関連する
本を展示貸出するコーナー（棚）を
設置しています。
　旬な話題や注目されているテー
マに関連する本や市内のイベント
などと連携した本、季節の本、図書
館員がおすすめする本など、図書
館ごとにさまざまなテーマを決め
て実施しています。図書館へご来
館の際はお立ち寄りください。

1月の休館日（館内整理日を含む）　  中央図書館…1日㈷～4日㈪、15日（第3金曜日）
新郷・横曽根・戸塚・鳩ヶ谷図書館、芝園分室…1日㈷～4日㈪、12日㈫、18日㈪、25日㈪、29日㈮
※前川図書館は移転準備のため休館中　　　　　　　https://www.kawaguchi-lib.jp/
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。

テーマ展示コーナー

Twitterホームページ図書館

巡回日

6・20㈬

巡回日

7・21㈭

15㈮

13・27㈬

14・28㈭

巡回日

8・22㈮

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

1月移動図書館あおぞら号 巡回 ※雨天中止

文化財センター
休館日…月曜日（祝日の場合は翌平日）
開館時間…9：30～16：30（入館は16：00まで）
http://www.kawaguchi-bunkazai.jp/center/　

文化財センター…本町1-17-1　i048-222-1061
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　i048-222-1061
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
　　　　　　　　i048-222-1061（文化財センター）
※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。

冬の企画展　「82校だヨ！全員集合～川口学校展～」
　市立の幼稚園（2園）、小・中学校（分校を含
む、79校）、高等学校（1校）の歴史、校章の由
来、校歌、そして昔と今の写真を一堂に集めて、
市の移り変わりをたどります。
a1月21日㈭～3月21日㈰ 9：30～16：30
b本会場…郷土資料館

サテライト会場…文化財センター
関連企画…昭和32年当時の鳩ヶ谷小学校や荒川の土手、鋳物工

場など市内各所で撮影された児童劇映画『壁をぬる
子供たち』を期間中、常時上映します。

映像製作…東映株式会社 教育映画部

「川口市史料叢書第二集 御用留近代編第1巻」の販売
h明治元（1868）年から明治5（1872）年にかけて、

旧榛松村・原村の村役人が明治政府や県からの
通達や布令、当時の出来事を記録した「御用留」
12冊を解読収録しました。国家体制を変える政
策や村の行政の事務手続きの通達、戊辰戦争に
よる新政府からの人員の提供など、当時の状況
を知ることができる資料図書です。

ab1月26日㈫ 9:00～文化財センター窓口で
　　（売り切れ次第終了）
e1，500円
g文化財課　i048-222-1061

アートギャラリー・アトリア 休館日…月曜日（祝日の場合は翌平日）

開館時間…10：00～18：00　※入館は17：30まで
i048-253-0222　http://www.atlia.jp/　

※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。

ホームページ

年始・展示入替のための臨時休館…1月1日㈷～7日㈭　

h応募された全ての年賀状を一堂に展示
します。子どもから大人まで誰もが気軽
に参加できる本展は、開館以来今年で
14回目となります。
仕事や学校の授業もリモートが推奨さ
れ、親しい人と思うように会えないこの
頃。送り主の手のぬくもりが伝わる年
賀状はこれまで以上に格別な味わいを
もって、心と心をつないでくれることで
しょう。新たな一年の幸を願い、工夫や
ユーモアの込められた作品の数々をど
うぞご覧ください。

a1月8日㈮～31日㈰
e無料

hお正月にちなんだゲームや工作を楽しむ「アートなお正月あ
そび」。当館ボランティアが行っている毎年恒例のイベント
を、おうちでできるかたちにアレンジしました。気軽につくっ
て遊べる工作キットを配布します。ご家族と一緒にお楽しみ
ください。

配布日時…新春企画展開催中の日曜日 13:00～16:00
c未就学児～小学生
d各25人（先着順）

ご注意
・キット配布は対象のかた１人１回とします。
・予約や代理での受け取りはできません。配布日時に来館の

かたへ１つずつ、直接お渡しします。
・キットは全て同じ内容ですが、スタッフやボランティアの手づ

くりのため、個体により多少の差があります。ご了承くださ
い。

新春企画展〈アートな年賀状展2021〉 「アートなお正月あそび」キット無料配布

貸しギャラリーのご案内 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利用できます。
詳細はアトリアホームページをご覧ください。

グリーンセンター
休園日… 火曜日、1日㈷、2日㈯、4日㈪

火曜日（23日㈷を除く）、24日㈬
１月
２月

i048-281-2319　http://greencenter.1110city.com/　

※1月3日㈰は新年特別無料開園（アイススケート場は有料）
開園時間…9：00～17：00（入園は16：00まで） 

a2月20日㈯ 10：00～11：30
bレストラン1階
d15人（先着順）
e500円
講師…グリーンセンター職員
f1月27日㈬ 12：30～電話で

a2月28日㈰まで
①9：00～12：20
②12：40～16：00
総入替制

入場可能人数…各100人
休場日…火曜日（2月23日㈷は除く）、

1月1日㈷、2月24日㈬
※悪天候やリンクコンディション不良のため休場す

る場合があります。
e一般550円

高校生（学生証提示者）330円
子ども（４歳～中学生）220円

※市内在住の68歳以上のかたは入場無料（住所、
年齢の確認できる保険証などの公的証明書を提
示）

貸靴代…400円
貸しロッカー代…有料
※マスク・手袋着用
※6歳未満は保護者（18歳以上）同伴（保護者1人

につき2人まで）
※早朝・夜間に、アイススケート場の貸し切りができ

ます。詳細はお問い合わせください。
gアイススケート場
　i048-281-2524（開場期間中）

運行時間…10：00～15：00　
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。

洋蘭展の準備のため、観賞温室を休館します。
期間…2月3日㈬～5日㈮

a1月10日㈰、13日㈬、17日㈰、20日㈬、24日㈰、
27日㈬、31日㈰
10：00～12：00、13：00～15：00

※相談日は変更になる場合があります。

ガイドボランティアが見ごろの花などを説明しなが
ら園内を案内します。
a1月10日㈰、24日㈰ 

10：30～11：30
※雨天中止
b園内の正門前
d20人（先着順）
e入園料のみ

園内…ロウバイ、ニホンスイセン、
ビオラ

温室…カトレア、パフィオペ
ディラム、アロエ

園芸教室「サクラソウの育て方」

アイススケート場開場中

園内開花案内
観賞温室の休館のお知らせ

緑の相談所

ミニ鉄道

園内ガイドツアー

おうちで博物館
うち★博

Twitterホームページ

アイススケート場グリーンセンター

※特別展示「かわぐちラッキーバッグ（本の福袋）」
の様子


