
 

 

 

 

 

 

 

日  時 イベント名・内容 開催場所 最寄り駅 お問合せ先 

1日（土） 
13:30～15:30 

根巻き技術講習会 
費用:無料、定員:先着 15人（定員になり次第締切）、申込方法:
川口緑化センター事業課へ電話で、締切:1月 28日(火)※参加者
にはご自身で根巻きした植木を贈呈 

川口緑化センター  
戸塚安行駅 
徒歩 20分 

（公財）川口緑化センター 
048-296-4021 
http://www.jurian.or.jp 

1（土） 
14:00～15:42 

ママシネマ『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』 
子ども連れの方を対象に会場づくりを工夫した上映会。50 年代
末を背景に、少年の心の旅をノスタルジックに描く。入場無料。 

メディアセブン 
プレゼンテーショ
ンスタジオ 

川口元郷駅 
徒歩 15分バス 8分
下車徒歩 3分 

川口市立中央図書館 
048-227-7622 
http://www.mediaseven.jp/ 

2日（日）～9日（日） 
10：00～18：00 

中学生の ART CLUB展 
絵画コンクールなどの優秀作品、授業の実践作品などを展示 

川口市立アートギャ
ラリー・アトリア 

川口元郷駅 
徒歩 20分 

川口市教育委員会 
048-253-0222 
http://www.atlia.jp/ 

4日（火）～6日（木） 
10:00開門～最終レース終了まで  

川口市営オートレース第１３回２節 
オートレースの開催 

川口オートレース場 
南鳩ヶ谷駅 
徒歩 14分バス 8分
（直通無料送迎） 

川口市 
048-251-4376 
http://www.kawaguchiauto.jp/ 

4日（火）～3/30（日） 
9:30～16：30 

市制施行 80周年記念「赤山陣屋と伊奈氏」展  
本市の代表的な歴史遺産である赤山陣屋と伊奈氏の事績につい
ての展示会入場無料(月曜日休館) 

川口市立文化財セ
ンター分館 
郷土資料館 

鳩ヶ谷駅 
徒歩 10分 

川口市教育委員会文化財課 
048-283-3552 
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/
Files/1/69350001/html/index.htm 

8日（土） 
12：00～17：00 

ふれあいマーケット 
フリーマーケット、ゲーム 等 

鳩ヶ谷本町商店街 
鳩ヶ谷駅 
徒歩 10分 

鳩ヶ谷本町商店街（振） 
048-281-4071 

8日（土） 
13:30～15:30 

接ぎ木技術講習会 
費用:300 円(保険料）、定員:先着 20 人(定員になり次第締切）、
申込方法：川口緑化センター事業課へ電話で、申込期間:2/3（月）
まで、※参加者にはご自身で接ぎ木した苗木を贈呈 

川口緑化センター  
戸塚安行駅 
徒歩 20分 

（公財）川口緑化センター 
048-296-4021 
http://www.jurian.or.jp 

8日（土） 
14:00～ 

春のコンテナガーデン講習会 
一足先に春の咲く草花を使って、寄せ植えする方法とその後の管
理方法についての講習会。申込方法は川口園芸商協同組合まで。                                   
※汚れてもよい服装等(エプロン・手袋等)、定員:30名、参加
費:2,500円、申込締切 2/13(水)まで 

川口緑化センター  
戸塚安行駅 
徒歩 20分 

川口園芸商協同組合 
048-296-4021 
http://www.jurian.or.jp 

8日（土）～11日（火・祝） 
9:30～16:00 

｢花と緑｣の園芸作品展 
埼玉県立鳩ケ谷高等学校園芸デザイン科生徒によるガーデンデ
ザイン、グリーンデザイン、フラワーデザインの展示。大人(高
校生以上)300円、小人(４歳以上)100円  

川口市立グリーン
センター 

新井宿駅 
徒歩 15分 

川口市立グリーンセンター   
048-281-2319 
http://greencenter.1110city.com/inde
x.htm/ 

8日（土）～11日（火・祝） 
10：00～16：30 

洋蘭展 
当園で品種保存している洋ランの展示及び川口愛蘭会や新宿御
苑の協力展示もあります。大人(高校生以上)300円、小人(４歳
以上)100円 

川口市立グリーン
センター 

新井宿駅 
徒歩 15分 

川口市立グリーンセンター   
048-281-2319 
http://greencenter.1110city.com/inde
x.htm/ 

9日（日） 
11：00～18：00 

川口キュポ・ラ市場 
川口の名産品販売、ケータリングカーによるグルメ販売等 

川口駅東口公共広場
（キュポ・ラ広場） 

川口元郷駅 
徒歩 15分 

川口市観光物産協会 
048-228-2111 
http://www.kawakan2.jp/ 

9日（日） 
14:00～15:49 

本の上の映画館『友情』 
フランスを代表する名優たちがありふれた日常を演じる。出演：
イヴ・モンタンほか。入場無料。 

メディアセブン 
プレゼンテーショ
ンスタジオ 

川口元郷駅 
徒歩 15分バス 8分
下車徒歩 3分 

川口市立中央図書館 
048-227-7622 
http://www.mediaseven.jp/ 

9日（日） 
14：30～15：00 
16：00～16：30  

特別展関連イベント 「月を歩く！？ムー
ンウォークレッスン」 
ダンスのステップ！不思議な動きをマスター。定員: なし※時間
内にいつでも参加可、大人 200円、小･中学生 100円 

川口市立科学館 
科学展示室 

鳩ヶ谷駅 
徒歩 25 分またはバ
ス10分「上青木小学
校」下車徒歩5分 

川口市立科学館 
048-262-8431 
http://kawaguchi.science.museum 

11日（火・祝） 
15:15 

特別展関連イベント「宇宙ものしり博士と
あそぼう」 
クイズを交えた宇宙のおはなしと工作・日時計づくり。定員:40
名、所要時間:約 40分、大人 200円、小･中学生 100円 

川口市立科学館 
科学展示室 

鳩ヶ谷駅 
徒歩 25 分またはバ
ス10分「上青木小学
校」下車徒歩5分 

川口市立科学館 
048-262-8431 
http://kawaguchi.science.museum 

12日（水） 
19:00～21:00 

メディアセブン寄席 第十九回 
出演:神田こなぎ（講談師）、三遊亭小笑（落語家）、寒空はだか
（漫談）、田辺一邑（講談師）、入場料 1500円、先着 80名、要事
前申込 

メディアセブン 
プレゼンテーショ
ンスタジオ 

川口元郷駅 
徒歩 15分バス 8分
下車徒歩 3分 

川口市立映像・情報メディアセンター 
メディアセブン 
048-227-7622 
http://www.mediaseven.jp/ 

13 日（木）～16 日（日） 
10：00～18：00 

川口市小・中・高校書きぞめ展覧会 
市内小･中･高校の各校の優秀作品ならびに県展覧会出展･入選作
品を一堂に展示 

川口市立アートギャ
ラリー・アトリア 

川口元郷駅 
徒歩 20分 

川口市教育研究会書写研究部 
048-253-0222 
http://www.atlia.jp/ 

14日(金） 
19:00～20:40 

本の上の映画館『バックビート』 
レコードデビュー前夜のビートルズの青春の日々を描いた傑作。
入場無料。 

メディアセブン 
プレゼンテーショ
ンスタジオ 

川口元郷駅 
徒歩 15分バス 8分
下車徒歩 3分 

川口市立中央図書館 
048-227-7622 
http://www.mediaseven.jp/ 

14日（金）～16日（日） 
9:00～17:00 

植物と骨董展 
植物の展示とそれにまつわる植木鉢や骨董品の販売 

川口緑化センター  
戸塚安行駅 
徒歩 20分 

安行骨董会 
048-296-4021 
http://www.jurian.or.jp 
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15日（土）～18日（火） 
10:00開門～最終レース終了まで  

川口市営オートレース第１２回２節 
オートレースの開催 

川口オートレース場 
南鳩ヶ谷駅 
徒歩 14分バス 8分
（直通無料送迎） 

川口市 
048-251-4376 
http://www.kawaguchiauto.jp/ 

16日（日） 
14：00～15：00 

特別展関連イベント映像とおはなし「宇宙
飛行士は宇宙でどうすごしてるの？」 
地球と宇宙ではこんなに違う。宇宙飛行士での過ごし方を紹介。
講師:佐々木一義（JAXA職員）大人 200円、小･中学生 100円 

川口市立科学館 
科学展示室 

鳩ヶ谷駅 
徒歩 25 分またはバ
ス10分「上青木小学
校」下車徒歩5分 

川口市立科学館 
048-262-8431 
http://kawaguchi.science.museum 

19日（水） 
14:00～15:42 

ママシネマ『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』 
子ども連れの方を対象に会場づくりを工夫した上映会。50 年代
末を背景に、少年の心の旅をノスタルジックに描く。入場無料。 

メディアセブン 
プレゼンテーショ
ンスタジオ 

川口元郷駅 
徒歩 15分バス 8分
下車徒歩 3分 

川口市立中央図書館 
048-227-7622 
http://www.mediaseven.jp/ 

20日（木） 
19:00～21:00 

トークイベント大島幹雄「明治のサーカス
芸人はなぜロシアに消えたのか」 
明治期に海を渡りロシアやヨーロッパで活躍した芸人に壮絶な
人生に迫る。入場料 500円、要事前申込。 

メディアセブン 
ワークスタジオ B 

川口元郷駅 
徒歩 15分バス 8分
下車徒歩 3分 

川口市立映像・情報メディアセンター 
メディアセブン 
048-227-7622 
http://www.mediaseven.jp/ 

21日（金）～3/2（日） 
10：00～18：00 

川口市小・中・高校合同中央作品展 
市内中学生の美術部を中心とした芸術・文化部が作品発表 

川口市立アートギャ
ラリー・アトリア 

川口元郷駅 
徒歩 20分 

川口市教育委員会 
048-253-0222 
http://www.atlia.jp/ 

22日（土） 
14：00～15：00 

朗読者ｉｎＫＡＷＡＧＵＣＨＩ 
川口市が誇る歴史的建造物で、朗読と音楽と美術が出会う(公演
無料、別途旧田中家住宅入館料 200円） 

旧田中家住宅 
川口元郷駅 
２番出口徒歩８分 

朗読者ｉｎＫＡＷＡＧＵＣＨＩ実行委員会 
048-222-2369 

22日（土） 
14:00～17:03 

本の上の映画館『ディア・ハンター』 
平和な田舎町に住み鹿狩りを楽しんでいた若者タッチが、ベトナ
ム戦争で失ったものとは。入場無料。 

メディアセブン 
プレゼンテーショ
ンスタジオ 

川口元郷駅 
徒歩 15分バス 8分
下車徒歩 3分 

川口市立中央図書館 
048-227-7622 
http://www.mediaseven.jp/ 

22日（土）～23日（日） 
9:00～17:00 

第 37回春を呼ぶ梅まつり 
当園の梅林約 150本の梅を観賞。琴の生演奏あり。大人(高校生
以上)300円、小人(4歳以上)100円 

川口市立グリーン
センター 

新井宿駅 
徒歩 15分 

川口市立グリーンセンター   
048-281-2319 
http://greencenter.1110city.com/inde
x.htm/ 

22日（土）～3/16（日） 
10:30～16:00 

人形のまち岩槻 第11回まちかど雛めぐり 
岩槻は室町時代から栄えた城下町。日本一名高い人形の産地、人
形のまち岩槻をめぐる。※2/22(土)、2/23(日)、3/1(土)、3/2(日)
無料シャトルバス運行 

岩槻駅東口周辺商
店街 

浦和美園駅 
バス 30分 

人形のまち岩槻 まちかど雛めぐり実行
委員会 
048-756-2822 

23日（日） 
9:15～16：30 

文化財バスめぐり「伊奈氏の足跡をたどる」 
川口市の代表的な歴史遺産である赤山陣屋を築いた.伊奈氏の足
跡をたどる文化財バスめぐり。資料代 100円 

川口市内･市外各所 
川口元郷駅 
徒歩 8分 

川口市教育委員会文化財課 
048-222-1061 
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/
Files/1/69350001/html/index.htm 

24日（月） 
19:00～20:48 

本の上の映画館『オー・ブラザー！』 
秘密の場所に眠る宝物を手に入れるために脱獄した 3人の囚人。
入場無料 

メディアセブン 
プレゼンテーショ
ンスタジオ 

川口元郷駅 
徒歩 15分バス 8分
下車徒歩 3分 

川口市立中央図書館 
048-227-7622 
http://www.mediaseven.jp/ 

25日（火）～3/23（日） 
9:30～16：30 

旧田中家住宅の桃の節句 
旧田中家住宅の和館日本間での雛人形の展示(3/1(土)は琴の演
奏会。一般(高校生以上)200円、小･中学生 100円(月曜日休館) 

川口市立文化財セ
ンター分館 
旧田中家住宅 

川口元郷駅 
徒歩 8分 

川口市教育委員会文化財課 
048-283-3552 
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/
Files/1/69350001/html/index.htm 

28日（金）～3/2（日） 
時間は右記参照 

第５３回川口市花の文化展 
川口特産の枝物を使った生け花展示や、枝物展示等の実施。樹里
安会場とリリア会場にて開催。緑化センター会場:9:00～17:00/
リリア会場:10:00～17:00(最終日は 15:00) 

川口緑化センター 
/川口総合文化セ
ンター リリア 

戸塚安行駅 
徒歩 20分 
川口元郷駅 
徒歩 25分 

（公財）川口緑化センター/川口市農業改
良普及協議会 
048-296-4021 
http://www.jurian.or.jp  

開催中～16日（日） 
9:30～17:00 

特別展「空と宇宙ののりもの展」 
飛行機や宇宙ののりものに関連した展示装置を、見て触って、そ
の仕組みや未来の技術を学ぼう。大人 200円、小･中学生 100円 

川口市立科学館 
科学展示室 

鳩ヶ谷駅 
徒歩 25 分またはバ
ス10分「上青木小学
校」下車徒歩5分 

川口市立科学館 
048-262-8431 
http://kawaguchi.science.museum 

開催中～23日（日） 
日曜、祝日 10：30 

プラネタリウムキッズアワー2 月 「地球の
なかま『木星』」 
生解説中心の子ども(小学校低学年)向け投影大人 400円、中学生
以下 200円（未就学児で席を使わない場合は無料）※投影開始 5
分前に券の販売終了※投影開始後は入退場不可。 

川口市立科学館 
プラネタリウム 

鳩ヶ谷駅 
徒歩 25 分またはバ
ス10分「上青木小学
校」下車徒歩5分 

川口市立科学館 
048-262-8431 
http://kawaguchi.science.museum 

開催中～3/2（日） 
土日祝 12：00、13：30
木曜 15：00 

プラネタリウム一般投影リニューアル番組
「宇宙の旅人 －Voyagers of space－」 
宇宙誕生から我々の地球誕生までを圧倒的な映像美で紹介。（星
空生解説あり）大人 400円、中学生以下 200円（未就学児で席を
使わない場合は無料）※投影開始 5分前に券の販売終了、投影開
始後入退場不可、2/27(木)投影なし。 

川口市立科学館 
プラネタリウム 

鳩ヶ谷駅 
徒歩 25 分またはバ
ス10分「上青木小学
校」下車徒歩5分 

川口市立科学館 
048-262-8431 
http://kawaguchi.science.museum 

開催中～3/2（日） 
土日祝 15：00 

プラネタリウム一般投影「宇宙兄弟 一点
のひかり」 
「兄とは常に弟の先をいっていなければならない」宇宙へ行くこ
とを誓った二人とあのコの物語。(星空生解説あり)大人 400円、
中学生以下 200 円(未就学児で席を使わない場合は無料)※投影
開始 5分前に券の販売終了、投影開始後入退場不可 

川口市立科学館 
プラネタリウム 

鳩ヶ谷駅 
徒歩 25 分またはバ
ス10分「上青木小学
校」下車徒歩5分 

川口市立科学館 
048-262-8431 
http://kawaguchi.science.museum 

 ○ イベントへのご来場は埼玉高速鉄道線をご利用ください。 

○ イベントの開催時間、入場料等の詳細については主催者にご確認ください。 
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