往復はがきでの申し込み
往信裏に必要事項を記入し、返信表には必ずあて名（住所、氏名）を記入してください
※結果は全員に通知します
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講演会「乗る・撮る・作る
鉄道の楽しみは100人
100様」
パレットのある展覧会
〜ピカソ、マティスから地
域ゆかりの作家まで
期間／9月5日㈯〜10月12日㈷
時間／10時〜17時（土･日曜日
は20時まで）※入場は閉館の
30分前まで
観 覧 料 ／▶小･中学 生＝150円
（120円）▶高校・大学生＝300円
（240円）▶一般＝500円
（400円）
※
（ ）内は20人以上の団体料
金です。リピーター割引あり
9月19日㈯〜25日㈮は、
「敬
老の日」週間として、65歳以
上の方は無料です。

休 館日／ 月曜日
（9月21日 ㈷、
10月12日㈷を除く）
、9月24日㈭
会場･問合せ／うらわ美術館
（浦和区仲町）
ｌ827･3215、ｊ834･4327

お気軽にお越しください

市民ギャラリー
ｎ時間／9時〜17時
ｎ会場／市役所東側広場内
今月の展示
9月7日㈪〜13日㈰
彩遊会 日本画展
9月14日㈪〜20日㈰
リサイクル作品
"和風ドールハウス 展

の虹・持統天皇物語から〜
期間／9月12日㈯〜11月23日㈷
時 間 ／9時 〜16時30分 ※10
月3日 ㈯ の13時 〜15時30分 を
除く
入館料／無料
里中満智子氏講演会
日時／10月3日㈯ 14時〜
定員／50人（応募多数の場合
は抽せん）
費用／無料
会場・申込み／往復はがきで、
氏名、住所、電話番号を、9月
18日㈮
（必着）
までに、
〒331 0805
北区盆栽町150 漫画会館へ。
※定員とは別に、立ち席20人
分を、当日の13時から受け付
けます（先着順）。

市立博物館の催し・講座

9月28日㈪〜10月4日㈰
大原フォトクラブ展

ｎ問合せ／文化振興課
ｌ829・1226、ｊ829・1969

S A I TA M A

里中満智子原稿展 〜天上

会場・問合せ／漫画会館
ｌ663･1541、ｊ667･4921

9月21日㈷〜27日㈰
渡辺明正・京・祇園祭展
（クレヨン水彩画）
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日時／9月7日㈪ 15時30分〜
17時
会場／浦和コミュニティセン
ター（浦和駅東口・コムナーレ
10階）
講師／葛西寅彦氏（鉄道博物
館課長）
定員／400人（当日先着順）
費用／無料
問合せ／コムナーレ事業担当
ｌ813・6432、ｊ887・0164

■最新出土品展
期間／9月12日㈯〜27日㈰
時間／9時〜16時30分
内容／市内における発掘調査

2009.9

の出土品、遺構や調査状況の
写真などを展示
■遺跡発掘調査成果発表会
日時／9月12日㈯ 10時30分〜
15時30分 ※12時〜13時を除く
定員／60人（当日先着順）
■藍 染め体験講座「型染めで
Tシャツを染めよう！」
期日／10月23日㈮・30日㈮（全
2回）
時間／9時30分〜15時30分
（藍染研究家）
講師／山﨑利江氏
定員／20人（応募多数の場合
は抽せん）
費用／▶Ｍサイズ＝2,700円、
▶Lサ イ ズ ＝2,800円 ※ い
ずれも材料費
持ち物／30cm定規、
筆記用具、
ゴム手袋、針金ハンガー、汚
れてもよい服・靴、昼食 など
申込み／往復はがきで、講座
名、 住 所、 氏 名、 電 話 番 号、
サイズを、9月29日㈫（必着）
までに、〒330 0803 大宮区高
鼻町2 1 2 市立博物館へ。
《共通》
（9月21日㈷を除
休館日／月曜日
く）
、9月24日㈭・25日㈮・29日㈫
問合せ／市立博物館
ｌ644・2322、ｊ644・2313
あい

農業者トレーニングセン
ターの催し・講座
■子供動物園スタンプラリー
期間／9月12日㈯〜17日㈭
(14日㈪を除く）
時間／10時〜15時30分
会場／大崎公園内 子供動物
園（緑区大崎）
対象／小学生以下の子ども
費用／無料
申込み／当日、直接、会場へ。

■市民園芸講座
①草花の寄せ植え
日 時 ／9月17日 ㈭ 13時30分
〜15時
会場／園芸植物園 花き集荷
施設（緑区大崎）
費用／1,000円（材料費）
持ち物／持ち帰り袋、筆記用
具
②和の庭園に親しもう
日 時 ／9月25日 ㈮ 13時30分
〜15時30分
会場／園芸植物園など
費用／無料
《①・②共通》
対象／市内在住の方
定員／20人
申込み／往復はがき（1人1通
のみ）で、 講座名、 住所、 氏
名、 電話番号を、9月10日㈭
（必着）までに、〒336 0974 緑
区 大 崎3156 1 農 業 者 ト レ ー
ニングセンターへ（応募多数
の場合は抽せん）。
《共通》
問合せ／農業者トレーニング
センター
ｌ878･2026、ｊ878･2027

市民救急フォーラム
■命を守るAED
時間／14時〜15時15分
内容／講演「愛する人の命を
救うのはあなたです」講師…
プリティ長嶋氏（タレント）
対象／市内在住、在勤又は在
学の方
定員／400人（先着順）
申込み／当日、直接、会場へ。
■親子でファーストエイド
（救急蘇 生法）
時間／15時30分〜17時
そ
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さいたま市ｈ http://www.city.saitama.jp/
対象／市内在住の小学生とそ
の保護者
定数／60組（先着順）
申 込 み ／9月3日 ㈭ の9時 か
ら、電話で、救急課へ。
《共通》
期日／9月12日㈯
会場／プラザウエスト（桜区
道場）
費用／無料
問合せ／救急課
ｌ833･7921、ｊ833･7201

申込み／当日、直接、浦和博
物館へ。
休館日／月曜日
（9月21日㈷を
除 く）
、9月1日 ㈫・24㈭・25㈮・
29日㈫・30日㈬
問合せ／浦和博物館
ｌ・ｊ874・3960
埼玉高速鉄道沿線ハイキング

見沼たんぼと彼岸花の道
散策

日時／9月26日㈯ 9時〜15時
（雨天決行）※9時 〜11時 に 受
重要無形民俗文化財の公開
け付け後、順次出発
岩槻の古式土俵入り
行程／浦和美園駅〜見沼代用
日時／9月19日㈯ 15時〜
水〜浦和美園駅（約11km）
（小雨決行）
費用／無料
会場／篠岡八幡大神社（岩槻
申込み／当日、直接、浦和美
区笹久保）
園駅へ。
問合せ／文化財保護課
問合せ／埼玉高速鉄道㈱ 旅
ｌ829･1723、ｊ829･1989
客課
ｌ878･6855
※駐車場はありません。時間
地下鉄7号線延伸対策課
は多少前後します。
ｌ829･1871、ｊ829･1985

三室地区定例探鳥会
日時／9月20日㈰ 9時〜12時
（雨天中止）
会場／浦和博物館周辺の見沼
田んぼ
費用／▶小・中学生＝50円
▶高校生以上の方＝100円

帰宅困難者対策訓練
日時／9月26日㈯ 10時〜17時
※9時から受け付け
行程／滝野川公園（東京都北
区）〜国道122号線〜国道17号
線〜武蔵浦和駅（約18㎞）
内容／大災害により、交通機

第21回全国生涯学習フェスティバル
ｎ催事・講座名など／右表のとおり
ｎ会場／浦和コミュニティセンター
（浦和
駅東口・コムナーレ10階）※④はコムナー
レ9階 ｎ対象／⑨小学4年生以上の方
ｎ申込み／往復はがき又はファクスで、
催事・講座名（⑦は番号、⑧は時間も）
、
住所、氏名、年齢、電話番号、①・⑥で
託児を希望する方は、子どもの氏名
（ふ
りがな）
・年齢を、9月30日㈬
（必着）まで
に、〒330 9588 浦和区常盤6 4 4 生涯学
習振興課へ。 ｌ829･1706、ｊ829･1990

関が利用できなくなった場合
〜13時40分（荒天中止）
に、徒歩で自宅まで帰る訓練
会場／けやきひろば1階プラ
費用／無料
ザ2（さいたま新都心駅西口）
申込み・問合せ／はがき又は
第50回を記念し、アンケー
トでリクエストが多かった曲
ファクスで、 催事名、 住所、
を歌います。
氏名、年齢、性別、電話番号
問合せ／さいたま新都心ふれ
を、９月16日㈬（消印有効）ま
あいプラザ
でに、〒330 9301 浦和区高砂
ｌ600･3192、ｊ600･3196
3 15 1 県消防防災課へ。
ｌ830・3184、ｊ830・4779 《共通》
費用／無料
問合せ／防災課
問合せ／計画管理課
ｌ829･1127、ｊ829･1978
ｌ829・1577、ｊ829･1937

さいたま新都心を楽しむ

期 日 ／ ①9月26日 ㈯ ②9月
27日㈰ ※雨天の場合は一部
中止
時間／①13時〜19時 ②11時
〜17時
会場／けやきひろば（さいた
ま新都心駅西口）
問合せ／㈱さいたまアリーナ
ｌ601･1122
■歌声ひろば
日 時 ／9月30日 ㈬ 12時15分

日時／9月27日㈰ 13時〜
会場／県民健康センター2階
大ホール（浦和区仲町）
演題／眼疾病の予防、対策及
びアイバンク事業について
講師／小峰理孝氏（㈶埼玉県
腎・アイバンク協会理事長）、
小島孚允氏（さいたま赤十字
病院副院長）
定員／400人（先着順）
費用／無料
申込み／当日、直接、会場へ。
問合せ／埼玉県眼科医会
ｌ824･2611
健康増進課
ｌ829･1293、ｊ829･1967

10月30日㈮〜11月3日㈷に、全国生涯学習フェスティバル「まな
びピア埼玉2009」が開催されます。本市ではコムナーレを主会場
とし、下記以外にも市内各所で様々なイベントを実施します。

№

催事・講座名／内容

①

記念講演会
「落ちこぼれから数学者へー 真実の
美 に魅せられて」 講師…秋山 仁氏
（数学者）

日時

こっとう

②

目の愛護デー記念講演会

■さいたま新都心JAZZ DAY

講演会
「骨 董を楽しむ〜地域で暮らす自分
史博物館構想」

14:00〜15:30
70人

多彩なスタイルのリレーコンサート・クラ
11/1㈰
シックの夕べ

家庭教育講演会
「ひとのやさしさ、夢の大
⑥ 切さ、生きる力、そして幸せとは」
講師…上條さなえ氏（児童文学作家）
盆栽体験教室
⑦
❶成人向け ❷子ども向け
星に関するものづくり教室／簡易望遠鏡、太
⑧
陽系モデルの製作など

費用

400人
10/30㈮

③ 市民合唱祭「合唱の夕べ」
10/30㈮ 18:30〜20:30
④「第10回現代短歌新人賞」記念シンポジウム 10/31㈯ 18:30〜20:40
⑤

定員

400人
120人

無料

18:30〜20:30
400人

11/2㈪ 14:00〜15:30
❶10/30㈮ 13:00〜15:00
❶2,500円
❷11/1㈰ 10:00〜17:00
❷1,500円
各25人
10/31㈯ ▶10:00〜 ▶11:15〜
500円
▶13:00〜 ▶14:15〜

びな

⑨
▲前回開催地（福島県）での開会式の様子

江戸木目込み人形体験教室／❶変わり雛、10/31㈯
❷来年の干支の製作
10:00〜16:00

各30人

❶1,500円
❷1,000円

※応募多数の場合は抽せん。費用はいずれも材料費
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市民活動サポートセン
ターの催し・講座
催事・講座名など／下表のとおり
№

催事・講座名

日時

おはなしチャンネル
9/26㈯
①「笑いでつながる
14:00〜15:00
みんなの輪」
ラウンジコンサート 9/27㈰
②
「LOVE」
12:00〜12:40
キッズライブ
「心と 9/30㈬
③
脳にビタミンを」 11:00〜12:00
人の心をつかむ！ 9/24㈭
④
チラシのつくり方 14:00〜16:30
コミュニティ
9/25㈮
⑤
ビジネス入門講座 19:00〜21:00
団体を活性化する 10/4㈰
⑥ ファシリテーション 15:00〜20:00
を学ぶ

会場／①〜③市民活動サポー
トセンター（浦和駅東口・コム
ナーレ9階）④岩槻駅東口コ
ミュニティセンター ⑤・⑥
浦和コミュニティセンター
（コムナーレ10階）
内容／①落語ライブ、
フラワー
ア ート の 作 品 展 示 など ②
ポップスほか ③ピアノ演奏
と絵本の読み聞かせ
対象／③未就学児 ④市民活
動に取り組んでいる方 ⑥団
体のリーダー又はコーディ
ネーター
定員／④40人 ⑤50人 ⑥30

各区役所の代表電話番号・ファクス番号
（総務課）
・所在地は、4頁に記載しています
人 ※いずれも先着順
費用／無料
申 込 み・問 合 せ ／ ① 〜 ③ は、
当日、直接、会場へ。④〜⑥
は9月4日 ㈮ の9時 か ら、 電
話で、市民活動サポートセン
ターへ。
ｌ813･6400、ｊ887･0164

公共施設見学会

日時／10月2日㈮ 9時〜16時
集合／9時に、さいたま新都
心駅改札前 ※バスで移動
見学場所／浦和くらしの博物
館民家園、見沼通船堀、農業
者トレーニングセンター、防
災センター など
対象／市内在住、在勤又は在
学の方
定員／40人（応募多数の場合
は抽せん）
費用／無料 ※昼食は各自持
参
申込み・問合せ／電話又はファ

クス
（1件2人 ま で ）で、 住 所、 密度測定等）など
費用／無料
氏名、電話番号を、9月17日㈭
までに、�いたまコールセン
市民公開講座
ターへ。※結果は全員に通知
日時／10月3日㈯ 14時〜
会場／大宮ソニックシティ
します。
（大宮駅西口）
ｌ835･3156、ｊ827･8656
内容／講演
「新型インフルエ
問合せ／コミュニティ課
ンザについて」講師…森兼啓
ｌ829･1068、ｊ825･0665
太氏（東北大学大学院講師）

合併記念見沼公園まつり
期日／10月3日㈯･4日㈰
時間／10時〜16時
会場／合併記念見沼公園（大
宮区天沼町)
内容／近隣自治会による物品
販 売、 ス テ ー ジ ラ イ ブ や フ
リーマーケット など
問合せ／三橋総合公園
ｌ623･0505、ｊ623･1313

�いたま市健康フェア
〜健康チェックで描こう！
健康予想図〜
日時／10月4日㈰ 10時〜15時
会場／さいたまスーパーア
リーナ1階 展示ホール（さい
たま新都心駅西口）
内容／▶歯・口の健康に関す
る図画・ポスターコンクール
の作品掲示及び表彰式 ▶体
験型ブース（血圧・体脂肪・骨

定員・費用／200人（先着順） 無料
申込み／当日、直接、会場へ。
問合せ／㈳大宮医師会
ｌ663･5633、ｊ651･5685

問合せ／健康増進課
ｌ829･1293、ｊ829･1967

講演会
「精神疾患の適切
な治療と服薬」
日 時 ／10月4日 ㈰ 13時30分
〜16時
会場／浦和コミュニティセン
ター（浦和駅東口・コムナーレ
9階）
講師／佐藤康一氏（薬剤師）
対象／市内在住で、精神障害
のある方又はその家族
定員／110人（当日先着順）
費用／無料
問合せ／障害者協議会
ｌ653･7271、ｊ653･7341
障害福祉課
ｌ829･1308、ｊ829･1981

宇宙劇場の催し

9月の休館日／水曜日
（23日㈷を除く）
、1日㈫〜4日㈮、24日㈭、25日㈮
問合せ／ｌ647・0011、ｊ647・0066、テレホンサービスｌ641・1999、
ｈhttp://www.ucyugekijo.jp/

❶プラネタリウム
★しまじろうのほしぞらだいすごろく
ｎ日時／▶9月…月〜金曜日、土・日曜日、祝日＝13時30分〜
▶10月・11月…土・日曜日、祝日＝13時30分〜
★もっと知ろう地球の仲間たち 〜太陽系グランドツアー〜
ｎ日時／▶月〜金曜日＝16時30分〜、▶土・日曜日、祝・休日＝10時
30分〜、16時30分〜（9月26日㈯の10時30分〜、9月27日㈰の16時30
分〜を除く）
★星空散歩 〜レイトショー〜
ｎ日時／9月18日㈮ 19時30分〜 ※未就学児は入場できません。
★宇宙へ・・・
ｎ日時／毎月第4土曜日 10時30分〜 ※字幕・ナレーションあり
《共通》
ｎ期間／9月5日㈯〜11月29日㈰ ｎ定員／各280人（先着順）※各
回入れ替え制、星空解説あり ｎ費用／▶4歳〜中学生＝300円
▶高校生以上の方＝600円
❷星空散歩＆天体観望会「木星・天王星」
ｎ期日／9月19日㈯

❸渡部潤一 講演会 〜天文学最前線〜
ｎ日時／9月27日㈰ 15時30分〜17時15分 ｎ講師／渡部潤一氏
（国立天文台・天文情報センター准教授）ｎ定員／280人（応募多数の
場合は抽せん）※未就学児は入場できません。ｎ費用／無料 ｎ申
込み／はがき又は電話で、催事名、住所、氏名、年齢、電話番号を、
9月24日㈭（必着）までに、〒330 0853 大宮区錦町682 2 宇宙劇場へ。
※結果は、全員に通知します。
❹星空散歩 〜中秋の名月スペシャル〜
※ご覧いただいた方の中から、抽せんで10人
ｎ期日／10月3日㈯
もち
に、宇宙食（お餅）をプレゼントします。
《❷・❹共通》
ｎ時間／▶18時〜19時＝プラネタリウム
「星空散歩」▶19時〜20時
（先
＝天体観望会（雨天、曇天の場合、観望会は中止）ｎ定員／250人
着順、観望会のみは100人）※中学生以下の子どもは、保護者同伴
ｎ費用／▶星空散歩…4歳〜中学生＝300円、高校生以上の方＝600
円 ▶観望会＝無料 ｎ申込み／当日の16時40分から入場券を販売
※観望会のみ参加の方は、19時までに、直接、JACK大宮5階 宇宙
劇場ロビーへ
（星空散歩をご覧になった方からご案内します）
。
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さいたま市ｈ http://www.city.saitama.jp/
友好都市
南会津町 秋の催し
期間／①10月6日㈫〜7日㈬
②10月24日㈯〜25日㈰ ※い
ずれも1泊2日
内容／①天然ブナ林トレッキ
ング、尾瀬沼散策 ②南郷新
そば祭り、ころり三観音巡り
※①・②とも事前に申し込み
が必要です。
南会津町では、温泉・自然・
味覚を楽しむイベントを実施
しています。詳しくは、南会
津観光公社ホームページ
（ｈ
http://www.minamiaizu.co.jp/）
をご覧ください。

定員／110人（先着順）
費用／無料
申込み・問合せ／9月10日㈭の
9時から、電話で、精神保健課
へ。 ｌ840･2223、ｊ840･2230

日時／10月18日㈰ 7時〜14時
（雨天決行）
会場／三本木橋〜びん沼橋
（西区塚本町周辺）
内容／釣り競技、清掃活動
対象／小学生以上の方
部門など／下表のとおり
部門

種別

小学生の部
中学生以上の部
親子2人以上の部

▶エサ釣り
▶ルアー・
フライ

定員／300人（先着順）
費用／500円（傷害保険料を含
はぁといきいきプロジェ
む）※小学生は無料
クト講演会
申込書の配布／JACK大宮3階
日 時 ／10月7日 ㈬ 18時30分
㈳�いたま観光コンベンション
〜20時30分
ビューロー事務所、各観光案内
会場／浦和コミュニティセン
所
（さいたま新都心…さいたま新
都心駅東西自由通路内、浦和…
ター（浦和駅東口・コムナーレ
浦和駅西口）
などで配布中
9階）
申込み／申込書に記入し、費
演題／強迫性障害〜本人・家
用を添えて、9月10日㈭〜10月
族にできること〜
（精神科医） 9日㈮に、直接、各配布場所へ。
講師／宍倉久里江氏

青少年宇宙科学館の催し・講座
ｎ催事・教室名など／下表のとおり
催事・教室名／内容

日時

対象・定員・費用

天体観望会／宇宙の宝石「ア 10/17㈯
100人 無料
ルビレオ」と木星を観察
18:00〜19:00

①

工作教室／スカイスクリュー 10/3㈯
（模型飛行機）を作る
9:30〜11:30

②

自然観察教室／秋の虫を探す
10/10㈯
③ ※大宮南部浄化センター
（見沼
9:00〜11:30
区上山口新田）
集合・解散
④

パソコン教室／デジタルカメ 10/17㈯
ラの画像で遊ぶ
9:30〜11:30

⑤ 顕微鏡教室／秋の草花の花粉

問合せ／㈳�いたま観光コン
ベンションビューロー
ｌ647･8339、ｊ647･0126

さるはなキャンプフェスタ
親子のつどい

クリーン�いたま釣りの
祭典

問合せ／市保養施設 ホテル
南郷
ｌ0241･73･2275
ｊ0241･73・2276

№

4

10/18㈰
9:30〜11:30

小学3年生〜中学生
16人 300円（材料費）
小学3年生以上の方
24人 無料
小・中学生とその保護者
10組20人 100円
小学3年生〜中学生
16人 無料

⑥

科学教室／電気の性質を使っ 10/24㈯
て電気パンを作る
9:30〜11:30

⑦

天文宇宙教室／天体望遠鏡の 10/24㈯
小学3年生〜中学生とそ
仕組みと使い方を学ぶ
17:30〜19:30 の保護者 32人 無料

▶①・③の申込み／9月10日㈭の9時から､ 直接又は電話で、青少年
宇宙科学館へ
（9時〜17時、先着順）
。▶②・④〜⑦の申込み／往復
はがき（1教室1人1通）で、教室名、住所、氏名、年齢、電話番号を、

区常盤6 4 4 青少年育成課へ。
ｌ829･1716、ｊ829･1960

�いたま市環境フォーラム
■展示報告会
期日／10月23日㈮・24日㈯
時間／10時〜16時
会場／さいたま新都心駅東西
自由通路
クイズスタンプラリー参加
者に、記念品をプレゼントし
ます（各日先着350人）。

日時／10月18日㈰ 9時〜15時
（荒天中止）
会場／グリーンライフ猿花
キャンプ場（見沼区南中野）
対象／市内在住の小学生とそ
の保護者（事前説明会に参加
できる方）
定員／100人（応募多数の場合
は抽せん）
費用／200円（傷害保険料）

■講演会
日時／10月29日㈭ 14時〜17時
会場／市民会館おおみや（大
宮区下町）
演題／森から未来を見る
講師／C．W．ニコル氏（作家）
定員／200人（応募多数の場合
は抽せん）
費用／無料
申込み／往復はがき
（1グルー
プ1通5人
ま
で
）
で、
催 事 名、
事前説明会
代
表
者
の
住
所
・氏
名
・電
話番
日時／10月10日㈯ 10時〜
会場／市民会館おおみや（大
号、全 員 の 氏 名
（代 表 者に○
宮区下町）
印 ）を、10月1日 ㈭
（ 必 着 ）ま
申 込 み・問 合 せ ／往復はがき でに、〒330 9588 浦和区常盤
で、
催事名、
住所、
親子の氏名(ふ
6 4 4 環境総務課へ。
りがな）
、子どもの学校名・学年・ 《共通》
性別、電話番号を、9月18日㈮
問合せ／環境総務課
（必着）
までに、〒330 9588 浦和
ｌ829･1325、ｊ829･1991
9月の休館日／月曜日（21日㈷を除く）、24日㈭
問合せ／ｌ881・1515、ｊ882・9702、ｈhttp://www.kagakukan.
urawa.saitama.jp/
9月10日㈭
（消印有効）までに、〒330 0051 浦和区駒場2 3 45 青少年
宇宙科学館へ（応募多数の場合は抽せん）。
■プラネタリウム
番組名など／下表のとおり ※9月19日㈯から始まります。
№

番組名
今夜の星空解説と古
代王者・恐竜キング
全天周映画
②
「シーモンスター」
星宙散歩〜木星とガ
③
リレオ衛星〜

①

日時
定員
費用
▶土・日曜日、祝日＝10:30〜、
▶4歳〜
15:50〜 ▶水〜金曜日＝15:50〜
高校生＝
▶土・日曜日、祝日＝12:30〜 250人 200円
▶一般
＝500円
▶土・日曜日、祝日＝14:10〜

★9月の日曜・祝日映画会 ※無料
「忍たま乱太郎 パート1〜4」など
ｎ時間／13時30分〜14時 ｎ内容／
★9月のサイエンスショー
「楽しい風船実験 シャボン玉実験」※無料
ｎ日時／土・日曜日、祝日…15時10分〜15時30分
★「宇宙の日」作文・絵画コンテスト作品展
ｎ期間／9月5日㈯〜10月12日㈷ ｎ時間／9時〜17時
★ワークショップ「さかさぼうえんきょうを作る」※無料
ｎ日時／9月12日㈯ 10時〜11時50分
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