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（定員のあるものは全て先着順です）

エコプランニングの安心施工 計10点の付帯工事込み&10年保証
地元職人の

確かな技術！内容に自信！住まいのリフォームなら！！割
引
致
し
ま
す

お
見
積
無
料

ご
相
談
く
だ
さ
い

更に

「旋盤ミニ体験」
日時：4／26（日）①10：00～11：00

②14：00～15：00
会場：1階工作室1
対象：小学4年生～大人 各回4名
参加費：無料
申込み：当日、会場にて
…………………………………………
「マンドリン演奏会」
日時：5／3（祝）13：00～14：00
会場：4階多目的ホール
内容：アンサンブル・ラルゴの皆さんに

よるマンドリンの演奏会です。
対象：どなたでも
定員：200名 参加費：無料
…………………………………………
「大気圧によるドラム缶つぶし」
日時：5／3（祝）14：45～15：15
会場：玄関横
内容：大気圧の力でドラム缶をつぶ

す実験を行います。
対象：どなたでも
※雨天、強風の時は5日に延期
…………………………………………
「YOHEYのマジックサイエンスショー」
日時：5／4（祝）①11：30～12：10

②14：00～14：40
会場：4階多目的ホール
内容：マジシャンYOHEYが化学を

使ったイリュージョンの世界
へご案内します。

対象：どなたでも
定員：各回200名
参加費：無料
…………………………………………
「ぜんぶ見せます！サイエンスショー」
日時：5／5（祝）①10：45～ ②14：45～
会場：4階多目的ホール
内容：ふしぎな実験の数々をロング

バージョン（約60分）で
ご覧いただけます。2
回目の後半には、コッ
シー博士とジャマジャ
マ星人が登場します。

対象：どなたでも 定員：各回200名
※ドラム缶つぶしが延期となり5日に実施とな
った場合は、午後の部は3日に実施します。
参加費：無料
…………………………………………
「蛍光X線分析装置公開」
日時：5／6（水）①10：00～11：00

②14：00～15：00
会場：3階サウンドラボ
対象：どなたでも
…………………………………………
「ゴールデンウィーク科学探検教室」
日時：5／5（祝）～5／6（水）10：00～15：00
会場：1階エントランスホール
内容：お金の消える貯金箱、風船ホ

バーなど（ブース形式で実施）
対象：3才～大人 1日300名程度
参加費：30～100円程度
…………………………………………
「ふれあい動物コーナー」
日時：5／3（祝）10：00～12：00
会場：1階エントランスホール
内容：キャンベルタウン野鳥の森の

仲間たちがやってきます。
対象：どなたでも 参加費：無料
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「簡易カメラを作ろう
～牛乳パックでカメラ作り～」

日時：4／19（日）9：30～12：00
会場：2階レクチャー室
内容：牛乳パックとレンズを使ってカメ

ラを作ります。また、感光紙に風
景などを焼き付けます。

対象：小学4年生～大人12名（小学生は保護者同伴）
参加費：250円 申込み：3／25（水）9：00～（電話可）
…………………………………………………………………
「カレイドスコープを作ろう」
日時：5／10（日）9：30～12：00
会場：2階レクチャー室
内容：大きな透明なビー玉を使って万華鏡を作ります。
対象：小学5年生～大人12名
参加費：150円 申込み：4／15（水）9：00～（電話可）
…………………………………………………………………
「自作モーターを自作の燃料電池で回そう」
日時：5／17（日）9：30～12：00
会場：2階レクチャー室
内容：燃料電池とモーターの簡単な模

型を自作し、モーターの動く原
理を確かめていきます。

対象：小学5年生～大人12名
参加費：200円 申込み：4／22（水）9：00～
…………………………………………………………………
「ドアチャイムを作ろう」
日時：5／24（日）9：30～12：00
会場：1階工作室2
内容：アルミパイプを加工して、きれいな

音色のするドアチャイムを作ります。
対象：小学4年生～大人12名

（小学生は保護者同伴）
参加費：300円 申込み：4／29（水）9：00～（電話可）

イベント「第1回ウィークエンド科学探検教室」
日時：5／16（土）10：00～12：00
会場：2階レクチャー室
内容：変身オリガミ（UFO等を作る）
対象：小学1年生～大人30人（小学1～3年生は保護者同伴）
参加費：70円 申込み：4／22（水）9：00～（電話可）
…………………………………………………………………
「身近な生物学講座（4回シリーズ）」
日時：6／2・9・16・23（火）10：00～12：00
会場：3階実験室2
内容：人の生活を中心にした身近な生物学を、実験もし

ながら楽しく学びます。
対象：大人 40名（1回の参加でも可）
参加費：無料 申込み：5／13（水） 9：00～（電話可）
…………………………………………………………………

「動物シリーズ（動物たんけん隊）」
日時：6／6（土）10：30～11：10
会場：2階レクチャー室
内容：知れば知るほど動物のことが好きになる。みんな

で動物たちの秘密をさぐろう。
対象：小学1年生～大人15名 参加費：無料
申込み：5／20（水）9：00～（電話可）
…………………………………………………………………
「吉野電化工業の実験教室」
日時：6／7（日）10：00～12：00 会場：実験室1
内容：オリジナルの金メッキアクセサリーを作ります。
対象：小学4年生～大人20名
参加費：無料 申込み：5／20（水）9：00～（電話可）
…………………………………………………………………
「パソコン大分解」
日時：6／14（日）13：00～16：30
会場：2階レクチャー室
内容：パソコンを分解してしくみを学びます。
対象：小学5年生～中学3年生18名
参加費：無料 申込み：5／27（水）9：00～（電話可）
…………………………………………………………………
「磁石のふしぎ～磁石カーや木登りテントウムシをつくろう～」
日時：6／20（土）10：00～12：00
会場：2階レクチャー室
内容：引きつけ合ったり、反発し合ったりする磁石の性

質を利用して、おもちゃを作り楽しく遊びます。
対象：小学1年生～小学6年生24名（小学1・2年生は保護者同伴）
参加費：230円 申込み：5／27（水）9：00～（電話可）
…………………………………………………………………
「ドライアイスであそぼう」
日時：6／21（日）10：00～12：00
会場：2階レクチャー室
内容：ドライアイスを使ったさまざまな楽しい実験を通して、ド

ライアイスと二酸化炭素のひみつにせまります。
対象：小学生親子15組 参加費：200円
申込み：6／3（水）9：00～（電話可）
…………………………………………………………………
「ポラスの木工教室」
日時：6／27（土）10：00～12：00
会場：2階レクチャー室とウッドスクェア
内容：未定。製作後、ウッドスクェアに移動し、館内を

見学します。
対象：小学3年生～6年生16名 参加費：無料
申込み：6／3（水）9：00～（電話可）
…………………………………………………………………
「Tech Kids Schoolのプログラミング教室」
日時：6／28（日）10：00～12：00 会場：2階レクチャー室
内容：学習用プログラミング言語「Scratch」を用いて2Dゲー

ムを開発します。初心者でも安心して体験できます。
対象：小学1年生～小学6年生36名 参加費：無料
申込み：6／3（水）9：00～（電話可）

科学実験・工作体験
時間・会場：科学実験体験 ①10：00～（土日祝日のみ）��

�
…実験室②14：00～

科学工作体験 ①11：30～ ②15：30～ …工作室
＊開始10分前から会場で受付をします（先着順）。
＊体験時間は、30分から40分程度です。＊内容・人数により前後することもございます。
＊水曜・金曜日は学校利用日のため中止となる場合がございます。
対象・定員：小1～小3 各回12人 小4～大人 各回16人

＊未就学児は入室できません。
＊参加費は、月ごとに異なります。詳しくは、ホームページやミラクルニュ
ースでご確認いただくか、ミラクルにお問い合わせください。
＊体験内容や時間、会場、定員等は変更になることがありますのでご了承ください。

休館日（4～6月）
月曜日（5／4は除く）
4／30、5／7

月ごとに変わるおもしろメニュー
科学工作体験
シャボン玉の不思議
シャボン玉のひみつ
液体万華鏡を作ろう
キラキラ万華鏡をつくろう
3D万華鏡を作ろう
ステンドグラススコープをつくろう
ブラックウォール
ふしぎなはこをつくろう

小4～大人
小1～小3
小4～大人
小1～小3
小4～大人
小1～小3
小4～大人
小1～小3

科学実験体験
電子レンジのひみつ
電子レンジのひみつ
燃料電池を体験しよう
備長炭で電池をつくろう
蛍の光を作ろう
ホタルスライム
アルミスタンプを作ろう
発泡プラスチックで絵飾りをつくろう

小4～大人
小1～小3
小4～大人
小1～小3
小4～大人
小1～小3
小4～大人
小1～小3

3月

4月

5月

6月

＊科学技術体験センターでの体験内容、時間、会場、対象、定員、参加費、参加方法等につきましては、ホームページ（http : //www.miracle.city.koshigaya.
saitama.jp）や「ミラクルニュース」等でご確認いただくか、ミラクルまでお問い合わせください。

『『ググレレーースス・・オオブブ・・モモナナココ 公公妃妃のの切切りり札札』』
�時①10：00②14：00③18：30�料￥1，000
※割引券をお持ちの方は200円引き

『『小小野野寺寺のの弟弟・・小小野野寺寺のの姉姉』』

サンシティ・アート講座Vol．17
シェイクスピア入門
～劇的人生を疑似体験するアート～
時5／16（土）、23（土）13：00～16：00 場視聴覚室
内「マクベス」の登場人物の心理を自由に解釈し、そ
のワンシーンを演じる講座です。

講彩乃木崇之 対高校生以上20名 料￥2，000
申3／22（日）より ※定員になり次第締め切り

詳しくはサンシティへ集募者加参

サンシティおしゃべりコンサートVol．2
未来の音楽授業！アキラ塾
～ベートーヴェン「運命」の深読み～

時開演15：00
出宮川彬良（ピアノ・トーク）
岡崎裕美（うた）

料全席指定
一般￥3，000 学生￥1，500

未入場不可

白石加代子新企画
「笑った分だけ、怖くなるvol．1」
時開演19：00
出白石加代子、佐野史郎
演東野圭吾「超税金対策殺人事件」
小池真理子「妻の女友達」

料全席指定 ￥4，000
未入場不可

サンシティクラシック・ティータイムコンサート
「川久保賜紀ヴァイオリン・リサイタル」
時開演14：00
出川久保賜紀（ヴァイオリン）
江口玲（ピアノ）

曲ベートーヴェン／
ヴァイオリンソナタ第5番
ヘ長調Op.24「春」他

料全席指定 一般￥3，300
学生￥1，650

＊全席1ドリンクつき
未入場不可

「まんまるよやくシステム」による申込み方法
インターネット・携帯電話・一般家庭電話または直接窓口

で「抽せん申込み」の受け付けをしています。
■インターネット・携帯電話での利用は事前登録が必要
抽せん結果：毎月12日（メール・窓口にて通知）
使用の確定：当せんした方は抽せんのあった月の12日～18
日に窓口での使用申込み手続きが必要です。
なお、19日以降は上記方法で通常予約可能。

＊期間内に窓口での使用申込みをされない場合は当せんの権利が取り
消しとなります

※5／1（金）11：00からホールフロントで、27年9月～27年11月の小ホールギ
ャラリーの申込みを抽選にて受付（電話予約の場合は14：00から受付）
＊5市1町とは、越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町

◆ホール貸し出し抽せん会
小・展示ホール（5市1町内）
27年11月分
27年12月分
28年1月分

大ホール
28年4月分
28年5月分
28年6月分

申込み期間
4／1（水）～10（金）
5／1（金）～10（日）
6／1（月）～10（水）

3／21
（土）

GW特別イベント
～わくわく体験・夢・感動～
子どもから大人まで体験できます！

レクチャー室

1，000円

1，600円

2，300円

＊越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、
松伏町以外の方は上記金額の30％増し

多目的ホール

5，000円

8，000円

12，000円

午前（9：00～12：00）

午後（13：00～17：00）

全日（9：00～17：00）

●利用料金
入館無料。ただし、実験・工作等の
参加費が必要な場合があります。

●団体利用（15人以上の場合）の方法
あらかじめご連絡のうえ、申請
書を提出し、許可を受けてくだ
さい。

●多目的ホール（祝日を除く火曜・
木曜日のみ）、レクチャー室の貸し
出しには次の料金がかかります。

利
用
案
内

特別
事業

4／5
㈰発売

郷ひろみ
Hiromi Go Concert Tour 2015
時5月27日（水） 開演18：00
料全席指定 ￥7，500
※3歳以上有料（3歳未満入場不可）※1コール2枚まで

3／15
㈰発売

May J.
Spring Tour 2015 ~ReBirthday~
時6月12日（金） 開演18：30
料全席指定 ￥6，000
※3歳以上有料（2歳以下入場不可）※1コール4枚まで

3／22
㈰発売

T.M.Revolution
T.M.R.LIVE REVOLUTION’15 ―天―
時6月20日（土） 開演18：00
料全席指定 ￥7，350
未3歳以上有料 ※1コール2枚まで

3／29
㈰発売

松竹大歌舞伎
中村翫雀改め 四代目中村鴈治郎襲名披露
時7月1日（水）開演14：00
出中村鴈治郎、坂田藤十郎、中村扇雀 他
料全席指定 特等席￥5，500 一等席￥4，500
二等席￥3，500 2階席￥1，500
※学生は、特等席・一等席・二等席より各半額。

未入場不可

ティータイムコンサート
3／29
㈰発売

「高木綾子＆菊池洋子デュオ・リサイタル」
時7月11日（土） 開演14：00
出高木綾子（フルート）、菊池洋子（ピアノ）
料全席指定 一般￥3，300 学生￥1，650
未入場不可

4／12
㈰発売

「おかあさんといっしょ」ポコポッテイトがやってきた！！
時7月26日（日）①開演13：30②開演16：00
料全席指定
おとな￥2，000 こども￥1，500

未1歳以上有料

5／10
（日）

6／1
（月）

6／5
（金）

6／6
（土）

6／13
（土）

こしがや能 春の調べ
時開演14：00
場越谷市日本文化伝承の館
こしがや能楽堂

出関根祥六、関根祥丸
関根知孝、三宅右矩 他

演仕舞「隅田川」、能「小袖曽我」
舞囃子「海士」、狂言「仏師」他
※上演の前に演目の解説が入ります。

料全席自由
一般￥3，000 学生￥1，500
※雨天決行（荒天時中止）

未入場不可

第四十一回こしがや落語会
「春風亭小朝 独演会」
時開演18：30
料全席指定 ￥3，500
未入場不可

加藤登紀子50周年記念 百万本のバラコンサート
with ラトビア・リエパーヤ交響楽団

時開演18：30
料全席指定
S席￥6，500
A席￥5，500

未入場不可

こどもオペラ「魔笛」
～タミーノ王子の大冒険～
時①開演11：00 ②開演14：00
出三浦義孝（テノール）他
料全席指定 親子券￥1，800
おとな￥1，500こども￥500

※親子券は、おとな・こども各1名のペア券です。
※こどもは、3歳～中学生まで。
3歳未満でもお席が必要な場合は有料。
※3歳未満でも入場できますが、静かに鑑賞
できる方を対象とします。

杉山清貴
acoustic solo tour 2015
時開演17：00
料全席指定 ￥6，000
未入場不可

平原綾香
CONCERT TOUR 2015～Prayer～
時開演17：30
料全席指定 ￥6，800
未入場不可

4／27
（月）

5／9
（土）

6／27
（土）

ⒸYuji Hori

ⒸMikako Ishiguro

撮影：前島吉裕

＊発売初日は、午前10：00から
電話予約のみ受付します。
＊サンシティメンバーズの優先販売あり

27・28
（金）（土）

3
24・25
（金）（土）

4


