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（定員のあるものは全て先着順です）

越谷で２５年 丁寧な指導 実績と信頼を得ています

越谷市花田4－18－22 花田小裏門前
中央中 越ケ谷高校より10分

Web割引あり　無料体験・相談受付中
英検  漢検  数検  準会場認定校  SSK（県認可）加盟塾

小  中  高  大学進学指導　小論文
英語・フランス語・ドイツ語

http://www.hgprojet.com/
℡ 048-964-1184

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
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更に

「4校対抗ロボットコンテスト」
日時：7／19（日）13：00～16：00 会場：1階エントランスホール
内容：春日部、川越、浦和、熊谷高校の4校でロボットの対抗戦を行います。
対象：どなたでも自由に見学できます 参加費：無料
………………………………………………………………………………
三菱重工の「風車を作って発電しよう」
日時：7／25（土）10：00～12：00 会場：2階レクチャー室
内容：型紙から回転羽根を切り取って風車を作り、発電モーターに

取り付けて風車発電機を作ります。
対象：小学4年生～小学6年生24人 参加費：200円
申込み：6／24（水）9：00～（電話可）
………………………………………………………………………………
ばねばかりを作ろう
日時：7／28（火）9：30～11：00
会場：1階工作室2
内容：はかりの仕組み、ばねの性質を知り、ばねばかりを作ります。
対象：小学5年生～小学6年生12名 参加費：300円（予定）
申込み：7／8（水）9：00～（電話可）
………………………………………………………………………………
JAXAコズミックカレッジ「LEDで光る星座壁かけ」
日時：8／5（水）13：00～15：30 会場：2階レクチャー室
内容：人工衛星を作る電子技術と星空への興味を結びつけて、LED

を使った光る星座の壁掛けを作ります。
対象：小学1年生～中学3年生30人 参加費：未定
申込み：7／8（水）9：00～（電話可）
………………………………………………………………………………
サイエンスカフェ「ゾウはすごいぞう」
日時：8／8（土）10：30～11：10 会場：2階レクチャー室
内容：ゾウの生態について学び語り合います。
対象：小学1年生～大人15人 参加費：無料
申込み：7／15（水）9：00～（電話可）
………………………………………………………………………………
夏休みイベントショー「コミックサイエンスショー」
日時：8／9（日）①11：30～12：10②14：30～15：10
会場：4階多目的ホール
内容：みんなの身近にあるものを実験とパフォーマンスで楽しく科

学します！
対象：どなたでも 各回200人 参加費：無料
………………………………………………………………………………
自然観察教室「変形菌の観察と標本作り」
日時：8／15（土）①10：00～ ②10：30～ ③11：00～ ④11：30～
内容：いろいろな変形菌を観察し、

変形菌の標本を作ります。
対象：小学1年生～大人 各回10人
参加費：100円
申込み：7／15（水）9：00～（電話可）
………………………………………………………………………………

パナソニック「LEDを使った行灯を作ろう」
日時：8／23（日）9：30～12：00
内容：LEDを使って、やさしい光を放つ

行灯を作ります。
対象：小学3年生～小学6年生24人
参加費：1，000円
申込み：7／29（水）9：00～（電話可）
………………………………………………………………………………
HONDA環境わごん「森の夢工房」
日時：8／24（月）10：00～12：00 会場：2階レクチャー室
内容：丸太切り体験や間伐材を使って作品を作りながら、森林保全

の大切さを学びます。
対象：小学1年生～小学6年生30人 参加費：無料
申込み：7／29（水）9：00～（電話可）
………………………………………………………………………………
3階ワークショップで科学しよう
【午前の部】顕微鏡で見てみよう
日時：7／18（土）～8／31（月）9：00～12：00
内容：双眼実体顕微鏡を使って、身近なものを観察します。
対象：どなたでも 参加費：無料
【午後の部】週替わりメニュー（おたのしみ工作）
①7／18～7／24 ②7／25～7／31 ③8／1～8／7
④8／8～8／14 ⑤8／15～8／23 ⑥8／24～8／31
（①～⑥の内容は未定）
日時：1回目13：55～ 2回目15：45～
対象：どなたでも・各回20人
参加費：20円 申込み：当日、開始10分前から
………………………………………………………………………………
土曜、日曜特別事業
「化石のレプリカ作り」
会場：3階実験室2 対象：小学1年生～大人20人
参加費：50円
日時：7／18～8／30の土日11：45～12：25
内容：アンモナイトの化石の型に低融点樹脂を

入れて、化石のレプリカ（模型）を作ります。
申込み：当日、開始10分前から
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「遊びランドに
集まれ！」（2回シリーズ）

日時：7／12（日）、1／24（土）
9：30～11：00

会場：2階レクチャー室
内容：季節感を味わいながら体験活動を行いま

す。シャボン玉、動くおもちゃの製作など
対象：年長児～小学2年生16人（2回と

も参加できる方）
参加費：未定
申込み：6／17（水）9：00～（電話可）
………………………………………………
「不思議な貯金箱を作ろう」
日時：7／20（月）9：30～12：00
内容：お金を入れると、お金が消える不

思議な貯金箱を作ります。
会場：2階レクチャー室
対象：小学5年生～大人

12人
参加費：300円
申込み：6／17（水）9：00～（電話可）
………………………………………………
「小学校理科実験教室（小3・小4）」
日時：7／22（水）9：30～11：30
会場：3階実験室2
内容：3・4年の理科で学習する内容から
対象：小学3・4年生12名
参加費：無料
申込み：6／24（水）9：00～（電話可）
………………………………………………
「小学校理科実験教室（小5・小6）」
日時：7／23（木）9：30～11：30
会場：3階実験室2
内容：5・6年の理科で学習する内容から
対象：小学5・6年生12名
参加費：無料
申込み：6／24（水）9：00～（電話可）
………………………………………………
「天体観望会～上弦の月を観察しよう～」
日時：7／25（土）18：00～20：00
会場：4階ホール・屋上
対象：小学1年生～大人30人（小学生は

保護者同伴）
参加費：無料
申込み：7／1（水）9：00～（電話可）
………………………………………………
「染色体と遺伝子」
日時：7／26（日）9：30～12：00

内容：バナナからDNAを抽出したりタ
マネギの根端細胞を観察したりし
た後DNA携帯ストラップを作成
します。

会場：3階実験室2
対象：小学5年生～

大人12人
参加費：200円
申込み：7／1（水）9：00～（電話可）
………………………………………………
「秋田杉でアイデアラックを作ろう」
日時：8／2（日）13：15～16：15
会場：1階工作室1
内容：木材を加工して、夏休みの工作にぴ

ったりなオリジナルラックを作り
ます。

対象：小学5年生～大人
12人

参加費：2，000円
申込み：7／8（水）9：00～（電話可）
………………………………………………
親子で工作「UFO基地を作ろう」
日時：8／16（日）9：30～12：00
会場：2階レクチャー室
対象：小学生親子10組20人
参加費：600円
申込み：7／22（水）

9：00～（電話可）
………………………………………………
「マルセイユ石けんを作ろう」
日時：9／13（日）9：30～12：00、

9／20（日）10：00～11：00
内容：オリーブオイルを使って肌に優し

い高級石けんを作ります。
会場：3階実験室2
対象：小学5年生～大人12人（小学生は

保護者同伴）
※2日間とも参加できる方
参加費：1，200円（予定）
申込み：8／26（水）9時～（電話可）
………………………………………………
「特別立体万華鏡を作ろう」
日時：9／27（日）9：30～12：00
内容：花火のような模様が浮かび上がる

立体万華鏡を作ります。
会場：2階レクチャー室
対象：小学5年生～大人12名
参加費：300円
申込み：8／26（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。

月ごとに変わるおもしろメニュー
科学工作体験
ブラックウォール
ふしぎなはこをつくろう
グライダーを飛ばそう
ゴムロケットをつくろう
偏光万華鏡を作ろう
スカイスコープをつくろう
ビー玉衝突実験器を作ろう
にじ色コマをつくろう

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
アルミスタンプを作ろう
発泡ポリスチレンで絵飾りをつくろう
炎色反応と花火
花火のひみつ
熱の不思議～冷却パックのしくみ～
ドライアイスであそぼう
電子レンジのひみつ
電子レンジのひみつ

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

6月

7月

8月

9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。

松竹大歌舞伎
中村翫雀改め 四代目中村鴈治郎襲名披露
時開演14：00
出翫雀改め中村鴈治郎
坂田藤十郎 他

演「玩辞楼十二曲の内 引窓」
「襲名披露口上」「連獅子」
料全席指定
特等席￥5，500一等席￥4，500
二等席￥3，5002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

サンシティクラシック・ティータイムコンサート
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

「高木綾子＆菊池洋子デュオ・リサイタル」
時開演14：00
出高木綾子（フルート）
菊池洋子（ピアノ）

曲モーツァルト／
ソナタ第42番
イ長調 K.526他

「成田達輝＆萩原麻未デュオ・リサイタル」
時開演14：00
出成田達輝（ヴァイオリン）
萩原麻未（ピアノ）

曲フランク／
ヴァイオリン・
ソナタ イ長調 他

2015サンシティサマーフェスティバル映画会
「劇場版 ムーミン 南の海で楽しいバカンス」
時1回目10：30／2回目12：30
3回目14：30／4回目16：30

料全席自由 一般￥1，000
シニア・中学生以下￥800

※4歳以上有料、シニア料金は60歳以上
※当日券のみ販売
※割引券（チラシ）をお持ちの方は各200円引

「おかあさんといっしょ」
ポコポッテイトがやってきた‼
時①開演13：30②開演16：00
出坂田おさむ、つのだりょうこ
料全席指定
おとな￥2，000
こども￥1，500

※1歳以上有料
※1歳未満は保護者1名につき
1名までヒザ上無料
（お席が必要な場合は有料）

※小ホールは施設改修工事のため、11月24日（火）から平成28年4
月30日（土）の間、ご利用できません。

「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

※8／1（土）11：00からホールフロントで、27年12月～28年2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
展示ホール（5市1町内）
28年2月分
28年3月分
28年4月分

大ホール
28年7月分
28年8月分
28年9月分

申込み期間
7／1（水）～10（金）
8／1（土）～10（月）
9／1（火）～10（木）

7／1
（水）

6／28
㈰発売

ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2015
時9月26日（土）開演18：00
料全席指定 S席￥8，300A席￥6，700
未入場不可

7／5
㈰発売

サンシティおしゃべりコンサートVol．3「宮本文昭の名曲ぶらり散歩」
時10月18日（日）開演15：00
出宮本文昭（お話）、長谷川陽子（チェロ）他
料全席指定 一般￥3，500学生￥1，750
未入場不可

7／5
㈰発売

ティータイムコンサート「市原愛ソプラノ・リサイタル」
時10月24日（土）開演14：00
料全席指定 一般￥3，300学生￥1，650
未入場不可

7／19
㈰発売

ティータイムコンサート「仲道郁代ピアノ・リサイタル」
時11月14日（土）開演14：00
料全席指定 一般￥3，300学生￥1，650
未入場不可

（地域の）アーティストとホールの共同企画Vol．17
～こどもたちに伝えたい、日本の名曲コンサート～
時開演11：00※公演時間約80分（休憩あり）
出ピアノ：北村明子、佐藤展子、野崎玲欧
ヴァイオリン：真野謡子
マリンバ：成田美智恵 他

料入場無料
※3歳以上で静かに鑑賞できる方を対象とします。
※当日、9：30より会場にて入場整理券を配布いたします。
（おひとり4枚まで。定員になり次第配布終了）

とう きょう がく そ

雅楽 東京楽所
ひら まい はしり まい

～舞楽の夕べ 平舞・走舞～
時開演18：00
場越谷市日本文化伝承の館
こしがや能楽堂
まんざいらく

演万歳楽 平舞 二人舞
らくそん

落蹲 走舞 一人舞
料全席自由 一般￥2，000 学生￥1，000
未入場不可 ※雨天決行（荒天時中止）

こしがや夜席 第三夜
「林家たい平 独演会」

時開演18：30
場越谷市中央市民会館
（劇場）
料全席指定 ￥3，000
未入場不可

たにけんのファミリーコンサート
時開演15：00
料全席指定
おとな￥2，500
こども￥1，500

※こども料金は、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歳未満でもご入場できますが、静かに鑑賞できる方を対象とします。

7／11
（土）

休館日（7月～9月）
7／6・13・8／17
9／7・14・24・28

～わくわく体験・夢・感動～
子どもから大人まで体験できます！

特別
事業

●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

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）

夏休み大特集‼

『『君君がが生生ききたた証証』』

�時①10：00②14：00
③18：30
�料￥1，000
＊割引券（チラシ）をお
持ちの方は200円引き

『『ササンンババ』』『『神神様様ははババリリににいいるる』』

夏休みこどもワークショップ「未来アート工房！2」
～未来のお手伝いロボットをつくろう～
時8／4（火）～6（木）10：00～16：00
場ポルティコホール
講矢生秀仁（こども環境デザイナー／作家）
対小・中学生30名 料￥1，500
申6月21日（日）より ※定員になり次第締め切り
※8／7（金）～9（日）で作品を無料公開します。

第21回歌ってキンコン館
～童謡・唱歌・抒情歌のど自慢大会～
時9／6（日）開演14：00 出ゲスト／ダ・カーポ
対伴奏合わせ〔8／23（日）〕・本番に参加し、暗譜で歌え
る方20組（1組5名まで）※申込み多数の場合は抽選

※未就学児は、小学生以上の方と一緒にご参加ください。
料￥1，000（グループに65歳以上の方がいる場合は無料）
申7／1（水）～26（日）まで。募集要項に必要事項を記入し、
来館・郵送・FAXにてお申し込みください。

※老人福祉施設などの団体参加も募集します。

たにけんファミリーコーラス
時9／5（土）13：00～15：00、9／19（土）13：00～15：00
9／27（日）18：00～20：00

場小ホール（9／5・19）、大ホール（9／27）
対小学生以上の方で、3日間の練習日と本番（10／3）に参加できる方50名
※小学生は、親子でご参加ください。
料おとな￥5，000 こども￥3，000（小学生～中学生）
※参加費には、本人分のチケット代金＋練習用資料代を含みます。
※座席は指定された場所となります。
申8／1（土）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

9／12
（土）

7／26
（日）

8／27
（木）

9／14
（月）

10／3
（土）

9／13
（日）

Ⓒ松竹

ⒸAkira Muto

ⒸNHK

ⒸHiroki
Sugiura

ⒸMarco
Borggreve

ⒸFUMI

＊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

26・27
（金）（土）
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17・18
（金）（土）

7
28・29
（金）（土）
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25・26
（土）（日）
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