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■
催
し
物
ガ
イ
ド
■

日 催し物 入場方法 開　演 問い合わせ 電 話
３日積 浜田喜朝連合会民謡発表会 無　料 9:30a.m. 萱野民謡会・渕名勝清 243－5108
６日隻 デュオ・コンサート 無　料 5:30p.m. むさし野アンサンブルグループ 241－8115
13日隻 第25回高階芸能祭 無　料 10:00a.m. 高階芸能連盟 242－5808
19日析 鈴木音楽教室オータムコンサート 無　料 3:00p.m. 鈴木音楽教室 248－5983
26日析 ピアノ・オルガンコンサート 無　料 1:00p.m. グリーン音楽教室 090－1269－5957
27日隻 津軽三味線貢正流25周年記念正晃会発表会 無　料 10:30a.m. 三山正晃 04－2957－8874

催 し 物 ガ イ ド 　 ＜ 11 月 ＞

日 催し物 入場方法 開　演 問い合わせ 電 話
３日積 義扇会第19回舞踊発表会 無　料 10:30a.m. 鈴木友子 090－2917－4770
５日析 河越館跡史跡公園整備説明会 無　料 1:30p.m. 文化財保護課 224－8811内線2861

６日隻 たかなし音楽院合同発表会 無　料
10:00a.m.

たかなし音楽院 231－02392:00p.m.

12日析
第13回メルトコンサート 3,000円

7:00p.m. メルト 233－6711「堀米ゆず子ヴァイオリンコンサート」 （全席指定）

20日隻
マンドリン・ギターアンサンブルカプリチオ

無　料 2:00p.m. 木下光子 296－2761第11回定期演奏会
23日積 ひばり歌謡カラオケ発表会 無　料 10:30a.m. 菊地充子 285－4162
26日析 第９回　亜バレエスタジオ発表会 無　料 4:30p.m. 亜バレエスタジオ 231－8040

川越市市民会館 郭
くるわ

町
まち

１丁目18－７　℡222－4678 休館日＝火曜日

メルト（川越西文化会館）ホール 座席数347席・車いす席５席 鯨
くじら

井
い

1556－１　℡233－6711 休館日＝火曜日

ジョイフル（川越南文化会館）ホール 座席数358席・車いす席５席 今
いま

福
ふく

1295－２　℡248－4115 休館日＝火曜日

日 催し物 入場方法 開　演 問い合わせ 電 話
３日積 第57回川越市民文化祭「民踊のつどい（民レク）」 無　料 9:30a.m. 中央公民館 222－1394

５日析 第16回定期演奏会
900円

6:30p.m.
川越フィルハーモニー管

080－3397－6059当日100円増 弦楽団

７日席 ロシア・バレエ「眠れる森の美女全幕」
会員3,500円

6:30p.m. 川越音楽 225－4292新入会者4,500円
12日析 第57回川越市民文化祭「民踊のつどい（民連）」 無　料 9:30a.m.

中央公民館 222－1394
13日隻 第57回川越市民文化祭「合唱祭」 無　料 10:00a.m.
14日席 平成17年分年末調整説明会 無　料 2:00p.m. 川越税務署 235－9420
20日隻 第57回川越市民文化祭「ブラスフェスタ川越」 無　料 1:30p.m. 中央公民館 222－1394
23日積 ナツメロ祭り＆五条みつばショー 無　料 正　午 みつばカラオケ教室 224－3760

大ホール 座席数1,261席・うち車いす用可動席６席

日 催し物 入場方法 開　演 問い合わせ 電 話
３日積 第57回川越市民文化祭「邦楽のつどい」 無　料 11:00a.m. 中央公民館 222－1394
５日析 第21回青少年健全育成川越市民大会 整理券 1:30p.m. 青少年課 224－8811内線2493
６日隻 第57回川越市民文化祭「邦舞のつどいⅡ」 無　料 11:00a.m. 中央公民館 222－1394
11日昔 琴伝流大正琴・琴朋会第４回チャリティーコンサート 無　料 1:00p.m. 琴朋会 222－7190
12日析 イーブンライフ in 川越 整理券 1:30p.m. 男女共同参画課 224－8811内線2441
13日隻 第57回川越市民文化祭「吟詠と剣詩舞のつどい」 無　料 10:00a.m. 中央公民館 222－1394

19日析 さつまいもフォーラム 整理券 0:45p.m.
小江戸川越観光推進協議

224－8811内線2732会（観光課内）
20日隻 第57回川越市民文化祭「芸能のつどい」 無　料 10:30a.m. 中央公民館 222－1394

中ホール（やまぶき会館） 座席数508席・車いす席５席

■市民会館は駐車場が狭いため、来場には電車・バス等の交通機関をご利用ください。
■市民会館・メルト・ジョイフルには身体障害者専用駐車場（各２台分）があります。
■催し物等の内容は、主催者の都合で変更になることがあります。
■入場券の入手方法等については、それぞれの問い合わせ先にお尋ねください。
■上記以外にも、催し物が行われる場合があります。詳しくは、各施設にお尋ねください。
■各ホールの平成18年10月の使用申し込みは、11月２日戚、午前９時～午後３時です。
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■
催
し
物
ガ
イ
ド
■

使用日 催し物
３日積 生涯スポーツフェスティバル
６日隻 市民体育祭バレーボールの部総合６人制・９人制男女の部
９日戚 市民体育祭レクの部３Ｂ体操
10日斥 第12回川越レディースバドミントン大会
13日隻 第58回市民体育祭バドミントンの部
20日隻 第４回川越市子供かるた大会／第４回初雁弓道大会
23日積 剣道連盟創立50周年記念剣道大会
27日隻 第62回秋季家庭婦人バレーボール大会

中央図書館 三
さん

久
く

保
ぼ

町
ちょう

２－９　℡222－0559
休館日＝４日昔・７日席・14日席・21日席・24日斥・28日席・30日戚

西図書館 伊
い

勢
せ

原
はら

町
ちょう

５丁目１－1 ℡237－5660
休館日＝１日惜・４日昔・７日席・14日席・21日席・24日斥・28日席・30日戚

川越運動公園 下
しも

老
おい

袋
ぶくろ

388－１
休園日＝火曜日

総合体育館 ℡224－8765

＜ 11 月 ＞ 　 主 な 公 共 施 設 の

視聴覚ホール（先着120人）
■アニメ映画会　午後２時～（１回上映）
12日析＝「わらしべ長者」「ゆきちゃんのこんにちわ」

「こぎつねコンとこだぬきポン」
■子ども映画会　午後２時～（１回上映）
19日析＝「大造じいさんとがん」「ろばになった旅人」

「ありがとうハーナ」
■名作映画会　午前10時～・午後２時～（２回上映）
27日隻＝「帰ってきた若大将」
展示室
■第29回紫風会書展
８日惜～10日斥、午前10時～午後５時
（８日は午後１時から、10日は午後３時30分まで）
■川越市防災ポスターコンクール入賞作品展
12日析・13日隻、午前９時30分～午後５時
（13日は午後４時まで）
■彩の国いきがい大学川越学園校友会文化祭
25日昔～27日隻、午前９時30分～午後４時
（25日は午後１時から、27日は午後３時まで）
児童室
■いないいないばあのおはなし会（わらべうたなど）＝１歳以下と保護者
２日戚、午前11時～

■文化の日おはなし会（読み聞かせなど）＝小学生以下と保護者
３日積、午後２時30分～

■にちようおはなし会（手遊び・読み聞かせ）＝５歳以上
６日隻・13日隻・20日隻・27日隻、午後２時30分～
■ひよこおはなし会（手遊び・読み聞かせなど）＝幼児と保護者
９日戚、午前10時～・11時～（２回）

児童室
■どようおはなし会（手遊び・読み聞かせなど）＝５歳以上
５日析・12日析・19日析・26日析、午後３時～３時30分
■ひよこおはなし会（手遊び・読み聞かせ）＝幼児と保護者
16日戚・18日昔、午前10時～10時30分
会議室
■いないいないばあのおはなし会（手遊び・絵本の紹介など）
16日戚、午前11時～＝１歳未満と保護者
18日昔、午前11時～＝１歳～２歳と保護者テニスコート ℡224－8765

使用日 催し物
３日積 生涯スポーツフェスティバル
５日析 県新人大会団体戦（高校硬式）
６日隻 市民体育祭ジュニアの部（ソフト）
７日席 やまぶき杯争奪リーグ戦（ソフト）
12日析 埼玉スポーツ祭典川越大会（硬式）
13日隻 市民体育祭（高校硬式）
17日斥 ＯＧ福島インドア埼玉県予選会（ソフト）
19日析 都市対抗西部地区予選会（硬式）
20日隻

市民体育祭（高校硬式）
23日積
26日析 都市対抗西部地区予選会（硬式）

使用日 催し物
３日積 生涯スポーツフェスティバル
５日析 第６回陸上競技記録会・講習会
６日隻 市民体育祭サッカー少年の部（小学３～５年生）
13日隻 川越市グラウンドゴルフ中央大会
18日昔 初雁中ロードレース大会
19日析 市民体育祭サッカー少年の部（小学６年生）
20日隻 市民ロードレース大会
25日昔 小学生サッカー大会（午後）
26日析 関東大学サッカーリーグ

陸上競技場 ℡224－8881

◆第24回趣生会油絵展
３日積～７日席、午前10時30分～午後５時30分
（３日は午後１時から、７日は午後４時まで）
◆清真会詩歌自詠自書書道展
11日昔～13日隻、午前10時30分～午後７時
（13日は午後５時30分まで）
◆押

おし

花
ばな

工房前島教室作品展　花で彩る一枚の絵
18日昔～21日席、午前10時30分～午後６時
（21日は午後５時まで）
◆野

の

蒜
びる

会
かい

日本画展
23日積～27日隻、午前10時30分～午後５時
（23日は午後１時から、27日は午後３時まで）
＊２月の利用申し込みは、11月２日戚から受け付けます。

コミュニティルームA
アトレ６階生活情報センター　℡226－7066 休館日＝火曜日

川越駅東口図書館 菅
すが

原
わら

町
まち

23－10 ℡228－7712
休館日＝１日惜・４日昔・８日惜・15日惜・22日惜・24日斥・29日惜・30日戚

おはなしのへや
■にちようおはようおはなし会（手遊び・読み聞かせなど）＝５歳以上
６日隻・20日隻・27日隻、午前11時～
＊「きんようゆうやけおはなし会」は、上記おはなし会に変更
されました。
■いないいないばあのおはなし会（手遊びなど）＝１歳以下と保護者
10日斥、午前10時30分～・11時～（２回）

■ひよこおはなし会（手遊び・読み聞かせなど）＝幼児と保護者
17日斥、午前10時30分～

＊その他の専用使用日＝２日戚・11日昔・12日析・26日析

＊その他の専用使用日＝２日戚・12日析・27日隻・30日戚

＊その他の専用使用日＝11日昔・24日斥・27日隻・28日席

●和紙から学ぶ「文房四宝」
23日積～27日隻、午前９時～午後５時
（27日は午後４時まで）
●川越クロッキー会展
29日惜～12月４日隻、午前10時～午後５時
（29日は午後１時から、４日は午後４時まで）

市立美術館 郭
くるわ

町
まち

２丁目30－１　℡228－8080
休館日＝７日席・21日席・25日昔・28日席

市民ギャラリー（利用申し込みについては、お尋ねください）
●和紙はり絵展
15日惜～20日隻、午前９時～午後５時
（15日は午後１時から、20日は午後４時まで）


