市政にゅうす

市民会館・メルト・ジョイフル

市民会館

小江戸いんふぉ

開催日
4日㈷
5日㈷
17日㈮
19日㈰
26日㈰

5月の施設情報
5 月の施設情報

郭町1丁目18−7L222−4678
休館日＝火曜日

催し物名
川越女子高校吹奏楽部定期演奏会
エレキアゲイン
藤原道山（尺八）SINSKE（マリンバ）コンサート
川越奏和奏友会吹奏楽団定期演奏会
混声合唱団川越牧声会演奏会

中ホール（やまぶき会館）

情報アラカルト
市民相談案内

開催日
1日㈬
3日㈷
4日㈷
6日㉁
11日㈯
12日㈰
16日㈭
19日㈰
25日㈯
26日㈰

催し物名
メーデー集会
県立川越高校弦楽合奏部定期演奏会
県立川越高校古典ギター部定期演奏会
ヒューゲルコール1976定期演奏会
川越女子高校フォーク部定期演奏会
愛唱会歌謡ビッグショー
うたえ！木曜ほっとパーク
仲音楽教室ピアノ・エレクトーン発表会
彩の国舞踊の祭典
北村節子ソプラノリサイタル

川越運動公園

下老袋388 − 1
休館日＝火曜日

総合体育館 L224−8765

開催日 催し物名
5日㈷ 川越市バドミントンミックスダブルス大会
6日㉁ 埼玉県総合コミュニティ部門川越市ソフトバレーボール大会
11日㈯ 川越市スポーツ少年団体育祭
12日㈰ 川越市ママさんバレーボール大会
19日㈰ 川越市武道大会
25日㈯ 川越市子ども会かるた審判講習会
26日㈰ 川越市バレーボール連盟一般部会大会
その他の専用利用日＝17日㈮・24日㈮

陸上競技場 L224−8881
開催日 催し物名
3日㈷ 埼玉県中学校混成陸上競技大会
4日㈷ 川越市陸上競技記録会
6日㉁ 陸上競技講習会（午前）
11日㈯ 川越市スポーツ少年団体育祭
17日㈮
通信陸上競技大会川越市予選会
18日㈯
その他の専用利用日＝10日㈮・15日㈬・20日㈪・22日㈬・
29日㈬～31日㈮

施設情報

テニスコート L224−8765

メルト（西文化会館）

子育て情報館

開催日
3日㈷
5日㈷
11日㈯
12日㈰
15日㈬
18日㈯
26日㈰

鯨井1556−１L233−6711
休館日＝火曜日

催し物名
たかはしべんコンサート「あの震災をわすれない」
半田ピアノ教室発表会
若峰流新舞踊おさらい会
フレッシュ・コンサート
みんなで歌おう「小江戸川越童謡の会」5月例会
バレエ発表会
第20回歌の発表会

保健・健康

ジョイフル（南文化会館）
開催日
4日㈷
18日㈯
19日㈰
25日㈯
26日㈰

今福1295−2L248−4115
休館日＝火曜日

催し物名
K's Ballet Circle おさらい会＆ミニコンサート
歌謡フェスティバル
ティーコンサート
埼玉県民謡協会西部地区予選会
ミュージックスクールビバーチェピアノおひろめ会

コラム

文化放送
うたごえパーティin 川越

ひと まち

ゲストは、ばんばひろふみさん。
若き日の思い出をたどりながら、往
年の名曲・ヒット曲・童謡・唱歌を
みんなで声を合わせて歌います。
日時…6月29日㈯、午後1時30分
～ 会場…ジョイフル 定員…先着
358人 経費…前売り＝2,500円
▶当日＝3,000円 チケット販売…5月2日㈭、午前9時から市
民会館・メルト・ジョイフル・川越運動公園
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川越運動公園・小江戸蔵里

広報川越№1293・2013.4.25

開催日 催し物名
3日㈷ 川越市中学生ソフトテニス春季研修大会団体戦の部
5日㈷ 春季テニストーナメント本戦残り（単）
10日㈮ 学校総合体育大会川越市兼入間地区大会（中学校の部）
11日㈯ 川越市スポーツ少年団体育祭
12日㈰ 学校総合体育大会川越市兼入間地区大会（中学校の部）
13日㈪ 関東予選団体戦
26日㈰ 全国テニス選手権埼玉予選会
27日㈪ インターハイ予選個人戦
29日㈬ スーパーレディース大会
その他の専用利用日＝1日㈬・4日㈷・15日㈬・30日㈭

市民聖苑やすらぎのさと

小仙波867−1
L226−0090

もしものときに慌てないよう、葬儀の流れを説明。要事前予約。
日時…5月14日㈫、午前9時30分～▶10時～▶10時30分～
対象…市内在住

小江戸蔵里（産業観光館）

新富町1丁目10－1
L228−0855

「ときも」に会える GW イベント
川越のマスコットキャラクター「ときも」
を迎え、広場で川越 B 級グルメの太麺焼
きそばの実演販売や、地ビール等の販売を
行います。
日時…5月3日㈷～5日㈷、午前11時～午
後3時30分（雨天中止）
また、榎会囃子連の居囃子演奏を次の日時で行います。
日時…5月3日㈷・4日㈷、午前10時～午後3時30分

中央図書館

川越駅東口図書館

菅原町23−10（クラッセ川越）
L228−7712
休館日＝火曜日・31日㈮

高階図書館

市立美術館

郭町2丁目30－1
L228ー8080O228ー7870
休館日＝月曜日 (6日を除く )・7日㈫
■樋口 恭 一展ワークショップ「石を描こう」
身の回りの普段気に留めない石でできたモノの観察・デッサン。
日時…19日㈰、午前10時～午後1時 定員…先着20人 経費…
350円 申し込み…5月1日㈬、午前9時から電話・ファクスで同館

菅原町23－10（クラッセ川越）
LO228ー7719
休館日＝火曜日
■手形記念日「記念の手形をとろう」
日時…5日㈷、午前10時30分～正午 対象…3歳までと保護者
定員…先着25組
■保健師さんに聞こう
ワンポイントアドバイスと、健康・発達相談。
日時…15日㈬、午前10時30分～正午 対象…3歳までと保護者
定員…先着20組

高階児童館

藤間27－1L238ー9525
休館日＝月曜日 (6日を除く )・7日㈫
■手形記念日「記念の手形をとろう」
日時…5日㈷、午前10時～11時 対象…0歳と保護者 定員…
先着25組

子育て情報館

藤間27−1L238−7550
休館日＝月曜日 (6日を除く )・31日㈮
■特集展示「みんなのしらないせかい」
いろいろなジャンルの絵本・児童書を展示・貸し出し。
期間…14日㈫～30日㈭まで

川越駅東口児童館

施設情報

■「文庫を持って出かけよう」
文庫本の展示・貸し出し
日程…30日㈭まで

じょう げん

市民相談案内

伊勢原町5丁目１−１L237−5660
休館日＝月曜日 (6日を除く )・31日㈮
■「ベストリーダー 平成24年度」
昨年最も読まれた児童書ベスト30位の発表、展示・貸し出し。
日程…30日㈭まで

石原町1丁目41－2LO225ー7289
休館日＝月曜日 (6日を除く )・7日㈫
■手形記念日「記念の手形をとろう」
日時…5日㈷、午前10時30分～11時30分 対象…3歳までと保
護者 定員…先着30組
■スーパーチャレンジ「ジャンボわなげ」
日時…24日㈮、午後4時～ 対象…小学生 定員…先着15人
■映画会「王様ライオンとカエル」
日時…25日㈯、午後2時～ 対象…1歳～ 定員…先着50人
■天体観望会「天体望遠鏡で、上弦の月を見る」
暖かい服装で上履き持参。
日 時 …18日 ㈯、 午 後7時 ～（雨 天・
曇天は中止） 対象…小学生以上（小中
学生は保護者同伴） 定員…先着20人
申し込み…当日、午後5時から5時30
分に電話・ファクスで同センター

情報アラカルト

西図書館

こどもの城

小江戸いんふぉ

三久保町2－9L222ー0559
休館日＝月曜日 (6日を除く )・31日㈮
■視聴覚ホールの催し（先着110人）
●ピックアップ映画会「泥の河（白黒）」
日時…4日㈷、午後2時〜
●アニメ映画会
「うかれバイオリン」
「ジャングル大帝～赤い翼～」
「空とぶマウス」
日時…11日㈯、午後2時〜
●子ども映画会
「おやゆび姫」「春を呼ぶ瀬戸の小島」「ふしぎな錦」
日時…18日㈯、午後2時～
●名作映画会「ニッポン無責任時代」
日時…26日㈰、午前10時～▶午後2時～

●経費無料の場合は掲載を省略、申し込
みの記載がない場合は、当日直接会場。

市政にゅうす

5月の図書館・博物館・美術館・児童館
5 月の図書館・博物館・美術館・児童館

ひ ぐち きょう いち

広報川越№1293・2013.4.25

ひと まち

■子ども体験教室
●あいぞめでハンカチ作り
日時…11日㈯、午前10時～正午▶午
後1時30分 ～3時30分 対 象 … 小 中
学生 定員…各先着30人 経費…各
200円 申し込み…5月1日㈬、午前
9時から電話・ファクスで同館
●よろいを着て武士の世界へタイムスリップ
日時…18日㈯、午前10時～正午▶午後1時30分～3時30分
会場…川越城本丸御殿 対象…小中学生 定員…各先着30人
申し込み…5月2日㈭、午前9時から電話・ファクスで同館

■子ども博物館教室「はにわを作ろう」
日時…6月1日㈯、午前10時～午後3時30分 対象…小中学生
定員…先着30人 経費…200円 申し込み…5月8日㈬、午前9
時から電話・ファクスで同館
■古文書講座「中級編」
江戸後期の川越藩主・松平大和守家の記録「藩日記」を読みます。
日時…8日㈬・15日㈬・22日㈬、午後1時30分～3時30分 対
象…古文書の文字判読・読解ができる成人 定員…先着80人
申し込み…5月1日㈬、午前9時から電話・ファクスで同館（市ホ
ームページからも可）
■博物館ジュニアボランティア募集（「子ども体験教室」等の手伝い）
対象…5月19日㈰、午前11時から行う説明会に保護者同伴で参加
できる市内在住の小学5年生～高校生 申し込み…同館で配布の
応募用紙に必要事項を記入し、5月15日㈬までに同館（ファクス可）

コラム

郭町2丁目30－1
L222ー5399O222ー5396
休館日＝月曜日 (6日を除く )・7日㈫・24日㈮

保健・健康

市立博物館
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