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
情報アラカルト

開催日
2日㈯
3日㈷
9日㈯
10日㈰
16日㈯
17日㈰
20日㈬
21日㈭
23日㈷
24日㈰
27日㈬
30日㈯

郭町1丁目18−7L222−4678
休館日＝火曜日

催し物名
城南中学校合唱コンクール
川越市民文化祭 民踊のつどい（民連）
週末よしもとお笑いまつり in 川越
川越市民文化祭 合唱祭
川越市民文化祭 青春の鉄板焼 vol.6
ナツメロまつり＆五条みつばショー
夢コンサート
年末調整説明会
川越市民文化祭 バレエフェスタ in KAWAGOE vol.2
川越市民文化祭 ブラスフェスタ川越2013
市原悦子 うた語り2013
音楽リズム発表会

中ホール（やまぶき会館）

市民相談案内
施設情報

開催日 催し物名
川越市民文化祭 民踊のつどい（民レク）
2日㈯
チャリティーコンサート
3日㈷ 川越市民文化祭 吟詠と剣舞、詩舞のつどい
4日㉁ 川越市民文化祭 邦舞のつどい
9日㈯ 川越市民文化祭 ミュージックフェスタ2013
16日㈯ 川越市民文化祭 手作り映像祭
21日㈭ うたえ！木曜ほっとパーク
22日㈮ 川越市民文化祭 芸能のつどい
23日㈷ 青少年健全育成川越市民大会
24日㈰ 川越工業高等学校吹奏楽部定期演奏会

メルト（西文化会館）

子育て情報館
保健・健康

開催日
2日㈯
7日㈭
8日㈮
9日㈯
10日㈰
11日㈪
14日㈭
16日㈯
20日㈬
21日㈭
22日㈮
23日㈷
24日㈰
30日㈯

鯨井1556−１L233−6711
休館日＝火曜日

催し物名
平成25年度 子育て講演会
彩の国いきがい大学川越学園 学園祭
すみれ保育室30周年荒馬座公演
天満敦子ヴァイオリンリサイタル
講演会 大往生したけりゃ医療とかかわるな 中村仁一先生
川越地区私立幼稚園協会 PTA 連合会 振興大会・講演会
MIRAI 大正琴発表会
歌の広場こころ 歌と踊りの祭典
みんなで歌おう「小江戸川越童謡の会」11月例会
法定研修会
第二ひつじ幼稚園 音楽リズム発表会
美秀歌カラオケ大会
県立坂戸高校吹奏楽部 OB 楽団ファミリーコンサート
イーブンライフ in 川越

ジョイフル（南文化会館）
コラム
ひと まち

15

11月の施設情報
11 月の施設情報

開催日
2日㈯
9日㈯
14日㈭
17日㈰
24日㈰

今福1295−2L248−4115
休館日＝火曜日

催し物名
高階公民館文化祭芸能発表会
高階芸能祭
住宅防火防災推進シンポジウム
市川喜久夫バイオリンチェロリサイタル ドボルザークチェロ協奏曲
あるはんぶら歌謡祭

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…11月13日㈬、午前9時30分～▶10時～▶10時30分～
対象…市内在住
広報川越№1305・2013.10.25

川越運動公園・小江戸蔵里

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
3日㈷
10日㈰
16日㈯

催し物名
川越市生涯スポーツフェスティバル
川越市子ども会かるた大会
川越市ソフトバレーボール大会
川越市家庭婦人バレーボール大会
17日㈰ 川越剣道祭剣道大会
初雁弓道大会
21日㈭ 川越市レディースバドミントン大会
25日㈪ 川越市バドミントンアルテ川越大会
30日㈯ 育成部育成リーグ（卓球）
他の専用利用日＝2日㈯・4日㉁・8日㈮・9日㈯

陸上競技場 L224−8881
開催日 催し物名
3日㈷ 川越市生涯スポーツフェスティバル
10日㈰ 川越市グラウンド・ゴルフ中央大会
14日㈭ 西部地区高体連陸上競技記録会
他の専用利用日＝2日㈯・4日㉁・9日㈯・15日㈮～18日㈪・20日㈬・
22日㈮～25日㈪・30日㈯

テニスコート L224−8765
開催日 催し物名
1日㈮ 西部支部ソフトテニス大会（女子）
3日㈷ 川越市生涯スポーツフェスティバル
10日㈰ 埼玉県選手権大会（ミックスの部）
11日㈪ やまぶき杯争奪戦
23日㈷ 埼玉スポーツ祭典テニス大会（MD 団体戦）
30日㈯ 団体戦（女子予選リーグ）
他の専用利用日＝2日㈯・4日㉁・6日㈬・16日㈯～18日㈪・24日㈰
■週末よしもとお笑いまつり in 川越
出演…大木こだまひびき・COWCOW・ロバート・スリムクラブ・
2700・フルーツポンチ・渡辺直美 日時…11月9日㈯、午後6
時～（開場は午後5時30分） 会場…市民会館 定員…先着200
人 経費…前売り3,500円▶当日4,000円（5歳以上有料） 申し
込み…11月1日㈮、午前9時から市民会館
■うたもいっぱい！つくってあそぼショー
テレビでおなじみのワクワクさんとゴロリくんがやってくる。
日時…来年2月1日㈯、午前11時～▶午後1時30分～ 会場…
市民会館 定員…各先着1,000人 経費…前売り1,500円▶当日
1,800円（3歳以上有料） 申し込み…11月2日㈯、午前9時から
市民会館ほか
■ミニサッカー大会
日時…12月8日㈰、午前9時～午後4時 会場…陸上競技場 対
象…18歳以上の社会人チーム（1チーム14人まで） 定員…16チ
ーム（抽選） 経費…1チーム5,000円 申し込み…11月2日㈯、
午前8時30分～9時に総合体育館

小江戸蔵里（産業観光館）

新富町1丁目10－1
L228−0855

■小江戸川越素人ちんどんフェスティバル
県内外から集まる素人ちんどんチームが、クレアモールを練り
歩きます。小江戸蔵里の特設会場では、参加チームによる演奏が
行われます。息の合ったパフォーマンスをお楽しみください。
日時…11月16日㈯、午後1時～4時30分

中央図書館

ひ ぐらしすずり

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・29日㈮

高階図書館

菅原町23－10（クラッセ川越）
L228ー7719
休館日＝火曜日

■わくわく親子ビクス
親子で楽しくふれあい体操。
日時…13日㈬、午前10時30分～正午 対象…2～3歳と保護者
定員…先着30組
■おもちゃの病院スペシャル
見て・触れて・遊ぶ、おもちゃを使った科学遊び。
日時…14日㈭、午前10時～午後4時 対象…17歳以下（未就学
児は保護者同伴）

高階児童館

藤間27－1L238ー9525
休館日＝月曜日（4日を除く）・5日㈫

■「松ぼっくり」の工作
松ぼっくりのツリーまたはリースを作る。
日時…16日㈯、午後2時～ 対象…小学生 定員…先着10人
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広報川越№1305・2013.10.25
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コラム

さかど産業まつり実行委員会 L282－1331
日時…9日㈯・10日㈰、午前9時30分～午後4時（10日は午後3
時30分まで） 会場…坂戸市民総合運動公園（坂戸市石井）
■川島町農業商工祭
農業商工祭運営委員会 L299－1760
日時…23日㈷、午前9時30分～午後3時 会場…川島町平成の
森公園（川島町下八ツ林）
■縁結びレインボーパーティー～恋のかけはし～in 坂戸
川越市政策企画課 L224－5503
男女別自分磨き（魅力アップ）講座、カップリングゲームなど。
申し込み方法など詳しくは、川越市ホームページのサイト内検索
で「レインボーパーティー」を検索し
てください。
日時…来年1月19日㈰、午前10時～
午後3時30分 会場…坂戸市文化会
館（坂戸市元 町 ） 対象…25～45歳く
らいの未婚の男女 定員…男女各40人（抽選、ただしレインボー
圏域に在住の方を優先） 経費…3,000円

わ

■出雲伊波比神社のやぶさめ
毛呂山町歴史民俗資料館 L295－8282
日時…3日㈷ 内容・時間…朝 的 ＝午前9時～▶夕 的 ＝午後2時
30分～ 会場…出雲伊波比神社（毛呂山町岩井西）
■日高市民まつり
日高市民まつり実行委員会 L042－989－2111
日時…9日㈯＝午前10時～午後4時・10日㈰＝午前9時～午後3
時 会場…日高市文化体育館（日高市 南 平沢）ほか
■毛呂山町産業まつり
毛呂山町産業まつり実行委員会事務局 L295－2112
日時…16日㈯・17日㈰、午前10時～午後4時（17日は午後3時
まで） 会場…毛呂山総合公園（毛呂山町大谷木）
■もろやまゆずの里ウォーク
毛呂山町中央公民館 L294－1250O294－1040
日程…23日㈷ 内容・時間…A・Ｃコース（14㎞）＝午前9時～
▶ B コース（7㎞）＝午前10時～ 経費…各200円 申し込み…
前日までに電話・ファクスで同館（電子メール可。ファクスの場
合は、氏名（複数参加の場合は代表者の氏名）・電話番号・参加人
数・参加コースを明記）

保健・健康

■さかど産業まつり

子育て情報館

藤間27－1L238−7550
休館日＝月曜日（4日を除く）・29日㈮
■特集展示「おでかけしよう！」
乗り物に関する絵本・児童書を展示・貸し出し。
期間…10月26日㈯～11月28日㈭

川越駅東口児童館

施設情報

■特集展示「芸術の秋」
芸術分野の一般図書を展示・貸し出し。
期間…28日㈭まで

■観望会「上弦の月」
日時…9日㈯、午後6時～（雨天・曇天の場合は中止） 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～5時30分に電話・ファクスで同センター
■映画会「ガリバー旅行記」
日時…16日㈯、午後2時～ 対象…1歳～ 定員…先着50人
■リース作り
日時…21日㈭、午後3時30分～ 対象…小学生 定員…先着10人
■スーパーチャレンジ「フラフープ」
日時…22日㈮、午後4時～ 対象…小学生 定員…先着15人
■「ポンポン船」を作る
日時…30日㈯、午後2時～ 対象…小学3年生以上 定員…先着20人

市民相談案内

伊勢原町5丁目１－１L237−5660
休館日＝月曜日（4日を除く）・29日㈮
■特集展示「成し遂げた人々」
世の中に多くの功績を残した「偉人」と呼ばれる人々に関する
資料を展示・貸し出し。
期間…10月26日㈯～11月28日㈭

石原町1丁目41－2LO225ー7289
休館日＝月曜日（4日を除く）・5日㈫

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2－9
L222ー0559
休館日＝月曜日（4日を除く）・29日㈮
■視聴覚ホールの催し（先着110人）
●ピックアップ映画会「日 暮 硯」
日時…2日㈯、午後2時〜
●アニメ映画会「ジャングル大帝～幻の時～」「さだろくとシロ」
「ランボーのなみだ」
日時…9日㈯、午後2時〜
●子ども映画会「くまの子ウーフ」「すてき坂」
「ミッキーマウスのキャンピングカー」
日時…16日㈯、午後2時〜
●名作映画会「幸せの1ページ」
日時…24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。博物館・美術館の催しは、12ページでお知らせしています。

市政にゅうす

11月の図書館・児童館・レインボー
11月の図書館・児童館・レインボー
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