市政にゅうす

市民会館・メルト・ジョイフル

2月の施設情報
2 月の施設情報

市民会館

小江戸いんふぉ

郭町1丁目18−7L222−4678
休館日＝火曜日（11日を除く）・12日㈬
大ホール 座席数1,261席
うち車いす用可動席6席

情報アラカルト

開催日
1日㈯
2日㈰
16日㈰

催し物名
うたもいっぱい！つくってあそぼショー
川越市吹奏楽連盟合同演奏会
ライル・クライス

中ホール（やまぶき会館）

市民相談案内

開催日
8日㈯
9日㈰
11日㈷
16日㈰
20日㈭
21日㈮
23日㈰

催し物名
川越市合唱連盟主催「合唱講習会」
カワイ音楽教室グループコース発表会
カワイコンクール受賞者コンサート
佐藤初女さん講演会「食はいのち」
うたえ！木曜ほっとパーク
今からできる！若返りエクササイズ ～目指せマイナス10歳～
川越市立今成小学校定期演奏会

メルト
施設情報

（川越西文化会館）

鯨井1556−１L233−6711
休館日＝火曜日（11日を除く）・12日㈬
座席数347席・車いす席5席

子育て情報館
保健・健康

開催日
1日㈯
2日㈰
8日㈯
9日㈰
11日㈷
16日㈰
19日㈬
23日㈰

催し物名
演劇集団「大河」公演「とりあえず、ボレロ」
ドルチェ ヴォーカルコンサート
藤の会歌の祭典＆五条みつばショー
第8回 フェスティーヴォ定期演奏会
あべ尚乙美デビューコンサート
みんなで歌おう「小江戸川越童謡の会」2月例会
アコーディオン 春をよぶコンサート

ジョイフル
（川越南文化会館）

コラム
ひと まち
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今福1295−2L248−4115
休館日＝火曜日（11日を除く）・12日㈬
座席数358席・車いす席5席
開催日 催し物名
9日㈰ 金子ピアノ教室発表会
川越子どもサポート発表会
15日㈯
ピアノ発表会

川越運動公園

川越運動公園・小江戸蔵里

下老袋388 − 1
休館日＝火曜日（11日を除く）・12日㈬

総合体育館 L224−8765
メインアリーナは、3月31日㈪まで、天井改修工事のた
め利用できません。

陸上競技場 L224−8881
開催日
5日㈬
6日㈭
8日㈯
9日㈰
11日㈷
16日㈰
22日㈯

催し物名
西部地区高校駅伝大会
川越女子高校ロードレース大会
新人体育大会高校女子サッカーの部県大会
陸上競技講習会
川越市長杯少年サッカー卒団大会

他の専用利用日＝7日㈮・14日㈮・15日㈯・23日㈰

テニスコート L224−8765
開催日
1日㈯
2日㈰
8日㈯
9日㈰
16日㈰
22日㈯

催し物名
西部地区強化練習会

ハイスクールジャパンカップシングルスの部
川越市中学生ソフトテニス技術講習会
ミックスフェスティバル団体戦の部
ミックスフェスティバル一般の部
ミックスフェスティバル本戦
23日㈰
コンソレーション2級審判員講習会
他の専用利用日＝11日㈷・15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…2月13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

小江戸蔵里うたごえ喫茶を開催
1950年代に流行した「うたごえ喫茶」を再現！演奏者の伴奏
のもと、参加者が一緒に歌を歌います。飲み物、お菓子付き。
日時…2月19日㈬、午後3時～5時 会場…大正蔵 まかない処「八
州亭」 定員…先着90人 経費…2,000円 チケット販売…小
江戸蔵里（おみやげ処）・福祉の店（川越駅東口アトレ1F）

広場で実施するイベント募集！
駐車場が狭いため、来場には電車・バスなどの公共交通
機関をご利用ください。

広報川越№1311・2014.1.25

小江戸蔵里の広場では、事前に予約をすると、イベントを開催
することができます。広さは80㎡です。予約方法等詳しくはお
尋ねください。

中央図書館

菅原町23−10（クラッセ川越）
L228－7712
休館日＝火曜日（11日を除く）・12日㈬～25日㈫・28日㈮

高階図書館

市立博物館

■おに・鬼・オニ・節分だ
節分会。
日 時 …3日 ㈪、 午 前11時
～ 対象…2～3歳と保護
者 定員…先着70組

高階児童館

藤間27－1L238ー9525
休館日＝月曜日

■指編みでマフラーを編もう
日時…15日㈯、午後2時～ 対象…小学生 定員…先着10人
持ち物…極太毛糸1玉

市立美術館

郭町2丁目30－1
L228ー8080O228ー7870
休館日＝月曜日

ひと まち

広報川越№1311・2014.1.25

コラム

■ジュニアアートスクエア
「ピンホールカメラで遊んでみよう」
ピンホールカメラを作って、見える景色を楽しむ。
日時…15日㈯、午前10時～正午 対象…小学生以下（未就学児
は保護者同伴） 定員…先着20人 経費…100円 申し込み…2
月1日㈯、午前9時から電話・ファクスで同館
■第4期常設展鑑賞ツアー「え・み～る」
学芸員の解説と茶話会。
日時…3月1日㈯、午後2時～4時 対象…高校生以上 定員…先
着10人 経費…50円（別途常設展観覧料） 申し込み…2月1日
㈯、午前9時から電話・ファクスで同館
■ワークショップ
「形の不思議 単純な形のくりかえしで作ってみよう」
紙コップや綿棒などで立体アートを作る。
日時…3月2日㈰、午前10時～午後3時45分 対象…5歳～中学
生（未就学児は保護者同伴） 定員…先着15人 経費…300円
申し込み…2月1日㈯、午前9時から電話・ファクスで同館

保健・健康

郭町2丁目30－1
L222ー5399O222ー5396
休館日＝月曜日・28日㈮
■子ども体験教室「昔の道具を使ってみよう」
日時…15日㈯・22日㈯、午前
10時 ～11時45分 ▶ 午 後1時
30分～3時15分 経費…入館
料＝200円（大学生・高校生＝
100円、中学生以下＝無料）
■子ども博物館教室「昔の織物に挑戦」
弥生時代の織り機を使って、マフラーを作る。
日時…3月1日㈯、午前10時～午後3時30分 対象…小中学生
定員…先着20人 申し込み…2月4日㈫、午前9時から電話・フ
ァクスで同館
■博物館歴史講座はじめての「遠野物語」－神の座・人の座ー
民俗学の名著から説話の面白さを学び、民話の社会的役割を考
える。
日時…3月2日㈰・9日㈰・16日㈰、午後1時30分～3時30分
対象…成人 定員…先着80人 申し込み…2月5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）

菅原町23－10（クラッセ川越）
L228ー7719
休館日＝火曜日（11日を除く）

子育て情報館

藤間27－1
L238−7550
休館日＝月曜日・12日㈬～25日㈫・28日㈮
■特集展示「なにたべる？」
食べ物に関する絵本・児童書を展示・貸し出し。
期間…1日㈯～27日㈭

川越駅東口児童館

施設情報

川越駅東口図書館

■プラネタリウム
冬の星座紹介番組「未来からのメッセージ」。
投影開始時間…平日＝午後4時～▶土曜日、祝・
休日＝午後3時～▶日曜日＝午前11時～、午
後3時～ 投影時間…約30分 定員…先着98
人 経費…100円
■観望会「月」
日時…8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「くまのおいしゃさん」
日時…8日㈯、午後2時～ 対象…1歳～ 定員…先着50人
■季節の工作
おひなさま。
日時…20日㈭、午後3時30分～ 対象…小学生 定員…先着10人

市民相談案内

伊勢原町5丁目１－１
L237−5660
休館日＝月曜日・12日㈬～25日㈫・28日㈮
■ぬいぐるみおとまり会とおはなし会
お気に入りのぬいぐるみを図書館におとまりさせてみません
か？翌日のおはなし会で、ぬいぐるみたちが選んだおすすめの本
を紹介します。また、夜の図書館でぬいぐるみたちがどんな風に
過ごしたのか、その様子を写した写真をお渡しします。
日時…3月15日㈯、午前11時～正午 対象…市内在住の小学生以
下で、3月14日㈮にぬいぐるみを預けることが可能な方 定員…
先着10人 申し込み…2月4日㈫、午前9時30分から同館（電話可）

石原町1丁目41－2LO225ー7289
休館日＝月曜日

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0559O224ー7822
休館日＝月曜日・12日㈬～25日㈫・28日㈮
■視聴覚ホールの催し（先着110人）
●ピックアップ映画会「春男の翔んだ空」
日時…1日㈯、午後2時〜
●アニメ映画会「コオロギとゆかいなバイオリン（あきらめない
で）」「はれときどきぶた」「つるのおんがえし」
日時…8日㈯、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

2月の図書館・博物館・美術館・児童館
2 月の図書館・博物館・美術館・児童館
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