
開催日 催し物名
１日戚 市民体育祭レクの部３Ｂ体操
３日積 第３回生涯スポーツフェスティバル
５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日斥 第19回ランク別Ｓ大会（卓球）
11日析

市民体育祭バスケットボールの部12日隻
16日斥 第13回レディースバドミントン大会
18日析 第２回技術講習会兼大会（なぎなた）
19日隻 第５回川越市子ども会かるた大会
23日積 埼玉県フットサルリーグ
25日析 埼玉県バスケットボール官公庁大会
26日隻 市民体育祭バドミントンの部

総合体育館・℡224－8765

陸上競技場・℡224－8881

テニスコート・℡224－8765
開催日 催し物名

４日析
県新人大会団体戦（高校硬式）
市民体育祭本戦残り（硬式）

５日隻
市民体育祭ジュニアの部（ソフト）
市民体育祭本戦残り（硬式）

８日戚 やまぶき杯争奪リーグ戦（ソフト）
11日析 埼玉スポーツ祭典川越大会（硬式）
12日隻 市民体育祭（高校硬式）
17日昔 OG福島インドア県予選会（ソフト）
19日隻

市民体育祭（高校硬式）23日積

開催日 催し物名
１日戚 小学生サッカー大会（午後）
３日積 第３回生涯スポーツフェスティバル
４日析 Ｌリーグ（サッカー）
５日隻 市民体育祭サッカー少年の部
11日析 公社陸協第６回陸上競技講習記録会（午前）
12日隻 グラウンドゴルフ中央大会
18日析 市民体育祭サッカー少年の部
19日隻 第34回市民ロードレース大会
22日戚 川越東中ロードレース大会（午前）
24日昔 初雁中ロードレース大会（午前）
25日析 公社陸協第７回陸上競技講習記録会（午前）

開催日 催し物名
３日積 第58回川越市民文化祭「邦舞のつどいⅠ」
４日析 アヤコ音楽教室発表会
５日隻 デュオ・コンサート
11日析 第26回高階芸能祭
12日隻 埼玉三者生き方フェスティバル
18日析 中福カラオケ同好会発表会
25日析 第30回矢島鳳翠門下生みんようまつり
26日隻 日本舞踊発表会

開催日 催し物名
２日斥 川越市社会福祉大会
３日積 女性ときものフォーラム
４日析 第58回川越市民文化祭「邦舞のつどいⅡ」
５日隻 第58回川越市民文化祭「邦楽のつどい」
10日昔 市進学院主催埼玉県立高校学校説明会および教育情報説明会
11日析 第22回青少年健全育成川越市民大会
18日析 川越フィルハーモニー管弦楽団第17回定期演奏会
23日積 第58回川越市民文化祭「芸能のつどい」
26日隻 第58回川越市民文化祭「吟詠と剣詩舞のつどい」

開催日 催し物名
３日積 田中ピアノ教室ピアノ発表会
４日析 クレエVol.２「コンチェルト広場」
５日隻 武蔵野音楽大学同窓会埼玉県支部 "オペラへの誘い"
11日析 ポインセチアジョイント音楽発表会
18日析 第14回メルトコンサート「前橋汀子ヴァイオリンコンサート」
19日隻 リトルピアノコンサート
23日積 第19回ピアノ発表会
25日析 県立坂戸高校吹奏楽部ＯＢ楽団第５回ファミリーコンサート
26日隻 マンドリン・ギターアンサンブルカプリチオ第12回定期演奏会

川越市市民会館

メルト（川越西文化会館）

開催日 催し物名
３日積 第58回川越市民文化祭「民踊のつどい（民レク）」
４日析 ＮＰＯ法人じばぁー舎５周年チャリティーコンサート
５日隻 ナツメロ祭り＆五条みつばショー
10日昔 第58回川越市民文化祭「民謡のつどい（民連）」
12日隻 第58回川越市民文化祭「合唱祭」
18日析 男声合唱団イル・カンパニーレ第11回演奏会
19日隻 第58回川越市民文化祭「ブラスフェスタ川越」
20日席 平成18年分年末調整説明会
22日戚 「デューク・エイセス」コンサート
26日隻 チャリティー公演「むかしの小江戸のものがたり」

中ホール（やまぶき会館） 座席数508席・車いす席５席

ジョイフル（川越南文化会館）

大ホール 座席数1,261席・うち車いす用可動席６席

郭
くるわ

町
まち

１丁目18－７　℡222－4678 休館日＝火曜日

川越運動公園
下
しも

老
おい

袋
ぶくろ

388－１ 休館日＝火曜日

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

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

＊その他の専用使用日＝２日斥・４日析・10日昔・17日昔

＊その他の専用使用日=３日積・６日席・13日席・24日昔・26日隻

■市民会館は駐車場が狭いため、来場には電車・バスなど
の交通機関をご利用ください。
■各ホールの平成19年10月の利用申し込みは、11月１日戚、
午前９時～10時です。

催し物の開始時間・経費・問い合わせ先など、詳しくは各施設にお尋ねください。 催し物ガイド
＜11月＞
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＊その他の専用使用日＝２日斥・８日戚・17日昔・26日隻・29日戚
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中央図書館
三
さん

久
く

保
ぼ

町
ちょう

２－９
℡222－0559
休館日＝月曜日・７日惜・24日
昔・30日斥（３日積・23日積
は、午前９時30分から午後６
時まで開館）

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＝中央図書館と同じ

川越駅東口図書館
菅
すが

原
わら

町
ちょう

23－10
℡228－7712
休館日＝火曜日・１日戚・６日
席・24日昔・30日斥（３日
積・23日積は、午前９時30
分から午後７時まで開館）

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

市民ギャラリー
市立美術館（郭

くるわ

町
まち

２丁目30－１）
℡228－8080
休館日＝月曜日・24日昔

おはなしのへや ■どようおはなし会（手遊び・読み聞かせなど）＝５歳以上
４日析・11日析・18日析・25日析、午後３時～３時30分

■ひよこおはなし会（手遊び・読み聞かせなど）＝幼児と保護者
15日戚・17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）
15日戚＝１歳未満と保護者$17日昔＝１歳～２歳と保護者、午前11時～

◆きさらぎ会写真展
２日斥～６日席、午前10時30分～午後６時（２日は午後１時から、６日は午後５時まで）

◆モラ手芸川越教室作品展
10日昔～12日隻、午前10時30分～午後６時30分（12日は午後５時30分まで）
◆墨香書道会山頭火色紙展
15日戚～18日析、午前10時30分～午後６時（15日は午後１時から、18日は午後４時30分まで）
◆アメリカンパッチワーク佐藤尚子とキルトスプールの仲間展
22日戚～25日析、午前10時30分～午後５時（22日は午後１時30分から、25日は午後４時
30分まで）

＊来年２月分の利用申し込みは、11月１日戚から受け付けます。

●鳥飼丈夫展
10月31日惜～11月５日隻、午前９時～午後５時（31日は午後１時から、５日は午後４時まで）

●第２回墨翔
しょう

書展
８日戚～12日隻、午前10時～午後５時（12日は午後３時まで）

●和紙のはり絵展
14日惜～19日隻、午前10時～午後５時（14日は午後１時から、19日は午後３時まで）

●かくれんぼ布
ふ

紙
し

木``
ぎ

展
21日惜～26日隻、午前９時～午後５時（21日は午前11時から、26日は午後４時まで）

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
５日隻・12日隻・19日隻・26日隻、午前11時～

■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
９日斥、午前10時30分～・11時～

■ひよこおはなし会（手遊び・読み聞かせなど）＝幼児と保護者
16日斥、午前10時30分～

催し物などの内容は、主催者の都合で変更になることがあります。
掲載内容以外にも、催し物が行われる場合があります。

お出かけナビ
＜11月＞

視聴覚ホール ■アニメ映画会 11日析、午前10時～・午後２時～
（先着120人） 「一輪の花・マーガレット」「王さまライオンとカエル」

「銀河鉄道999
スリーナイン

－蛍の街－」
■子ども映画会　18日析、午前10時～・午後２時～
「ドナルドダックと魔法使い」「ピーターパン」
■名作映画会　26日隻、午前10時～・午後２時～
「椿

つばき

三十郎」
展示室 ■心をこめてみんなで楽しむ絵手紙展

３日積～５日隻、午前10時～午後５時（３日は午前10時30分から、５日
は午後４時まで）

■川越市防災ポスターコンクール入賞作品展
11日析・12日隻、午前９時30分～午後５時（12日は午後４時まで）

■いきがい大学川越学園校友会第21回文化祭
17日昔～19日隻、午前９時30分～午後４時30分（17日は正午から、19
日は午後３時まで）

■彩美会水彩画展
21日惜～26日隻、午前９時30分～午後５時（21日は午後１時から、26
日は午後４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
１日戚、午前11時～

■にちようおはなし会（手遊び・読み聞かせなど）＝５歳以上
５日隻・12日隻・19日隻・26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
８日戚、午前10時～・11時～


