
開催日 催し物名
２日隻 第38回西部地区インディアカ大会
８日析 ふれあいソフトバレーボール大会
９日隻 第19回印藤杯卓球大会
16日隻 第８回いそじ親善バレーボール大会
20日積 川越市ミニテニス大会
23日隻 中部支部評議員会および射会
26日戚 小江戸川越剣道錬成大会
30日隻 やよい杯（バレーボール）

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
２日隻 ２級審判員検定会・研修会（実技検定）

９日隻
金門旗争奪戦
全国スポーツ祭典テニス大会予選会

15日析
16日隻

春季ジュニア大会
20日積
22日析
23日隻 春季テニストーナメント一般女子複予選
26日戚 春季ジュニア大会
29日析 春季テニストーナメント一般男子単予選
30日隻 春季テニストーナメント一般男子複予選

開催日 催し物名
１日析 今成・大東西小学校吹奏楽部　合同演奏会

８日析
アマデス室内管弦楽団モーツァルト交響曲全曲演奏
会シリーズ５

９日隻 在宅障害児招待事業
16日隻 川越いもの子作業所　映画ふるさとをください
17日席 県立川越高校ＳＳＨ発表会
20日積 美鳥会　小さな小さな音楽会
21日昔 うたえ！　木曜ほっとパーク
22日析 県立川越高校軽音楽部定期演奏会
23日隻 全国吟詠コンクール埼玉県西部地区大会
26日戚 介護予防まつり
28日昔 チャリティーステージNo.21 MDC発表会
29日析 城西川越中学・高校吹奏楽部第１回定期演奏会

川越市市民会館

開催日 催し物名
１日析 劇団飛行船「ちびまる子ちゃん」

15日析
la familia agradable de la musica
私のお気に入り Vol.４

20日積 南條隆一座とスーパー兄弟公演
21日昔 川越音楽　米良美一コンサート
23日隻 川越東高校吹奏楽部第17回定期演奏会

中ホール（やまぶき会館） 座席数508席・車いす席５席

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

＊その他の専用使用日＝１日析・７日昔・23日隻・28日昔・
29日析

■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21年２月の利用申し込みは、３月１日析、
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
＜３月＞
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開催日 催し物名
１日析

ジュニアサッカー大会
２日隻
８日析

Ｄ級指導者講習会（サッカー）
９日隻
15日析 陸上競技講習会
16日隻 益子町・川越市サッカー少年団交流会
20日積 幼児サッカー大会
23日隻 第３回陸上競技記録会

開催日 催し物名
１日析 春を呼ぶ「アコーディオンコンサート」
９日隻 司歌謡クラブ春の祭典カラオケフェスティバル
15日析 ココス英語幼児園卒園式
16日隻 うたおうよ愛・世界へ向けて！
23日隻 金子みすゞの生涯を演じるひとり芝居「空のかあさま」
28日昔 鯨井中学校吹奏楽部定期演奏会
29日析 リトルピアノコンサート

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

開催日 催し物名

１日析
第１回下谷二三子カラオケ教室発表会＆赤いひまわ
り歌謡ショー

16日隻 川越スイミングスクール　カルチャースタジオ発表会
22日析 ピアノ発表会
28日昔 第６回定期演奏会
29日析 小熊ピアノ教室スプリングコンサート
30日隻 ピアノ発表会リトルコンサート

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

施設管理公社のホームページができました
このページの施設で開催される催し物の開始時間・経

費・問い合わせ先などは、ホームページでも確認できます。
http://www.kawagoe-shisetukanrikousya.or.jp/
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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・21日昔、20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・21日昔・31日
席、20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・25日惜

おはなしのへや ■どようおはなし会（手遊び・読み聞かせ）
１日析・８日析・15日析・22日析・29日析、午後３時～

■ひよこおはなし会（手遊び・読み聞かせ）＝幼児と保護者
12日戚・14日昔、午前10時～

会議室 ■いないいないばあのおはなし会（わらべうた・手遊びなど）
12日戚＝１歳未満と保護者$14日昔＝１歳～２歳と保護者、午前11時～

◆幼年消防クラブ絵画展
１日析・２日隻、午前10時30分～午後４時30分

◆第22回絵画クラブ彩作品展（油絵・アクリル画）
５日戚～９日隻、午前10時30分～午後５時30分（５日は午後１時から、９日は午後４時まで）
◆埼玉読売写真クラブ川越支部会第12回写真展
13日斥～17日席、午前10時30分～午後６時30分（13日は正午から、17日は午後５時まで）

◆第５回大井高等学校写真部卒業展
21日昔～23日隻、午前10時30分～午後６時30分（23日は午後５時まで）

◆斉藤靖・川田和行・野口栄一　三人展（絵画・写真）
27日斥～30日隻、午前10時30分～午後６時（27日は午後１時から、30日は午後５時まで）
＊６月分の利用申し込みは、３月１日析から受け付けます。

●和田義雄作品展
４日惜～９日隻、午前９時～午後５時（４日は午後１時から、９日は午後３時まで）

●第４回東京電機大学理工学部卒業展　THE
ザ

彩 ART
ア ー ト

14日昔～16日隻、午前10時～午後５時
●小林和弘個展　ーはなのいろはー
18日惜～23日隻、午前９時～午後５時（23日は午後４時まで）

●Art
アート

Point
ポ イ ン ト

of
オブ

View
ビ ュ ー

（３）水彩画と彫塑
27日斥～30日隻、午前９時～午後５時（27日は正午から、30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
２日隻・９日隻・16日隻・23日隻・30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
13日斥、午前10時30分～・11時～　定員…各先着15組

■ひよこおはなし会（手遊び・読み聞かせなど）＝幼児と保護者
27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
＜３月＞

視聴覚ホール ■アニメ映画会 ８日析、午前10時～・午後２時～
（先着120人） 「こぎつねコンとこだぬきポン」「のどか森のリトル・ジョイ」「きんたろう」

■子ども映画会　15日析、午前10時～・午後２時～
「チコタン」「ミリ子は負けない」「あんじゅとずしおう」
■名作映画会　23日隻、午前10時～・午後２時～
「オーケストラの少女」

展示室 ■2008春・翡
ひ

翠
すい

会書展
14日昔～16日隻、午前10時～午後５時（14日は午後１時から、16日は午後４時まで）

■翠
すい

篁
こう

会書展
28日昔～30日隻、午前10時～午後５時（28日は午後１時から、30日は午後４時まで）

児童室 ■にちようおはなし会（手遊び・読み聞かせなど）＝５歳以上
２日隻・９日隻・16日隻・23日隻・30日隻、午後２時30分～

■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
５日戚、午前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
12日戚、午前10時～・11時～

グループ研究室 ■春のおはなし会（紙芝居・おはなしなど）＝５歳以上
25日惜、午後３時～


