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川越市市民会館

大ホール　座席数1,261席・うち車いす用可動席6席

郭町1丁目18−７　ＴＥＬ222−4678　休館日＝火曜日

開催日 催し物名
11日㈰ 童謡・唱歌フェスティバル in 川越2009
23日㈮ 第22回防犯並びに暴力排除推進大会
24日㈯ 県立川越高校学校説明会
31日㈯ 第43回全国女子体育研究大会埼玉大会

メルト（川越西文化会館）

ホール　座席数347席・車いす席5席

鯨井1556−１　ＴＥＬ233−6711　休館日＝火曜日

開催日 催し物名
1日㈭ 琴伝流大正琴・第6回琴朋会チャリティーコンサート
3日㈯ 彩錦舞踊会
4日㈰ チャリティー清水歌謡学院発表会（20周年記念）

10日㈯ ヒッポファミリークラブ多言語発表会
11日㈰ ひばり歌謡発表会
12日㈷ やまぶき歌謡発表会
17日㈯ 歌謡倶楽部アキ歌謡祭
18日㈰ 第26回霞ケ関北公民館まつり芸能のつどい
21日㈬ 第166回みんなで歌おう「小江戸川越童謡の会」
24日㈯ ファミリーステージシネマアンドコンサート
25日㈰ 津軽三味線小山流貢敏会民謡発表会
31日㈯ うりんぼう第4回秋の実りコンサート

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

今福1295−2　ＴＥＬ248−4115　休館日＝火曜日

開催日 催し物名
3日㈯ 楽しく語り唄う会
4日㈰ 第27回邦楽（筝・三絃・尺八）のつどい

10日㈯ ポピーカラオケ教室発表会
11日㈰ 第8回武蔵野ふれあいの森コンサート
12日㈷ 民謡民踊おさらい会
18日㈰ あるはんぶら歌謡祭
24日㈯ 高階公民館文化祭芸能発表会
25日㈰ 埼玉三者の会フェスティバル
31日㈯ 芙蓉会カラオケ教室発表会

中ホール（やまぶき会館）　座席数508席・車いす席5席
開催日 催し物名
4日㈰ くっきぃず音楽院 The 13th Our Concert

10日㈯ 第11回川越マンドリンクラブ定期演奏会

11日㈰
平成22年度保育園入園の申し込み手続き説明会
折田真樹リサイタル

15日㈭ うたえ！　木曜ほっとパーク
24日㈯ やまぶき9条フェスタ
25日㈰ 第5回カルチャースタジオ発表会
30日㈮ 第43回全国女子体育研究大会（埼玉大会）特別支援学校分科会

川越運動公園
下老袋388−１　休館日＝火曜日

開催日 催し物名
2日㈮ 

市民体育祭兼新人体育大会川越市予選会バレーボールの部
3日㈯

4日㈰
市民体育祭兼新人体育大会川越市予選会バスケットボールの部
市民体育祭空手道の部

11日㈰ 市民体育祭総合9人制4号球女子バレーボールの部
18日㈰ 市民体育祭体操競技の部
24日㈯ 市民体育祭卓球の部

31日㈯
川越市近隣市ミニテニス交流大会
市民体育祭レクの部3Ｂ体操大会

総合体育館・ＴＥＬ224−8765

その他の専用利用日＝10日㈯・12日㈷・16日㈮・17日㈯

その他の専用利用日＝5日㈪・7日㈬・8日㈭・12日㈷・24日㈯

開催日 催し物名
1日㈭ 新人体育大会陸上競技富士見市・ふじみ野市予選会
2日㈮

市民体育祭兼新人体育大会陸上競技川越市予選会
3日㈯
4日㈰ 市民体育祭兼新人体育大会サッカー中学生の部

10日㈯ 市民体育祭陸上競技小学生の部

11日㈰
市民体育祭サッカー女子の部（午前）
ブロックリーグ代表者決定戦（午後）

17日㈯ 第7回陸上競技講習会（午前）
18日㈰ 市民体育祭ラクビーフットボール壮年の部
25日㈰ 第37回川越市民ロードレース大会
30日㈮ 入間北部地区中学校駅伝競走大会
31日㈯ 市民体育祭サッカー少年Ｂ・Ｃ・Ｄクラスの部

陸上競技場・ＴＥＬ224−8881

テニスコート・ＴＥＬ224−8765

開催日 催し物名
1日㈭ 市民体育祭レディースの部（ソフトテニス）
2日㈮

新人体育大会
3日㈯
7日㈬ 新人兼県民総合大会市予選兼入間地区予選会

10日㈯ 市民体育祭一般男女単（本戦）

11日㈰
市民体育祭一般・成年・壮年の部（ソフトテニス）
市民体育祭一般男女複（本戦）

12日㈷ 市民体育祭混合複（予選）

17日㈯
市民体育祭本戦残り（単）
埼玉スポーツ祭典川越大会

18日㈰ 市民体育祭混合複（本戦）
30日㈮ 埼西地区「秋季」シニアテニス大会
31日㈯ 県新人大会団体戦
その他の専用利用日＝4日㈰・5日㈪・8日㈭・9日㈮・18日㈰

■各ホールの平成22年9月の申し込みは、10月1日㈭、午前9
　時～10時です。

■市民会館は駐車場が狭いため、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。

施設管理公社のホームページもご覧ください
　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、ホームページで確認できます。
http://www.kawagoe-shisetukanrikousya.or.jp/
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●2009モダンアート協会　福島・埼玉交流展
　 9月29日㈫〜10月4日㈰、午前9時〜午後5時（29日は午後1

時から、4日は午後4時まで）
●第58回川越市美術展　午前9時〜午後5時
　�第1期（日本画・書・写真）＝14日㈬〜18日㈰
　第2期（洋画・彫塑・工芸）＝21日㈬〜25日㈰
●和紙から学ぶ　文房四宝 
　30日㈮〜11月1日㈰、午前9時〜午後5時（1日は午後4時まで）

催し物ガイド
＜10月＞

催し物などの内容は、主催者の都合など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。

市民ギャラリー　  市立美術館（郭町2丁目30−1）・ＴＥＬ228−8080　休館日＝5日㈪・6日㈫・13日㈫・26日㈪

◆第5回植物画アカデミィ合同作品展“花吹雪”
　 1日㈭〜5日㈪、午前10時30分〜午後6時（1日は午後0時30

分から、5日は午後5時30分まで）
◆第15回墨香書道会展
　 15日㈭〜19日㈪、午前10時30分〜午後6時（15日は午後１

時から、19日は午後4時30分まで）

◆フローラル・幸　押し花・グラスアート・ワイヤークラフト作品展
　 22日㈭〜24日㈯、午前10時30分〜午後6時（24日は午後

4時30分まで） 

コミュニティルームA　　　　　　生活情報センター（アトレ6階）・ＴＥＬ226−7066・休館日＝火曜日

中央図書館 川越駅東口図書館

＊1月分の利用申し込みは、10月1日㈭から受け付けます。

三久保町2−9・ＴＥＬ222ー0559
休館日＝月曜日・1日㈭・13日㈫・14日㈬・30日㈮

（12日㈷は、午後6時まで開館 )
視聴覚ホール（先着120人 )
■アカデミー作品映画会　午前10時〜・午後2時〜
　3日㈯、4日㈰＝「おくりびと」
■アニメ映画会　午後2時〜
　10日㈯＝「ポゥさんと秋風」
　　　　　　「フォックスウッド物語」
　　　　　　「泣いたあかおに」
■子ども映画会　午後2時〜
　17日㈯＝「狼森とざる森、ぬすと森」
　　　　　　「おじいちゃんのみこし」
　　　　　　「かんすけさんと不思議な　
　　　　　　自転車」
■名作映画会　午前10時〜・午後2時〜
　25日㈰＝「ロミオとジュリエット」
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
　 日曜日、午後2時30分〜
■�いないいないばあのおはなし会（童歌など）＝１歳以下と保護者
　7日㈬・9日㈮、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
　15日㈭、午前10時〜・11時〜
展示室
■��高階水彩画クラブ展
　 7日㈬〜11日㈰、午前9時30分〜午後5時 (7日は午後1時か

ら、11日は午後4時まで）
■��第32回シニア趣味の作品展（書・絵画など）
　 21日㈬〜24日㈯、午前9時30分〜午後4時 (24日は午後1時

まで）
■��第25回沿展（油彩、水彩など）
　 27日㈫〜11月1日㈰、午前10時〜午後5時 (27日は午後1時

から、1日は午後4時まで）

高階図書館 藤間27−1・ＴＥＬ238−7550
休館日＝中央図書館と同じ

■どようおはなし会（手遊び・読み聞かせなど）＝5歳以上
　 土曜日、午後2時30分〜
■�いないいないばあのおはなし会（童歌など）＝１歳以下と保護者
　2日㈮、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㈮、午前10時30分〜

西図書館 伊勢原町5丁目１−１・ＴＥＬ237−5660
休館日＝中央図書館と同じ

■どようおはなし会（手遊び・読み聞かせなど）＝5歳以上
　土曜日、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
　21日㈬・23日㈮、午前10時〜
■いないいないばあのおはなし会（童歌・手遊びなど）
　 21日㈬、午前11時〜＝1歳未満と保護者
　23日㈮、午前11時〜＝１歳〜2歳と保護者

菅原町3−10・ＴＥＬ228−7712
休館日＝火曜日・1日㈭・14日㈬・30日㈮

（12日㈷は、午後7時まで開館 )
■�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
　日曜日、午前11時〜
■ いないいないばあのおはなし会（童歌など）＝1歳以下と保護者
　8日㈭、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
　9日㈮、午前10時30分〜

市民ギャラリー利用受け付け（平成22年4月～9月利用分）
　申し込みは、往復ハガキに展示内容、利用形態（全面または
半面）、住所・氏名・電話番号、希望利用期間を明記し、10月
1日㈭～10日㈯（消印有効）に〒350ー0053郭町2丁目30ー1市
立美術館。抽選。空きがある場合は、11月1日㈰以降、随時受
け付けます。詳しくは、市立美術館で配布している利用案内を
ご覧ください。
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