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催し物ガイド
＜12月＞

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。

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

開催日 催し物名
5日㈯ クリスマス・スペシャルコンサート聖夜のトランペット
6日㈰ 埼玉県カラオケ愛唱会カラオケ交流会

23日㈷ あかねピアノ教室発表会

今福1295－2　TEL248－4115　休館日＝火曜日

メルト（川越西文化会館）
鯨井1556－１　TEL233－6711　休館日＝火曜日
ホール　座席数347席・車いす席5席

開催日 催し物名
3日㈭ いきがい大学川越学園学園祭
5日㈯ 混声合唱団Cielo 定期演奏会

13日㈰ 藤井祥子ピアノスタジオ発表会
16日㈬ みんなで歌おう「小江戸川越童謡の会」
17日㈭ X'mas すまいりコンサート
18日㈮ ココス英語幼児園クリスマス・コンサート
26日㈯ ピアノ発表会

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
5日㈯ 埼玉育児院チャリティーコンサート
6日㈰ 川越少年少女合唱団ファミリーコンサート

13日㈰ ラボ・テーマ活動発表会
17日㈭ うたえ！　木曜ほっとパーク
19日㈯ ふじ保育園音楽会

川越市市民会館
郭町1丁目18－７　TEL222－4678　休館日＝火曜日
大ホール　座席数1,261席・うち車いす用可動席6席

開催日 催し物名
2日㈬ 松崎しげるコンサートツアー2009～2010
6日㈰ 川越音楽11・12月例会モスクワ少年合唱団

10日㈭ マッスルミュージカル　川越★特別公演
14日㈪ 川越市民クリスマス
20日㈰ 春風亭小朝独演会
23日㈷ 川越奏和奏友会吹奏楽団ファミリーコンサート
27日㈰ 川越南高校吹奏楽部ウィンターコンサート

川越運動公園
下老袋388－１　休館日＝火曜日

開催日 催し物名
3日㈭ 川越市民踊大会

19日㈯ 少年・少女ドッジボール大会
20日㈰ 県民総合体育大会市長杯女子団体オープン卓球大会
26日㈯

少年・少女ミニバスケットボール大会
27日㈰

総合体育館・TEL224－8765

その他の専用利用日＝6日㈰・9日㈬・13日㈰・18日㈮・21日㈪・23日㈷

その他の専用利用日＝5日㈯・6日㈰・10日㈭・13日㈰・17日㈭・23日㈷

開催日 催し物名
4日㈮ 川越東中学校ロードレース大会（午前）
7日㈪ 県立川越養護学校ロードレース大会（午前）
9日㈬ 市立川越養護学校ロードレース大会（午前）

11日㈮ 芳野中学校駅伝競走大会（午後）
12日㈯ 川越市女子ジュニアサッカー親善大会
16日㈬ 大宮北特別支援学校マラソン大会（午前）
19日㈯ 川越市女子ジュニアサッカー親善大会
20日㈰ 川越市民駅伝競走大会
26日㈯ 陸上競技講習会（午前）

陸上競技場・TEL224－8881

テニスコート・TEL224－8765
開催日 催し物名
5日㈯ 団体戦（女子予選リーグ）
6日㈰ 団体戦（男子予選リーグ）

10日㈭ 埼西地区オープンシニアテニス大会
12日㈯ 団体戦（女子本戦）
13日㈰ 団体戦（男子本戦）
19日㈯ 埼玉スポーツ祭典川越大会
20日㈰

西部地区団体戦
23日㈷
その他の専用利用日＝17日㈭

●やまぶき寄席の入場券を発売中
出演…三遊亭鳳楽、林家たい平、昭和のいるこいるほか　日時
…来年1月10日㈰、午後2時～　入場券…3,500円　入場券販
売所…市民会館、メルト、ジョイフル、川越運動公園総合体育館 

■親子演劇鑑賞会
　川島町民会館・ＴＥＬ297−1667

　ミュージカル「オズの魔法使い」。前売り券発売中。
日時…12月23日㈷、午後2時〜　会場…川島町民会館 ( 川島
町下

しも

八
や

ッ
つ

林
ばやし

）　経費…1,000円（小学生以下は500円）

■新春武
む  さ  し

蔵越
お ご せ

生七福神めぐり
越生町経済課・ＴＥＬ292−3121

　自然豊かなコース12.6㎞を歩く。当日直接集合場所。
日程…来年1月4日㈪（小雨・小雪決行）　集合…午前9時30分
〜10時30分に法

ほう

恩
おん

寺
じ

（越生町越生）

■日高市手づくり凧
たこ

揚げ大会
日高市コミュニティ協議会事務局・ＴＥＬ042−989−2111

　中学生以下の部、一般の部、大凧の部。
日時…来年2月6日㈯（予備日7日㈰）、午前9時30分　会場…
巾
きん

着
ちゃく

田
だ

グラウンド（日高市高
こ

麗
ま

本郷）　申し込み…12月1日㈫
〜来年1月15日㈮に電話で同事務局
■日高かわせみマラソン大会

日高かわせみマラソン大会事務局・ＴＥＬ042−985−2090
　3㎞、5㎞、10㎞のコース (雨天決行 )。
日程…来年3月14日㈰　集合…午前8時20分〜9時30分に北

きた

平
ひら

沢
さわ

運動場（日高市北平沢）　経費…2,500円（中学生以下700
円・高校生2,000円・家族1組2,500円）　申し込み…日高市
各公民館にある申込書に必要事項を記入し、12月1日㈫〜来
年1月29日㈮に各公民館へ提出
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催し物ガイド
＜12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。

◆インターネットによる小江戸川越街づくりの会フォトコンテスト
　�5日㈯＝午後1時～5時、6日㈰＝午前10時30分～午後3時
◆川越写真クラブ作品展
　�10日㈭～14日㈪、午前10時30分～午後6時（10日は午後1���
時から、14日は午後5時まで）

◆高階水彩画クラブ展示会
　�17日㈭～21日㈪、午前10時30分～午後5時（17日は午後1
時から、21日は午後2時30分まで）

◆写真集団上福岡写真展
　�24日㈭～28日㈪、午前10時30分～午後5時30分（24日は午
後1時30分から、28日は午後4時まで）

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・30日㈬・31日㈭

＊3月分の利用申し込みは、12月2日㈬から受け付けます。

中央図書館 三久保町2－9・TEL222ー0559
休館日＝月曜日・24日㈭・25日㈮・29日㈫～31日㈭

（23日㈷は、午後6時まで開館 )
視聴覚ホール　（先着120人 )
■アニメ映画会　午後2時～
　5日㈯＝「夢の星座」「ごんぎつね」「かさじぞう」
■子ども映画会　午後2時～
　12日㈯＝「りゅうの目のなみだ」「チリンの鈴」「塩狩峠」
■名作映画会　午前10時～・午後2時～
　20日㈰＝「ライラの冒険」
■落語アニメ映画会　午後2時～
　23日㈷＝「馬の田

でん

楽
がく

」「転
てん

失
し

気
き

」「お血
けち

脈
みゃく

」
■クリスマスおはなし会（読み聞かせ、人形劇など）＝5歳以上
　11日㈮、午後3時～

展示室
■  日創会日本画展
　3日㈭～6日㈰、午前9時30分～午後5時 (6日は午後4時まで）
■  墨友会・日本書学館合同展
　�9日㈬～13日㈰、午前10時～午後5時 (13日は午後3時まで）
■  南古谷スケッチ・油絵クラブ合同展
　15日㈫～20日㈰、午前9時30分～午後5時 (15日は午後1時
　から、20日は午後3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
　�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
　2日㈬・4日㈮、午前11時～
■��クリスマスひよこおはなし会（手遊び・読み聞かせなど）＝幼児と保護者
　�9日㈬、午前10時～・11時～

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
　4日㈮、午前10時30分～・11時～
■  クリスマスひよこおはなし会（手遊び・読み聞かせなど）＝幼児と保護者

　18日㈮、午前10時30分～
■ クリスマスおはなし会（手遊び・読み聞かせなど）＝5歳以上
　22日㈫、午後2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～
■�クリスマスひよこおはなし会（手遊びなど）＝幼児と保護者
　9日㈬・11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）
　�9日㈬、午前11時～＝1歳未満と保護者
　11日㈮、午前11時～＝1歳～2歳と保護者
■クリスマスおはなし会（パネルシアター・人形劇など）＝5歳以上
　18日㈮、午後2時～・4時～

川越駅東口図書館 菅原町23－10・TEL228－7712
休館日＝火曜日・24日㈭・25日㈮・30日㈬・31日㈭

（23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
　10日㈭、午前10時30分～・11時～　定員…各先着15組

■�クリスマスひよこおはなし会（人形劇など）＝幼児と保護者
　18日㈮、午前10時30分～
■ クリスマスおはなし会（人形劇・
読み聞かせなど）＝5歳以上

　18日㈮、午後3時～

●川越クロッキー会展
　�1日㈫～6日㈰、午前10時～午後5時（1日は午後1時から、6
日は午後4時まで）

● 川越市立小中学校児童生徒作品「いのち・こころを大切にす
る絵画展」　
　�11日㈮～13日㈰、午前9時～午後5時（11日は午後1時から、
13日は午後3時まで）

● 川越市立小中学校児童生徒県特選作品展（身障者展、郷土展）
　�19日㈯～来年1月7日㈭、午前9時～午後5時（7日は午後3時
まで）

市民ギャラリー　　　　 市立美術館（郭町2丁目30−1）・ＴＥＬ228−8080　休館日＝月曜日・24日㈭～31日㈭


