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催し物ガイド
　　＜2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
7日㈰ ジョイフルピアノ発表会

10日㈬ 川越市地域福祉講演会
14日㈰ 音はともだちコンサート
28日㈰ 室内楽と2台のピアノによる演奏会（長谷川真理ピアノ会）

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
4日㈭ 介護予防まつり～認知症を知り、地域で支えあおう～
6日㈯ ヴォーカルコンサート
7日㈰ 新春カラオケ選手権大会

10日㈬ いきがい大学川越学園連絡協議会芸能祭
11日㈷ 石原麻由＆野村彩デュオコンサート
13日㈯ 「川越・地域子どもサポート推進事業」実践報告会
14日㈰ 坂戸マンドリン・ギタークラブ演奏会
15日㈪ 人権問題講演会
17日㈬ みんなで歌おう「小江戸川越童謡の会」
20日㈯ 今成小学校吹奏楽部定期演奏会
21日㈰ フラダンス＆タヒチアン南の風にのって
27日㈯ シリウス音楽院発表会
28日㈰ アコーディオン・春をよぶコンサート

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㈭ 川越市特別支援学級・特別支援学校合同学芸発表会
6日㈯ 小江戸川越ブレイクダンス祭り（全国人民舞麗筋大会）

18日㈭ うたえ！　木曜ほっとパーク
20日㈯ 光コーラス　響コーラス　合同演奏会
26日㈮ 和太鼓コンサート「時の律動」
27日㈯ 吉田音楽教室　ピアノ発表会
28日㈰ 梨本直樹主宰　ピアノ発表会

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
13日㈯ 佐々木秀実コンサート
20日㈯ Angelo Tour2010「SEARCH THE LIGHTWAVE」
28日㈰ チャリティー「横山幸雄　ピアノコンサート」

川越運動公園
下老袋388−１　休館日＝火曜日

開催日 催し物名
7日㈰ 川越市ソフトバレーボール大会

13日㈯ 女性スポーツフェスティバル
20日㈯ 川越地区卒団大会（バスケットボール）
21日㈰ 川越市チーム団体戦（バドミントン）
27日㈯ ふれあいソフトバレーボール大会
28日㈰ 県民総体コミュニティー部門KVA杯大会（バレーボール）

総合体育館・TEL224−8765

その他の専用利用日＝14日㈰・24日㈬・26日㈮

その他の専用利用日＝3日㈬・4日㈭・11日㈷・26日㈮

開催日 催し物名
7日㈰ 川越ケーブルテレビ杯サッカー大会中学生の部

10日㈬ 西部地区新人駅伝競走大会
13日㈯ 陸上競技講習会（午前）
14日㈰ 新人体育大会女子サッカー高校生の部
21日㈰

KJS卒団サッカー大会
27日㈯
28日㈰ 川越MIRAI21ライオンズクラブ杯川越ジュニアサッカー大会

陸上競技場・TEL224−8881

テニスコート・TEL224−8765

開催日 催し物名
6日㈯ ミックス・フェスティバル一般・ベテランの部
7日㈰ 技術講習会

14日㈰ ミックス・フェスティバル団体戦の部
21日㈰ ミックス・フェスティバル本戦
28日㈰ 2級審判員検定会・研修会
その他の専用利用日＝11日㈷

●保育園児の作品展
2月19日㈮～21日㈰、午前9時～
午後9時。市民会館＝仙波町保育
園児、メルト＝霞ケ関保育園児、
ジョイフル＝高階保育園児の作品
を展示。

皆さんからの善意ありがとうございました
川越市への寄付　平成21年12月（敬称略）

■物品等
石光…3段ひな飾り人形

“21世紀の川越を考える”市民協議会…舟（2そう）
■金銭
㈱関根電気商会…500,000円
川越ロータリークラブ…50,000円
角栄ガス㈱霞ヶ関事業所

日時…2月27日㈯、午前9時～　対象…市内在住・在勤で、
30歳以上男女の構成チーム（登録5人～8人。試合は4人で、内
男1人以内）　定員…先着36チーム　経費…1チーム3,000円
申し込み…2月1日㈪～15日㈪に経費を添えて同体育館

●ふれあいソフトバレーボール大会

越
お ご せ

生梅林梅まつり　　　
越生町観光協会・TEL292−3121

　梅まつり期間中は、各種イベントが開催されます。
日時…2月13日㈯～3月22日㉁、午前8時30分～午後5時
入園料…中学生以上200円　駐車料…普通車400円
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催し物ガイド
＜2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。

◆新和会紙絵新春展
　 4日㈭～8日㈪、午前10時30分～午後5時 (4日は午後1時か

ら、8日は午後4時まで）
◆パレットクラブ展（油彩・水彩画）
　 11日㈷～15日㈪、午前10時30分～午後6時（11日は午後1

時から、15日は午後3時30分まで）

◆選挙啓発書道コンクール
　 20日㈯・21日㈰、午前10時30分～午後5時
◆欅

けやき

フォトクラブ作品展
　 24日㈬～28日㈰、午前10時30分～午後5時（24日は午後1

時から、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

＊5月分の利用申し込みは、2月1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・12日㈮・26日㈮

（11日㈷は、午後6時まで開館 )
視聴覚ホール（先着120人 )
■爆笑社会派映画会　午後2時～
　7日㈰＝「砂の上のロビンソン」
■アニメ映画会　午後2時～
　13日㈯＝「ポゥさんのゆきだるま」「いのししうりっこの冒険」
               「ちびねこコビとおともだち」

■子ども映画会　午後2時～
　20日㈯＝「3人の騎士」
■名作映画会　午前10時～・午後2時～
　28日㈰＝「古都」
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
　3日㈬・5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
　10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
　5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
　19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・読み聞かせなど）＝幼児と保護者
　17日㈬・19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）
　17日㈬、午前11時～＝1歳未満と保護者
　19日㈮、午前11時～＝1歳～2歳と保護者

川越駅東口図書館 菅原町23−10・TEL228−7712
休館日＝火曜日・12日㈮・26日㈮

（11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
　18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
　19日㈮、午前10時30分～

● 吉
よし

元
もと

耕
こう

平
へい

初個展（絵画展）・「絵」と「詩」
　 2日㈫～7日㈰、午前11時～午後5時（2日は午後1時から、

7日は午後4時まで）
●市

いち

村
むら

恵
めぐみ

・由
ゆ

美
み

子
こ

母子展覧会
　 2日㈫～7日㈰、午前11時～午後5時（2日は午後1時から、

7日は午後3時まで）

● 全日本写真連盟埼玉デジタルアート支部作品展
　 9日㈫～14日㈰、午前9時～午後5時 (9日は正午から、14

日は午後4時まで）
●桂

かつら

絵画クラブ作品展
　�23日㈫～28日㈰、午前9時～午後5時（23日は午後1時

から、28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

開始時間…午後1時30分～▶午後2時30
分～（実演時間＝約20分・要観覧料）
＊現在、宮下町と元町１丁目の山車をご覧
になれます。

川越まつり会館・TEL225−2727

川越まつり会館 2月の囃子実演 日程 囃子連名
 7日㈰ 牛若囃子連
11日㈷ 今福囃子連中
14日㈰ 鈿女会囃子連
21日㈰ 大塚新田囃子連
28日㈰ 榎会囃子連


