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催し物ガイド
　　＜3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
14日㈰ 双葉会ピアノコンサート
21日㈷ 小熊ピアノ教室スプリングコンサート
22日㉁ 埼玉県吟詠コンクール西部地区大会
27日㈯ ピアノ発表会

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
7日㈰ シリウス音楽院発表会

13日㈯ 司歌謡クラブカラオケフェスティバル
17日㈬ みんなで歌おう「小江戸川越童謡の会」
19日㈮ ココス英語幼児園卒園式
28日㈰ 鯨井中学校吹奏楽部定期演奏会

中ホール（やまぶき会館）　座席数508席・車いす席5席
開催日 催し物名
7日㈰ 東喜和流民謡舞踊連合会勉強会
8日㈪ ふれあいミニコンサート

13日㈯ DANCE!!　CLUBY'S
14日㈰ 日本フィルピアノ六重奏団プライマリーコンサート
18日㈭ うたえ !　木曜ほっとパーク
21日㈷ 県立川越高校軽音楽部定期演奏会
22日㉁ 小さな小さな音楽会
26日㈮ 城西川越中学・高校吹奏楽部定期演奏会
28日㈰ MDC発表会ダンスBOX
29日㈪ 初雁中学校定期演奏会

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㈯ マスクプレイミュージカル「アルプスの少女ハイジ」
28日㈰ 川越東高校吹奏楽部定期演奏会
29日㈪ 城南中学校吹奏楽部定期演奏会

川越運動公園
下老袋388−１　休館日＝火曜日

開催日 催し物名
6日㈯

バレーボール・プレミアリーグ女子　川越大会
7日㈰

14日㈰ 小江戸インディアカ大会
20日㈯ 印藤杯卓球大会
21日㈷ 川越近隣市ミニテニス交流大会
27日㈯ 埼玉県バレーボール協会長杯川越市予選会
28日㈰ いそじ親善バレーボール大会

総合体育館・TEL224−8765・ＦＡＸ225−6482

その他の専用利用日＝5日㈮・13日㈯

テニスコート・TEL224−8765
開催日 催し物名
7日㈰ 全国スポーツ祭典テニス大会予選会

13日㈯ 県ジュニアテニス選手権大会

14日㈰
金門旗争奪戦

県ジュニアテニス選手権大会
21日㈷
22日㉁ 春季テニストーナメント一般女子複（予選）
27日㈯ 春季テニストーナメント一般男子単（予選）
28日㈰ 春季テニストーナメント一般男子複（予選）

その他の専用利用日＝7日㈰・14日㈰・21日㈷・27日㈯

開催日 催し物名
6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

13日㈯ 陸上競技講習会（午前）
20日㈯ 川越・益子交流サッカー大会
22日㉁ 陸上競技記録会
28日㈰ 新春研修サッカー大会

陸上競技場・TEL224−8881

日時…3月22日㉁、午前9時～午後5時　対象…市内在住・
在勤・在学で中学生以上（1人1種目）　経費…300円（中学
生は200円）　申し込み…3月14日㈰までに総合体育館（フ
ァクス可）

陸上競技記録会

〜ひとくち情報〜　ミニ・インフォメーション　〜ひとくち情報〜

●年度末は、市役所駐車場・周辺道路の混雑が予想されます。公共交通機関や自転車をご利用ください　管財課・TEL224−5633
●申告はお早めに　川越税務署（〒350−8666並木452−2）・TEL235−9411
　 平成21年分の所得税・贈与税の申告受け付けが始まっています。申告期限（3月15日㈪）間近は会場が混み合います。早めに申告
をしましょう。なお、記載済みの申告書は、必要書類と一緒に郵送することもできます。

●「ごみゼロ運動」�今年の日程は、5月30日㈰・10月31日㈰です。　資源循環推進課・TEL224−5908
●公園朝市（農産物直売会）を開催します　農政課・TEL224−5939
　 新鮮な川越産のコマツナ・ニンジンなどを販売。3月6日㈯、午前9時〜11時（売り切れしだい終了）。クレアパーク。当日直接会場。
●市では、中小企業融資制度を実施しています　商工振興課・TEL224−5934
　 受付時に、取扱金融機関による事前調査の終了が必要です。①特別小口無担保無保証人融資②中小企業一般貸付融資＝1,250万
円以内の事業資金が必要な方、③中小企業中口事業資金融資＝3,000万円以内の事業資金が必要な方、④中小企業認証等取得資
金融資＝ ISO認証など取得資金が必要な方、⑤新規創業者支援資金＝市内で創業しようとしている方

●文芸川越（第30号）を販売します　生涯学習課・TEL224−6086
　市民の皆さんの文芸作品を集めた「文芸川越」を、3月1日㈪から1冊1,000円で販売。希望者は生涯学習課（東庁舎1階）へ。
●訂正　広報川越№1216・7ページ、国税庁ホームページ　広報室・TEL224−5495
　誤＝ http://www.nna.go.jp　正＝ http://www.nta.go.jp。　ご迷惑をおかけしました。
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催し物ガイド
＜3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。

◆幼年消防クラブ絵画展
　 6日㈯・7日㈰、午前10時30分～午後4時
◆やまぶきフォトクラブ・写真の広場　合同作品展
　 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5時まで）

◆「午後のアトリエ会」油絵展
　 19日㈮～22日㉁、午前10時30分～午後6時 (22日は午後5

時まで）
◆㈳自販連埼玉県支部　くるまの日小学生絵画コンクール
　 26日㈮～28日㈰、午前10時30分～午後5時

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

＊6月分の利用申し込みは、3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・23日㈫・24日㈬・26日㈮

（22日㉁は、午後6時まで開館 )
視聴覚ホール（先着120人 )
■ドキュメンタリー映画会　午後2時～
　7日㈰＝「嵩

すう

山
ざん

少林寺」
■アニメ映画会　午後2時～
　13日㈯＝「ランボーの秘密」「白雪姫」「うぐいすの里」
■子ども映画会　午後2時～
　20日㈯＝「王様ライオンとカエル」「草原の子テングリ」
　　　　　 「はれときどきぶた」
■名作映画会　午前10時～・午後2時～
　28日㈰＝「犬と私の10の約束」
展示室
■  新構造川越展
　�2日㈫～7日㈰、午前9時30分～午後5時（2日は午後1時から、

7日は午後3時まで）
■  翠

すい

篁
こう

会書展
　�19日㈮～21日㈷、午前10時～午後5時（19日は午後1時から、

21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
　 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～
グループ研究室
■春のおはなし会（読み聞かせ・パネルシアターなど）＝5歳以上
　12日㈮、午後3時30分～

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・24日㈬・26日㈮

（22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
　11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
　12日㈮、午前10時30分～

●�いきがい大学東松山学園第20・24期美術工芸科展
　 2日㈫～7日㈰、午前9時～午後5時（2日は午後1時から、7

日は午後1時までほか）
●書展天

てん

池
ち

・第10回記念書展穹
きゅう

　 11日㈭～14日㈰、午前9時30分～午後5時（14日は午後3
時30分まで）

● 墨
ぼく

游
ゆう

会書作展
　 18日㈭～21日㈷、午前9時～午後5時 (18日は午後３時から、

21日は午後4時まで）
● A

アート

rt�P
ポ イ ン ト

oint�o
オブ

f�V
ビ ュ ー

iew ー水彩画と彫
ちょう

塑
そ

−
　�25日㈭～28日㈰、午前9時～午後5時（25日は正午から、

28日は午後4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（22日㉁を除く）・23日㈫・30日㈫


