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テニスコート L224−8765

開催日 催し物名
1日㈯ 春季テニストーナメント本戦残り（単）
2日㈰ 春季テニストーナメント本戦残り（複）
7日㈮

学校総合大会川越市予選兼入間地区予選会
8日㈯
9日㈰ 春季テニストーナメント壮年男子複（45・55)

15日㈯
川越市スポーツ少年団体育祭
関東予選団体戦

16日㈰
春季テニストーナメント一般男女単（本戦）
全国スポーツ祭典テニス大会予選会

23日㈰ 春季テニストーナメント一般男女複（本戦）
24日㈪ 埼西地区「春季」シニアテニス大会
30日㈰ インターハイ予選個人戦
31日㈪ 桑名杯レディーステニス大会

その他の専用利用日＝10日㈪・28日㈮

川越運動公園

開催日 催し物名
2日㈰ 川越市ミックスダブルス大会（バドミントン）
5日㈷ 今井杯ソフトバレーボール大会
9日㈰ 川越市武道大会

15日㈯ 川越市スポーツ少年団体育祭
16日㈰ 硬式卓球選手権大会
23日㈰ 川越市ママさんバレーボール春季大会
29日㈯ 川越市子ども会かるた大会
30日㈰ 一般部会春季大会（バレーボール）

下老袋388−１L224−8765　休館日＝火曜日

総合体育館

その他の専用利用日＝8日㈯

陸上競技場 L224−8881

開催日 催し物名
1日㈯ 中学生混成競技記録会
3日㈷ 川越市陸上競技記録会
8日㈯ 陸上競技講習会（午前）

15日㈯ 川越市スポーツ少年団体育祭
19日㈬ 通信陸上競技大会入間北部地区予選会
20日㈭ 通信陸上競技大会川越市予選会
21日㈮ 通信陸上競技大会富士見市ふじみ野市予選会
22日㈯ 通信陸上競技大会川越市予選会
その他の専用利用日＝14日㈮・24日㈪・27日㈭・28日㈮

日時…6月5日～8月7日、土
曜日（全8回）　時間…午後2時
～3時30分　会場…川越武道
館　対象…市内在住・在勤・在
学で小学生以上　定員…先着
30人　経費…2,000円　申し
込み…5月1日㈯、午前9時か
ら経費を添えて川越武道館ま
たは川越運動公園総合体育館

空手教室

メルト（川越西文化会館）

開催日 催し物名
1日㈯ たかはしべんファミリーコンサート
2日㈰ ナツメロ祭りいこいのステージ
3日㈷ ラ・フォンテボーカルコンサート
9日㈰ 歌謡舞踊祭

15日㈯ 若峰流新舞踊おさらい会
19日㈬ みんなで歌おう「小江戸川越童謡の会」
23日㈰ ミュージックプラザ笠幡教室歌の発表会

鯨井1556−１L233−6711　休館日＝火曜日
ホール　座席数347席・車いす席5席

ジョイフル（川越南文化会館）
今福1295−2L248−4115　休館日＝火曜日
ホール　座席数358席・車いす席5席

開催日 催し物名
8日㈯ ガイアシンフォニー第5番の上映会
9日㈰ 岸嘉子演歌カラオケ教室発表会

15日㈯ 合同ピアノ発表会
29日㈯ 福原地区芸能のつどい
30日㈰ 仁里流嘉乃吟友会温習会

川越市市民会館

開催日 催し物名
2日㈰ 川越南高校吹奏楽部定期演奏会
4日㈷ 川越女子高校吹奏楽部定期演奏会
9日㈰ 川越奏和奏友会吹奏楽団定期演奏会

16日㈰ 愛唱会歌謡ビッグショー

郭町1丁目18−7L222−4678　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

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
2日㈰ 県立川越高校古典ギター部定期演奏会
3日㈷ 県立川越高校弦楽合奏部定期演奏会

16日㈰ 誉田清子バレエスタジオ発表会
20日㈭ うたえ！　木曜ほっとパーク
22日㈯ ママさんブラス川越ファミリーコンサート
23日㈰ ハマナス歌謡クラブ発表会

●広域観光ガイド配布
　レインボー圏域の魅力をまとめた平成22年度「レイン
ボーおでかけマップ」を作成。
　花・歩く・見る・祭り・学ぶ・名物名産・食べる、な
どのテーマごとに観光スポット情報などを掲載。マップ
は各市役所、町役場などで配布しています。
問�い合わせ…�埼玉県川越都市圏まちづくり協議会事務局
（政策企画課内）L224－5503
●お釈迦さま大祭
日時…5月5日㈷　会場…永源寺（坂戸市仲町）
問い合わせ…坂戸市観光協会L283－1331
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高階図書館 藤間27−1L238−7550
休館日＝中央図書館と同じ

■特別展示「どうぶつのこども」
　子ども読書週間にちなみ、動物の子供についての展示。
期間…12日㈬まで

市立博物館 郭町2丁目30−1L222ー5399
O222ー5396

休館日＝月曜日（3日を除く）・6日㈭・28日㈮
■ あいぞめでハンカチ作り
　白いハンカチを自分の好きな模様に染めます。
日時…15日㈯、午前10時～11時30分▶午後1時30分～3時
30分　対象…小中学生　定員…各先着30人　経費…200円　
申し込み…1日㈯、午前9時から電話で同館（ファクス可）
■よろいを着て武士の世界へ（経費無料）
　よろいの装着体験をします。
日時…22日㈯、午前10時～11時30分▶午後1時30分～3時
30分　対象…小中学生　定員…各先着30人　申し込み…2日㈰、
午前9時から電話で同館（ファクス可）
■ 本丸御殿保存修理見学会（経費無料）
　保存修理工事中の本丸御殿の見学。
日時…29日㈯、午前10時～正午▶午後1時30分～3時30分　
対象…小学生以上　定員…各100人（抽選）　申し込み…往復ハ
ガキに、催し名・住所・氏名（ふりがな）・電話番号、午前・午後
の希望を明記し、15日㈯（必着）までに同館。
■ はにわを作ろう
　1日かけて、はにわを作ります。
日時…6月5日㈯、午前10時～午後3時30分　対象…小中学生
定員…先着30人　経費…200円　申し込み…11日㈫、午前9時
から電話で同館（ファクス可）

児童センターこどもの城 石原町1丁目ー41−2
LO225ー7289

休館日＝月曜日（3日を除く）・6日㈭
■ 月をみよう（経費無料）
　天体望遠鏡で月を見る。
日時…22日㈯、午後7時15分～　対象…小学生以上（小中学生
は保護者同伴）　定員…先着20人　申し込み…当日の午後5時～
5時30分に電話またはファクスで同センター
■星空に虹がかかるとき（当日直接同センター）
　プラネタリウム春の星座紹介番組。
定員…98人　経費…100円　投影時間…約30分　投影開始時
間…火～金曜日＝午後4時～▶土曜日・祝日・休日＝午後3時～
▶日曜日＝午前11時～・午後3時～　
■ 手形記念日（経費無料・当日直接同センター）
　記念の手形をつくろう。
日時…5日㈷、午前10時～11時　対象…乳幼児と保護者　定員
…先着30組　
■ 映画会「いのししうりっこの冒険」（経費無料・当日直接同センター）
日時…15日㈯、午後2時～　定員…先着70人　

川越駅東口児童館 菅原町23−10
LO228ー7719

休館日＝火曜日（4日を除く）・6日㈭
■ つくってあそんで（経費無料・当日直接同館）
　身近な材料を使った工作。
日時…1日㈯、午後2時～　対象…小学生　定員…7人（抽選）　
■�手形記念日（経費無料・当日直接同館）
　記念の手形をつくろう。
日時…5日㈷、午前10時～11時　対象…乳幼児と保護者　定員
…先着20組　

高階児童館 藤間27−1
LO238ー9525

休館日＝月曜日（3日を除く）・6日㈭
■ 手形記念日（経費無料・当日直接同館）
　記念の手形をつくろう。
日時…5日㈷、午前10時～　対象…0歳児と保護者　定員…先着
20組　

中央図書館 三久保町2−9L222ー0559
休館日＝月曜日・28日㈮

（3日㈷～5日㈷は、午後6時まで開館）
視聴覚ホール（先着120人・当日直接同館）
■なつかしの映画会「野ばら」　
日時…1日㈯、午後2時～
■アニメ映画会「ミッキーマウスとおばけたいじ」「ピノキオ“正直”」
　　　　　　　「クマのプーさん～プーさんとはちみつ～」
日時…8日㈯、午後2時～
■子ども映画会「おおきなかぶ」「花のズッコケ児童会長」
日時…15日㈯、午後2時～
■名作映画会「60歳のラブレター」　
日時…23日㈰、午前10時～・午後2時～

川越駅東口図書館 菅原町23−10L228−7712
休館日＝火曜日・28日㈮

（3日㈷～5日㈷は、午後7時まで開館）

アトレ6階L226ー7066
O225ー1860

休館日＝火曜日 (4日を除く）・6日㈭
■消費者カレッジ（経費無料）　
　介護サービス利用のポイント。
日時…17日㈪、午後1時30分～3時　対象…市内在住・在勤　
定員…先着50人　申し込み…1日㈯、午後2時から電話で同セ
ンター（ファクス可）

生活情報センター

西図書館 伊勢原町5丁目１−１L237−5660
休館日＝中央図書館と同じ

■特別展示（児童）「平成21年度ベストリーダー」
　昨年度最も読まれた児童書ベスト30を発表・展示。
期間…30日㈰まで

　もうすぐゴールデンウィークです。市内の図書館は、旅行
やレジャー施設などのガイドブックも充実しています。出か
ける前に、自分に合った情報を近くの図書館で、集めてみて
はいかがでしょうか。

市立美術館 郭町2丁目30−1L228ー8080
O228ー7870

休館日＝月曜日（3日を除く）・6日㈭
■�特別展「佐藤忠良展」＝6月6日㈰まで
■ 常設展「花と女」＝6月20日㈰まで
■ タッチアートコーナー「佐藤忠良が描く絵本の展示」
　特別展にあわせ、佐藤忠良が描く絵
本を紹介しています。「おおきなかぶ」
「木」「わらしべちょうじゃ」などの絵
本を手にとってご覧ください。
期間…4月27日㈫～6月6日㈰


