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メルト（川越西文化会館）

開催日 催し物名
5日㈯ 大谷木カラオケ教室合同発表会
6日㈰ 藤水流舞踊会

12日㈯ コール・ぴくるす「ときめきコンサート part2」
13日㈰ 小堤一郎歌謡教室発表会＆歌謡ショー
16日㈬ みんなで歌おう「小江戸川越童謡の会」
20日㈰ 飯窪カラオケ教室チャリティー発表会
26日㈯ 芸術総合高校学校説明会
27日㈰ 埼玉演歌道場チャリティー唄のつどい

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
5日㈯ 埼玉県民謡協会西部地区予選会

12日㈯ JOINT STAGE 
13日㈰ 2台ピアノ・アンサンブルコンサート
20日㈰ コモード歌謡教室発表会
26日㈯ 高階民踊舞踊のつどい
27日㈰ 歌謡曲・ポップスを歌おう　歌の祭典

川越市市民会館

開催日 催し物名
5日㈯ 川越いもの子作業所松崎しげるチャリティーコンサート
6日㈰ 川越少年少女合唱団定期演奏会

13日㈰ 県立川越高校吹奏楽部定期演奏会
18日㈮ 二胡奏者曹雪晶コンサート
20日㈰ 日下奈緒絵バレエスタジオ発表会
25日㈮ シニア春季芸能大会
27日㈰ 川越市民踊舞踊協会年次大会

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
5日㈯ 川越西高校吹奏楽部定期演奏会
6日㈰ 武蔵野邦楽舞会30周年記念定期公演

12日㈯ ヒューゲルコール1976定期演奏会
17日㈭ うたえ！　木曜ほっとパーク
18日㈮ 埼玉県高等学校邦楽邦舞連盟研究会
19日㈯ 川越女子高校音楽部定期演奏会
26日㈯ フラフェスティバル in Kawagoe
27日㈰ 男声合唱団イル・カンパニーレ演奏会

総合体育館

川越運動公園
下老袋388－１L224－8765　休館日＝火曜日

開催日 催し物名
5日㈯ ラージボール・XD オープン卓球大会
6日㈰ 彩の国少年少女体操競技大会

12日㈯ 近隣市町家庭婦人バレーボール大会
13日㈰ 埼玉県西部地区剣道段位審査会及び競技会
18日㈮ 川越市中学校体育大会兼学校総合体育大会川越市予選会

（バレーボールの部）19日㈯

20日㈰
川越市中学校体育大会兼学校総合体育大会川越市予選会

（バスケットボールの部）
25日㈮ 西部地区レディースバドミントン大会川越大会

その他の専用利用日＝2日㈬・26日㈯・27日㈰

陸上競技場 L224－8881

開催日 催し物名
5日㈯ 陸上競技講習会（午前）

18日㈮
学校総合体育大会陸上競技の部川越市予選会

19日㈯
23日㈬ 学校総合体育大会陸上競技の部富士見市ふじみ野市予選会
24日㈭ 学校総合体育大会陸上競技の部入間北部地区予選会

その他の専用利用日＝21日㈪

●梅フェア
　生梅・山菜類・地場産新鮮野菜の販売、梅料理講習会、
お楽しみ抽選会など。
日時…6月13日㈰、午前9時30分～午後3時　会場…
越
お ご せ

生自然休養村センター（越生町小杉）
問い合わせ…越生町経済課L292−3121

■市民会館は駐車場が狭いため、来場には電車・バスなどをご利
用ください。
■各ホールの平成23年5月の利用申し込みは、6月2日㈬、午前
9時〜10時です。

施設管理公社のホームページもご覧ください
http://www.kawagoe-shisetukanrikousha.or.jp/

テニスコート L224－8765

開催日 催し物名
2日㈬

桑名杯レディーステニス大会
3日㈭
5日㈯ 川越市テニス協会創立30周年記念大会
6日㈰ 全国スポーツ祭典テニス大会予選会

12日㈯ 川越市テニス協会創立30周年記念大会
16日㈬ スーパーレディース
18日㈮

川越市中学校体育大会兼学校総合体育大会川越市予選会
19日㈯
20日㈰ 西部地区審判技術講習会

その他の専用利用日＝4日㈮・13日㈰・23日㈬・24日㈭



郭町2丁目30－1L228ー8080
O228ー7870

休館日＝月曜日・22㈫〜27日㈰
タッチアートコーナー
館蔵　橋本次郎展

6月8日㈫〜9月26日㈰
　
　日展・日彫展を中心に活躍した川越出身
の彫刻家・橋

はし

本
もと

次
じ

郎
ろう

の人物作品を展示しま
す。
■ 常設展「現代美術」
期間…6月29日㈫～9月26日㈰　経費…
一般＝200円／大学生・高校生＝100円
　県立川越高校出身で、現在も創作活動を
盛んに続ける現代美術の作家たち、関

せき

根
ね

伸
のぶ

夫
お

・長
なが

澤
さわ
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らの作品を中心に
展示します。
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高階図書館 藤間27－1L238－7550
休館日＝月曜日・22日㈫〜24日㈭・25日㈮

川越駅東口図書館 菅原町23－10L228－7712
休館日＝火曜日・14日㈪・16日㈬〜18日㈮・25日㈮

アトレ6階L226ー7066
O225ー1860
休館日＝火曜日

■ひざの痛み・腰痛をやわらげる体操（経費無料）　
日時…9日㈬、午後1時30分～3時　対象…市内在住・在勤　定
員…先着25人　申し込み…2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＝月曜日・8日㈫〜11日㈮・25日㈮

中央図書館 三久保町2－9L222ー0559
休館日＝月曜日・1日㈫〜6日㈰・25日㈮

視聴覚ホール（先着120人・当日直接同館）
■アニメ映画会「ぺんぎんとしろくま」「あめふり」
　　　　　　　「がんばれスイミー」
日時…12日㈯、午後2時～
■子ども映画会「トロッコ」「お兄ちゃんとぼくの七転び八起き」
　　　　　　　「みんなともだち」
日時…19日㈯、午後2時～
■名作映画会「新・夫

めお と

婦善
ぜんざい

哉」　
日時…27日㈰、午前10時～・午後2時～
■本のリサイクル市
　市立図書館で除籍済みの図書・雑誌を無料で譲ります。1人
10冊まで。図書館貸出カードのある方は持参。
日時…18日㈮・19日㈯、午後1時30分～4時　対象…市内在住・
在勤・在学と、市内事業所・機関・団体

市立美術館

●児童センターこどもの城・川越駅東口児童館・高階児童館の施設情報は、8ページにあります。

市立博物館 郭町2丁目30－1L222ー5399
O222ー5396

休館日＝月曜日・22日㈫〜27日㈰
■ 竹のおもちゃを作ろう（経費無料）
　竹を使って、簡単なおもちゃを作ります。
日時…12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…1日㈫、
午前9時から電話で同館（ファクス可）
■ 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…19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…各200円　申
し込み…2日㈬、午前9時から電話で同館（ファクス可）

展示解説を聞いてみませんか
■ 博物館
　解説員による展示解説を行います。
日時…平日＝午前11時～・午後2時～▶土・日曜日、祝日
＝午前11時～・午後1時～・2時～・3時～
■ 蔵造り資料館
　市民ボランティアによる解説を行います。
日時…第2日曜日、午前11時～・午後2時～

橋本次郎
≪南欧の想≫1977年

　全蔵書の棚卸し点検作業と館内整理のため、次のとおり
休館します。
■ 中央図書館（視聴覚ライブラリー）・霞ケ関南分室＝１日
㈫〜6日㈰

■西図書館＝8日㈫〜11日㈮
■川越駅東口図書館＝14日㈪・16日㈬〜18日㈮
■高階図書館＝22日㈫〜24日㈭
　休館中は、電話・ファクスによる予約や検索などはでき
ません。パソコンサイト・モバイルサイトによる予約・検
索はできますが、休館中の図書館を受け取り館に指定した
場合、通常よりも時間がかかります。
　返却ポストを利用する場合は、CD・DVD・カセット・
レコード・ビデオは投入しないでください。

　図書館利用者の正確な状況を把握するため、図書館貸出
カードの更新を行っています。上記利用者番号の方は、平
成22年度中に更新が必要です。カードの有効期限は5年
間です。図書館貸出カードと住所・氏名が確認できる物（運
転免許証・健康保険証など）を持ち、最寄りの図書館にお
越しください。　

特別整理期間に伴う休館のお知らせ

図書館貸
かし

出
だし

カード更新のお知らせ
利用者番号082368002～082511981

臨時休館のお知らせ
　22日㈫〜27日㈰は、館内消毒・整理のため休館。蔵造り
資料館は、通常通り開館（21日㈪・25日㈮・28日㈪は休館）


