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メルト（川越西文化会館）

開催日 催し物名

3日㈯
ルヴェ・おんがくランドサマーコンサート
ピアノ教室 Clair 発表会

4日㈰ 歌と踊りの祭典
10日㈯ ピアノ発表会
11日㈰ ピアノ発表会
14日㈬ みんなで歌おう「小江戸川越童謡の会」
19日㈷ 坂戸西高校音楽部定期演奏会
25日㈰ 音楽発表会（ピアノ・声楽）

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
3日㈯ 大八木カラオケ教室合同発表会
4日㈰ 歌謡同好会

10日㈯ オカリナ DUO うららと吹こう川越
11日㈰ ピアノ発表会
17日㈯ 郷土民謡隆章派本部おさらい会
18日㈰ サマーコンサート
19日㈷ ピアノ発表会
24日㈯ Summer Concert
25日㈰ 埼玉県愛唱会カラオケ交流会

川越市市民会館

開催日 催し物名
10日㈯ 桂文珍独演会
11日㈰ 歌謡祭＆五条みつばショー
19日㈷ クラシックバレエスタジオローズコンサート
24日㈯ 尾藤イサオコンサート
25日㈰ 県立川越高校音楽部定期演奏会
28日㈬ 川越女子高校学校説明会
31日㈯ 県立川越高校学校説明会

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
3日㈯ パイオニア吹奏楽団アンサンブルコンサート
4日㈰ 市民文化祭祭り囃子の集い

10日㈯ 全国クラウン吟詠コンクール南関東地区
11日㈰ 仲音楽教室ピアノ・エレクトーン発表会
15日㈭ うたえ！　木曜ほっとパーク
17日㈯ 川越コール・フロイデ久しぶりのコンサート
24日㈯ イシバシミュージックレゾン川越発表会
25日㈰ あおい会ピアノ教室おさらい会
31日㈯ NPO 法人ラブ＆ハーモニー基金主催出逢い☆ありがとうライブ in 川越

陸上競技場 L224－8881

開催日 催し物名
3日㈯ 学校総合体育大会サッカーの部入間地区代表決定戦
4日㈰ ブロックリーグ（サッカー）

10日㈯ 陸上競技講習会（午前）
11日㈰ ブロックリーグ（サッカー）
18日㈰

国民体育大会陸上競技の部西部地区予選会
19日㈷
25日㈰ ブロックリーグ（サッカー）
29日㈭ 学校総合体育大会サッカーの部県大会
その他の専用利用日＝31日㈯

■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6月の利用申し込みは、7月1日㈭、午前
9時～10時です。

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
15日㈭ 校区対抗卓球大会（レディース部）
22日㈭ 学校総合体育大会バレーボールの部県大会
29日㈭ 川越市小学校実技伝達講習会
30日㈮ 県表現運動講習会

その他の専用利用日＝1日㈭～4日㈰・9日㈮～12日㈪・16日㈮
～19日㈷・24日㈯～26日㈪

＊も＝催し名・住所・氏名（ふりがな）・電話番号

テニスコート L224－8765

事業のお知らせ

開催日 催し物名
11日㈰ 全国スポーツ祭典テニス大会予選会
17日㈯ 埼玉県選手権大会西部地区予選会

その他の専用利用日＝4日㈰・18日㈰・25日㈰

■なぎなた教室
日時…8月21日～10月9日、土曜日、午後1時30分～3時30分
会場…川越武道館L224－7220　対象…市内在住・在学・在勤
の小学生から　定員…先着20人　経費…2,000円　申し込み…
7月10日㈯から経費を添えて同館
■ ミニサッカー大会
日時…8月1日㈰、午前9時～午後4時　会場…陸上競技場　対象
…18歳以上で14人までの社会人で構成されたチーム　定員…12
チーム（抽選）　経費…1チーム5,000円　申し込み…7月4日㈰、
午前8時30分～9時に、総合体育館。
■ 初心者体操教室
日時…8月18日㈬～20日㈮・25日㈬・26日㈭、午前9時～11
時　会場…総合体育館　対象…とび箱、鉄棒、マット運動など
が苦手な、市内在住・在学の小学生　定員…先着20人　経費…
1,000円　申し込み…7月10日㈯、午前9時から経費を添えて同
館
■ 浦和レッズ�ハートフルクリニック�ジュニアサッカー教室
日時…8月27日㈮、午前9時～10時15分＝小学1～3年生▶午
前10時30分～11時45分＝小学4～6年生　会場…陸上競技場
対象…市内在住・在学の小学生　定員…100人（抽選）　経費…
各1,000円　申し込み…往復ハガキにもと、性別・学校名・学
年・サッカー暦を明記し、7月8日㈭～28日㈬（必着）に、〒350
ー0848下老袋388ー1・川越運動公園・浦和レッズハートフル
クリニックジュニアサッカー教室係



高階図書館 藤間27－1L238－7550
休館日＝月曜日・20日㈫・30日㈮
19日㈷・土曜日は午後6時まで開館

■夏休み工作教室
　ストローで「鉄棒人形」をつくる。
日時…23日㈮、午前10時～11時▶午後2時～3時　対象…小学
生　定員…各先着10人　持ち物…曲がるストロー2本　申し込
み…9日㈮、午前9時30分から同館（電話可）

三久保町2－9L222ー0559
休館日＝月曜日・20日㈫・30日㈮
19日㈷・土曜日は午後6時まで開館

■視聴覚ホール（先着120人・当日直接同館）
●アニメ映画会「ねずみのチャップ」「ビッケとおおあざらし」
　　　　　　　「はだかのおうさま」
日時…10日㈯、午後2時～
●子ども映画会「水仙月の四日」「かえだま日曜日」「風船旅行で大冒険」
日時…17日㈯、午後2時～
●名作映画会「スラムドック＄ミリオネア」　
日時…25日㈰、午前10時～・午後2時～
●灰谷健次郎映画会「太陽の子ーてだのふあ」
日時…3日㈯、午後2時～
■夏休み工作教室
　「コツコツキツツキ」を作ろう。
日時…29日㈭、午前10時～11時▶午後3時～4時　対象…小学
生　定員…各先着20人　持ち物…カップめんの空容器（形は自
由）・はさみ　申し込み…8日㈭、午前9時30分から同館（電話可）

川越駅東口図書館 菅原町23－10L228－7712
休館日＝火曜日・30日㈮

19日㈷・土曜日は午後7時まで開館
■夏休み工作教室
　「パッとクジャク」を作ろう！
日時…23日㈮、午前10時～11時▶午後3時～4時　対象…小学
生　定員…各先着8人　持ち物…のり・はさみ・色マジック　申
し込み…1日㈭、午前9時30分から同館（電話可）
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7月
アトレ6階L226ー7066

O225ー1860
休館日＝火曜日

■家庭で生かせる食育講座　
日時…26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＝月曜日・20日㈫・30日㈮
19日㈷・土曜日は午後6時まで開館

■手作り絵本教室
　親子一緒に世界でたった1冊の絵本をつくろう！
日時…27日㈫・29日㈭、8月19日㈭・26日㈭、午前10時～
正午　対象…全4回出席可能な初参加の3歳～小学生　定員…先
着10組　申し込み…1日㈭、午前9時30分から同館（電話可）
■ 夏休み工作教室
　びっくりカードを作ろう！
日時…23日㈮、午前10時～11時▶午後2時～3時　対象…小学
生　定員…各先着15人　申し込み…2日㈮、午前9時30分から
同館（電話可）

中央図書館

石原町1丁目41－2LO225ー7289
休館日＝月曜日（19日㈷を除く）・20日㈫

■ ミニ七夕
　小さな笹で七夕飾り。
日時…1日㈭、午後3時30分～　対象…小学生　定員…先着10
人　申し込み…当日直接同センター
■ 七夕会
　飾り付け、ジャンボ紙芝居、クイズ大会など。
日時…3日㈯、午後1時～　対象…幼児から　申し込み…当日直
接同センター
■ すきな人の顔を作ろう
日時…8日㈭、午後3時～　対象…4歳～小学3年生　定員…先着
15人　申し込み…当日直接同センター
■映画会「がんばれスイミー」
　当日直接同センター。
日時…17日㈯、午後2時～　対象…幼児から　定員…先着50人
■ 上弦の月
　天体望遠鏡で月を見る。
日時…17日㈯、午後7時30分～　対象…小学生から（小中学生
は保護者同伴）　定員…先着20人　申し込み…当日、午後5時～
5時30分に電話・ファクスで同センター
■ うつしもよう絵づくり
日時…22日㈭、午後2時～　対象…小学生　定員…先着16人　
申し込み…当日直接同センター

児童センターこどもの城

●市立美術館の施設情報は10ページに、市立博物館の施設情報は14ページにあります。
●経費＝無料の場合は掲載を省略しています。

菅原町23－10LO228ー7719
休館日＝火曜日

■ げんきムシ
　大学生と遊ぼう。
日時…24日㈯・31日㈯、午後2時～　対象…5歳～小学生　申
し込み…当日直接同館
■ 夏休みオセロゲーム大会
　白黒ハッキリつけてスカッとしよう。
日時…30日㈮、午後2時30分～　対象…小学生　定員…先着30
人　申し込み…当日、午後2時までに直接同館

川越駅東口児童館

藤間27－1LO238ー9525
休館日＝月曜日（19日㈷を除く）・20日㈫

■ パパ・ママ大好き
　青山こどもの城指導者と、体をいっぱい動かし、パパ・ママと
触れ合いながら遊ぶ。
日時…11日㈰、午前10時30分～正午　会場…高階公民館　対
象…2歳～3歳　定員…先着20組　申し込み…当日直接会場

高階児童館
■�7月から市立図書館の開館時間（土曜日）が変更��
になります。
■�霞ケ関南分室は耐震工事のため、7月16日㈮か
ら9月26日㈰まで休館します。
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