
■ 弓道教室（初心者向け）
日時…9月4日～11月13日、土曜日（全10回）、午後6時～7時
30分　会場…川越武道館　対象…市内在住・在勤・在学の高校
生以上　定員…先着35人　経費…3,000円　申し込み…8月7日
㈯、午前9時から経費を添えて同館または総合体育館
■ 総合体育館の教室
8月16日〜11月15日、月曜日（全12回）

8月19日〜11月18日、木曜日（全12回）

定員…各先着50人　申し込み…8日㈰、午前8時30分から経費
を添えて同館（1人1教室）
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下老袋388－１L224－8765　休館日＝火曜日

総合体育館
開催日 催し物名

1日㈰
埼玉県中学校体育連盟剣道専門部門強化練習会
剣道1・2・3級審査受付形講習会及び競技会

8日㈰ 連盟会長杯シングルスオープン大会
21日㈯ 川越市小・中・高生卓球大会
22日㈰ 川越坂戸近隣市町親善バレーボール大会
23日㈪ 小江戸川越剣道錬成大会
29日㈰ 埼玉県体総合コミュニティ部門ソフトバレーボール大会

その他の専用利用日＝4日㈬・5日㈭・27日㈮・28日㈯

陸上競技場 L224－8881

開催日 催し物名
1日㈰ ミニサッカー大会

22日㈰ ブロックリーグ
27日㈮ 浦和レッズハートフルクリニック（午前）
28日㈯ 陸上競技講習会（午前）

その他の専用利用日＝7日㈯・8日㈰・14日㈯・15日㈰・29日㈰

テニスコート L224－8765

開催日 催し物名
1日㈰ 川越市選手権大会
2日㈪ 夏季研修大会

19日㈭
西部地区大会

22日㈰
25日㈬ 埼玉スポーツ祭典レディース川越大会
26日㈭ 埼西地区オープンシニアテニス大会
28日㈯ 川越市初心者交流大会

その他の専用利用日＝6日㈮・8日㈰・20日㈮・21日㈯・23日㈪・
27日㈮・30日㈪

教室名 時間 対象 経費
いきいき体操① 午前9時30分～11時30分 60歳～ 3,000円
女性健康体操 午後2時～3時30分 30歳～ 3,000円
エアロビクス 午後7時～8時30分 18歳～ 4,000円

教室名 時間 対象 経費
いきいき体操② 午前9時30分～11時30分 60歳～ 3,000円
ソフトエアロビクス 午後1時～2時30分 18歳～ 4,000円

アトレ6階L226ー7066
O225ー1860
休館日＝火曜日

■小学生のケータイ電話安全教室
日時…30日㈪、午後1時30分～2時15分　対象…市内小学
4～6年生　定員…先着50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

事業のお知らせ
施設管理公社L224－8765

メルト（川越西文化会館）

開催日 催し物名
1日㈰ 藤の会　歌の祭典

18日㈬ みんなで歌おう「小江戸川越童謡の会」
19日㈭ KOEDO THE FESTA 2010～メルト川越編～
22日㈰ 浦野妙子と R・コール記念定期演奏会
28日㈯ ピアノ発表会
29日㈰ スイートピーコーラス2010コンサート

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
7日㈯ 柴山貴大サクソフォン・リサイタル

22日㈰ リトル・ピアノコンサート
28日㈯ 川越市吹奏楽団サマーコンサート

川越市市民会館

■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7月の利用申し込みは、8月1日㈰、午前
9時〜10時です。

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
1日㈰ 女性スポーツの集い

16日㈪ 「千の風」音楽祭兼オーディション
19日㈭ うたえ！　 木曜ほっとパーク
21日㈯ 夏休みこども映画会
22日㈰ 県立川越高校学校説明会
28日㈯ 河川浄化大会
29日㈰ KAGURA 再見

　天井改修工事のため、1日㈰～31日㈫まで休みます。

●夏休みこども映画会
内容…アンパンマンとばいきんまん、ミッキーマウスのキャンピ
ングカー、魔法のじゅうたん、人魚と海賊船
日時…21日㈯、午後2時～　会場…やまぶき会館　定員…先着
508人　申し込み…当日直接会場
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伊勢原町5丁目１－１L237－5660
休館日＝月曜日・27日㈮

■ 夏休みおはなし会（読み聞かせなど）
日時…24日㈫、午前10時～正午　対象…5歳～
■こわいこわいおはなし会（読み聞かせ・紙芝居など）
日程・内容・対象…5日㈭・ちょっとこわいおはなし会・5歳～
▶12日㈭・こわいおはなし会・小学生～▶19日㈭・こわいこわ
いおはなし会・小学生～▶26日㈭・すごーくこわいおはなし会・
小学5年生～　時間…午後4時～

西図書館

三久保町2－9L222ー0559
休館日＝月曜日・27日㈮

■視聴覚ホールの催し（先着120人）
●おもしろ理科実験映画会「ラサール石井の科学のふしぎ実験隊」
日時…1日 ㈰、午後2時～
●平和映画会「二十四の瞳」
日時…7日㈯、午前10時～・午後1時30分～
＊午後の上映前に広島平和記念式典参加者による体験発表有り。
●子ども映画会「くまの子ジャッキー」「すてき坂」「潜水艦に恋したクジラの話」
日時…21日㈯、午後2時～
●名作映画会「いけちゃんとぼく」　
日時…29日㈰、午前10時～・午後2時～
■ちょっぴりこわいおはなし会（読み聞かせなど）
日時…20日㈮、午後3時～　　対象…5歳～

中央図書館 石原町1丁目41－2LO225ー7289
休館日＝月曜日

■ 人形劇「アラジンと魔法のランプ」
日時…3日㈫、午後3時～　対象…幼児～小学生　
■ ジャンボ紙芝居
日程・内容…5日㈭・ブレーメンの音楽隊ほか▶12日㈭・三枚
のおふだほか▶19日㈭・うおつりじいさんときつねほか▶26日
㈭・島ひきおにほか　時間…午前11時～　対象…幼児～小学生
定員…各先着30人
■名作映画会「ダンボ」
日時…11日㈬、午前10時30分～　対象…幼児～小学生　定員
…先着98人
■�真夏の色見本をつくろう
日時…5日㈭、午後2時～　対象…小学生　定員…先着16人
■映画会
日程・内容…14日㈯・ゆうかんな10人のきょうだい▶21日㈯・
10ぴきのかえるのなつまつり　時間…午後2時～　対象…幼児
～小学生　定員…各先着50人
■ 二重星を見よう（雨天・曇天の場合は中止）
日時…21日㈯、午後7時30分～　対象…小学生～（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
■ 水をつかった外遊び
日時…22日㈰、午後2時～　対象…小学生　定員…先着16人　
■ 幼児クラブ員募集
　指導者を中心とした親子遊び。
日時…9月15日～11月24日、水曜日、午前10時30分～11時
30分　対象…平成20年3月1日以前に生まれた幼児　定員…35
組（抽選）　経費…300円　申し込み…18日㈬、午前10時から整
理券配布

こどもの城

●経費無料の場合は掲載を省略、申し込みの記載がない場合は、当日直接会場。

郭町2丁目30－1L228ー8080
O228ー7870
休館日＝月曜日

 ■竹久夢二展鑑賞会（未就学児までの託児付き）
日時…20日㈮、午前10時～正午　定員…先着10組　経費…
500円　申し込み…4日㈬、午前9時から電話・ファクスで同館（フ
ァクスの場合、住所・氏名・電話番号・子の名前と生年月日を明記）
■子どものためのプログラム「竹久夢二を楽しもう」
　アートの体験活動から、美術の芽をはぐくんでみませんか。
日時…21日㈯、午前10時～11時30分　対象…中学生以下（未
就学児は保護者同伴）　定員…先着15人　経費…100円（保護者
は500円）　申し込み…10日㈫、午前9時から電話・ファクスで
同館
■ワークショップ〜アトリエムサビ
　武蔵野美術大学の学生と制作活動。申し込みは、10日㈫、午
前9時から同館（電話・ファクス可）。
●リトグラフ版画で夏の思い出＝時間…午前10時～正午　対象
…小中学生　定員…先着20人　経費…300円
●夏の思い出　ちょうちん作り＝時間…午後1時～3時　対象…
小学生　定員…先着20人　経費…300円
■川越市立中学校美術部の祭典（市民ギャラリー）
日時…25日㈬～29日㈰、午前9時～午後5時（29日は午後3時ま
で）

市立美術館

メール配信サービスを開始
 　市立博物館と市立美術館の最新情報を、8月25日㈬から、
毎月25日に配信します。市ホームページの「メール配信サ
ービス」から申し込むことができます。
　登録料・情報提供料は無料です（インターネット接続や
メール受信などにかかる費用は利用者負担）。
市立博物館L222ー5399・市立美術館L228ー8080

藤間27－1L238－7550
休館日＝月曜日・27日㈮

■こわいおはなし会（読み聞かせ・手遊びなど）
日時…13日㈮、午前10時30分～・午後2時30分～　対象…5歳～

高階図書館

菅原町23－10L228－7712
休館日＝火曜日・27日㈮

■かすかにこわいおはなし会（読み聞かせ・紙芝居など）
日時…26日㈭、午後4時～4時40分　対象…5歳～　

川越駅東口図書館

菅原町23－10LO228ー7719
休館日＝火曜日

■ 夏休みパネルシアター「みんなで歌おう」
日時…18日㈬、午前11時～　対象…幼児～小学生　定員…先着
150人
■ 人形劇「おおきなかぶ」ほか
日時…19日㈭、午前11時～　対象…幼児～小学生　定員…先着
150人
■ ジュニアスタッフ募集
　パネルシアターのためのポスター制作・ワークショップ参加。
日時…6日㈮・9日㈪・18日㈬、午前10時～　対象…小学4年生
～中学生（全日程参加できる方）　定員…先着5人　申し込み…8
月1日㈰、午前10時～、電話・ファクスで同館

川越駅東口児童館

藤間27－1LO238ー9525
休館日＝月曜日

 ■ バルーンパフォーマンス
日時…19日㈭、午後1時～1時40分　対象…幼児～　定員…先
着120人

高階児童館


