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メルト（川越西文化会館）

開催日 催し物名
4日㈯ プチ・コンサート
5日㈰ 歌の祭典川越歌謡研究会
9日㈭ 宅建業者研修会

11日㈯ 和久洋三講演会
12日㈰ 「京姫哀歌」完成祝記念大会
15日㈬ みんなで歌おう「小江戸川越童謡の会」
18日㈯ ひばり歌謡発表会
19日㈰ 生オケ・生バンド発表会
23日㈷ ピアノ発表会
26日㈰ カラオケ発表会

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
5日㈰ 川越野田、小澤演歌チャリティー記念発表会

18日㈯ 中福カラオケ同好会発表会
19日㈰ 吉田歌謡教室コンサート
25日㈯ 埼民西部地区文化祭
26日㈰ 隆章派、連合大会

川越市市民会館

■各ホールの平成23年8月の利用申し込みは、9月1日㈬、午前
9時～10時です。

川越運動公園
下老袋388－１L224－8765　休館日＝火曜日

総合体育館
開催日 催し物名
5日㈰ ママさんバレーボール大会

16日㈭ 卓球ランク別 D 大会（レディース部）
18日㈯ 市長杯団体オープン3D 卓球大会
19日㈰ 川越市バドミントン会長杯
25日㈯ 川越市スポーツ少年団体力テスト会

その他の専用利用日＝4日㈯・12日㈰・20日㈷・22日㈬・23日㈷・
26日㈰

■ 陸上競技記録会
日時…26日㈰、午前8時～午後5時　会場…川越運動公園陸上競
技場　対象…中学生以上　定員…500人（1人1種目）　経費…中
学生200円、高校生以上300円　申し込み…12日㈰までに経費
を添えて総合体育館または陸上競技場

陸上競技場 L224－8881

開催日 催し物名
4日㈯ サッカーなでしこリーグ1部
5日㈰ ブロックリーグ（サッカー）

11日㈯ 陸上競技講習会（午前）
18日㈯

新人体育大会陸上競技の部西部地区大会
19日㈰
25日㈯ 川越市スポーツ少年団体力テスト会
26日㈰ 陸上競技記録会
27日㈪ 新人体育大会陸上競技の部入間北部地区予選会
29日㈬ 新人体育大会陸上競技の部富士見・ふじみ野市予選会

その他の専用利用日＝9日㈭・10日㈮・12日㈰・15日㈬～17日㈮・
20日㈷～24日㈮・30日㈭

テニスコート L224－8765

開催日 催し物名
1日㈬ 関東レディース大会埼玉県予選会
3日㈮ 県民総体川越市レディース大会

13日㈪ 新人大会西部地区一次予選（個人）
15日㈬ 新人大会西部地区二次予選（個人）
18日㈯ 新人大会西部地区予選（団体）
23日㈷ 全国スポーツ祭典テニス大会本戦

その他の専用利用日＝4日㈯～6日㈪・8日㈬～12日㈰・16日㈭・
17日㈮・19日㈰・20日㈷・22日㈬・25日㈯・26日㈰・29日㈬

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
4日㈯ 手作り映像祭
5日㈰ コンサート～夏から秋へ～

12日㈰ 小江戸かよう歌のつどい
16日㈭ うたえ！　 木曜ほっとパーク
19日㈰ くっきぃず音楽院 OurConcert
26日㈰ 川越熟年式

開催日 催し物名
4日㈯ ハートキャッチプリキュアミュージカルショー

11日㈯ 舟橋舞踊教室ゆかたざらい
18日㈯ 交通安全大会

■ ジョイフルコンサート

　V
ヴ ォ ジ ャ

OJA ゴスペルコンサート

日時…10月30日㈯、午後2時～　
対象…小学生以上　定員…339人　
経費…3,500円（全席指定）　申し込み
…9月18日㈯、午前9時からジョイフル

■ メルトコンサート

　漆
うるし

原
はら

啓
けい

子
こ

　ヴァイオリンコンサート
日時…11月6日㈯、午後6
時～　対象…小学生以上

定員…347
人　経費…
3,300円（全
席指定）申
し込み…9

月11日㈯、午前9時からメルト

川越市民ゴルフ大会 施設管理公社L225－8720
日時…11月8日㈪　会場…霞ヶ関カンツリー倶

く

楽
ら

部
ぶ

（笠幡
3398）　対象…市内在住・在勤で大会当日20歳以上（ハンデ
ィキャップが男性28以内・女性36以内）　定員…300人（抽
選）　経費…2,000円（別途プレー費13,000円程度）　申し
込み…往復ハガキ（1人1枚）に住所・氏名（ふりがな）・性別、
生年月日・電話番号・市内在勤の方は勤務先名・所在地、ハ
ンディキャップ、返信用にあて名を明記し、9月6日㈪（消印
有効）までに〒350－0053郭町1丁目18－7・㈶川越市施設
管理公社「市民ゴルフ大会」係（11日㈯、午前10時から市民会
館で公開抽選）
＊大会当日に、本人確認をする場合があります。
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伊勢原町5丁目１－１L237－5660
休館日＝月曜日（20日を除く）・21日㈫・24日㈮

 ■展示コーナーで、おすすめの図書を展示・貸し出しをしています。

西図書館

三久保町2－9L222ー0559
休館日＝月曜日（20日を除く）・21日㈫・24日㈮

■視聴覚ホールの催し（先着120人）
●防災＆交通安全映画会「ぼくはあの日を忘れない」「水戸黄門の
お年寄りの交通安全」
日時…4日㈯、午後2時～
●アニメ映画会「アリババと40にんのとうぞく」「おばけうんど
うかい」「ランボーのうそ」
日時…11日㈯、午後2時～
●子ども映画会「まえがみ太郎」
日時…18日㈯、午後2時～
●名作映画会「また逢う日まで」　
日時…26日㈰、午前10時～・午後2時～
■16ミリ映写機操作技術講習会
日時…19日㈰・26日㈰、午前10時～午後5時　対象…全日程参
加できる市内在住・在勤・在学の成人　定員…先着20 人　申し
込み…9月1日㈬、午前10 時から電話・ファクスで同館

中央図書館

●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。

菅原町23－10LO228ー7719
休館日＝火曜日

■ 「てづくり工房」かんたんな工作
日時…25日㈯、午後2時～　対象…小学生　定員…先着7人

川越駅東口児童館

郭町2丁目30－1L228ー8080
O228ー7870

休館日＝月曜日（20日を除く）・21日㈫
■タッチアートコーナー橋本次郎展彫刻実技講座「人体塑像をつくる」
 　素焼きで人体塑像を作る。
講師…彫刻家・市

いち

村
むら

緑
ろく

郎
ろう

さん　日時…23日㈷・26日㈰・10月
24日㈰、午前10時～午後4時　対象…高校生以上　定員…16人

（抽選）　経費…3,000円　持ち物…汚れてもよい服装またはエプ
ロン、タオル、昼食　申し込み…往復ハガキに催し名・住所・氏名・
年齢・電話番号を明記し、10日㈮（必着）までに同館
■「光と影のアートをつくろう」参加者募集
　アートの体験活動から子供たちの美術の芽を育むプログラム。
日時…25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　申し込
み…10日㈮、午前9時から電話・ファクスで同館

市立美術館

敬老の日（9月20日㈷）は
65歳以上の方の入場が無料になります
 市立博物館　　�L222ー5399

市立美術館　　�L228ー8080
川越まつり会館L225ー2727 藤間27－1LO238ー9525

休館日＝月曜日（20日を除く）・21日㈫高階児童館

藤間27－1L238－7550
休館日＝月曜日（20日を除く）・21日㈫・24日㈮

■特集展示「昔ばなしのせかい」
　昔ばなしに関する絵本などを展示。
期間…23日㈷まで

高階図書館

菅原町23－10L228－7712
休館日＝火曜日・24日㈮

■あきのとっておきおはなし会
日時…5日㈰、午前11時～　対象…5歳～　

川越駅東口図書館

郭町2丁目30－1L222ー5399
O222ー5396

休館日＝月曜日（20日を除く）・21日㈫
 ■布ぞうりを作ろう
　使わなくなったバスタオルを使って、布ぞうりを作る。
日時…11日㈯、午前9時30分～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15人　申し込み…1日
㈬、午前9時から電話・ファクスで同館
■風呂敷でラッピング
日時…18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・ファクスで同館
■博物館歴史講座「講と信仰」
日時…12日㈰・19日㈰・26日㈰、午後1時30分～3時30分、
対象…高校生～　定員…先着80人　申し込み…3日㈮、午前9時
から電話・ファクスで同館

市立博物館

本丸御殿保存修理工事　順調に進んでいます！
　平成20年10月から始まった
本丸御殿の保存修理工事。骨組
みの状態まで解体し、柱などの
傷みや建物のゆがみを直して復
元しています。現在は、工事用
の覆

おおい

屋
や

が外れ、瓦のふき替えが
終わった屋根を見ることができるようになりました。また、室内
の壁塗り仕上げを行っています。今後は、照明工事や展示作業な
どを実施し、来年3月のオープンを目指しています。

こどもの城 石原町1丁目41－2LO225ー7289
休館日＝月曜日（20日を除く）・21日㈫

■ ほねほねロックを書いてみよう
　がいこつのかんさつ。
日時…2日㈭、午後3時30分～　対象…小学生　定員…先着16人
■ 玉入れ
日時…10日㈮、午後4時～　対象…小学生～　定員…先着15人
■「ブンブンごま」を作る
日時…16日㈭、午後3時30分～　対象…小学生　定員…先着16人
■映画会「金のがちょう」
日時…18日㈯、午後2時～　対象…幼児～小学生　定員…先着
50人
■ 運動会
日時…26日㈰、午後2時～　対象…小学生　定員…先着20人
■ 地球の衛星を見よう（雨天・曇天の場合は中止）
日時…18日㈯、午後6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


