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メルト（川越西文化会館）
開催日 催し物名
2日㈯ ヒッポファミリークラブ多言語発表会
3日㈰ チャリティ清水歌謡学院発表会
9日㈯ やまぶき歌謡祭

10日㈰ 舞踊発表会
11日㈷ 霞ケ関北公民館まつり
16日㈯ 美咲歌謡まつり
17日㈰ 研究会シリーズ8オペラの誘いⅢ
20日㈬ みんなで歌おう「小江戸川越童謡の会」
22日㈮ ハンセン病快復者の半生をつづる語りと音楽「神様からの贈りもの」
23日㈯ 子育て講演会
24日㈰ 歌と舞踊の集い
28日㈭ 彩の国いきがい大学川越学園学園祭
31日㈰ 歌謡倶楽部アキ歌謡祭

鯨井1556－１L233－6711　休館日＝火曜日

ジョイフル（川越南文化会館）
今福1295－2L248－4115　休館日＝火曜日

開催日 催し物名
2日㈯ 楽しく語り唄う会
3日㈰ 邦楽（筝、三絃、尺八）のつどい
9日㈯ 梅沢京子歌謡カラオケ教室発表会

10日㈰ アヤコ音楽教室発表会
15日㈮ 認知症予防講演会
21日㈭ CONCERTO　PICCOLO　中村一人門下生発表会
23日㈯ エイサーかりゆし会記念大会
24日㈰ 埼玉三者の会フェスティバル
30日㈯ ジョイフルコンサート VOJA ゴスペルコンサート
31日㈰ 津軽三味線貢正流正晃会記念発表会

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
10日㈰ 一般部会バレーボール大会
30日㈯ 埼玉ミニテニス交流大会

その他の専用利用日＝1日㈮～3日㈰・9日㈯・11日㈷・15日㈮
　～17日㈰・23日㈯・24日㈰・31日㈰

陸上競技場 L224－8881

開催日 催し物名
1日㈮

新人体育大会陸上競技の部川越市予選会
2日㈯

11日㈷ なでしこリーグ
16日㈯ 陸上競技講習会（午前）
24日㈰ 川越市民ロードレース大会
28日㈭ 入間北部地区中学校駅伝競走大会
31日㈰ 川越市中学校駅伝競走大会

その他の専用利用日＝3日㈰・4日㈪・6日㈬・7日㈭・9日㈯・
　10日㈰・17日㈰・22日㈮・23日㈯・30日㈯

テニスコート L224－8765

開催日 催し物名
8日㈮

新人大会兼県民総合大会川越市予選兼入間地区予選会
9日㈯

16日㈯ 埼玉スポーツ祭典川越大会
28日㈭ 埼西地区秋季シニアテニス大会
30日㈯ 県新人大会団体戦

その他の専用利用日＝1日㈮～4日㈪・6日㈬・10日㈰・11日㈷・
　13日㈬・17日㈰・23日㈯・24日㈰

川越市市民会館
郭町1丁目18－7L222－4678　休館日＝火曜日

中ホール（やまぶき会館）
開催日 催し物名
2日㈯ 「千の風になって」ーいのちのうた in 川越

3日㈰
保育園入園の申し込み手続き説明会
日本伝統武術演武大会

9日㈯ 川越マンドリンクラブ演奏会
10日㈰ K2カラオケ歌謡フェスティバル
11日㈷ ドキュメンタリー映画「アブバとヤーバ」エイサー太鼓と踊り
21日㈭ うたえ！　木曜ほっとパーク
22日㈮ 川越市社会福祉大会
23日㈯ 青少年健全育成川越市民大会
24日㈰ 榎本歌謡教室歌謡フェスティバル
27日㈬ 転倒・認知症に負けない！
30日㈯ 川越市民文化祭邦舞のつどい
31日㈰ タナカバレエスタジオ発表会

開催日 催し物名
2日㈯

日本子ども学会
3日㈰
9日㈯ テレサの羽根～エンレイ・コンサート

10日㈰ 童謡・唱歌フェスティバル IN 川越
14日㈭ 埼玉文化クラブ　チャリティーショー
21日㈭ 関孝弘ピアノコンサート

やまぶき寄席 ㈶川越市施設管理公社主催

日時…来年1月16日㈰、午後2時～4時　会場…やまぶき会
館　入場券…3,500円（全席指定）　入場券販売所（10月9日
㈯から発売）…市民会館▶メルト▶ジョイフル▶川越運動公
園総合体育館

問い合わせ…市民会館L222－4678
　　　　　　（10月10日㈰から電話予約可）

落語・三遊亭圓歌

漫才・ロケット団落語・柳家喬太郎

落語・入船亭扇遊

落語・三遊亭歌扇
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伊勢原町5丁目１－１L237－5660
休館日＝月曜日（11日を除く）・12日㈫・29日㈮

　児童室入り口の看板は、季節の移り変わりに飾り付けを替えて
います。10月は手作りのお月見の壁飾りが、皆さんをお待ちし
ています。

西図書館

三久保町2－9L222ー0559
休館日＝月曜日（11日を除く）・12日㈫・29日㈮

■視聴覚ホールの催し（先着120人）
●クラシック映画会「哀愁」
日時…2日㈯、午後2時～
●アニメ映画会「子つばめのぼうけん」「いちりんのはな」
　　　　　　　「ムーミンのはばたけ！　ペガサス」
日時…9日㈯、午後2時～
●子ども映画会「忍たま乱太郎」「怪獣と少年たち」
　　　　　　　「まんが日本史（保元・平治の乱）」
日時…16日㈯、午後2時～
●名作映画会「風が強く吹いている」
日時…24日㈰、午前10時～・午後2時～
■児童文学講演会
　テーマは「旅と絵本」。託児（10月20日㈬までに要予約。先着
10人）手話通訳有り　
講師…絵本作家・スズキコージさん　日時…30日㈯、午後2時
～3時30分　対象…市内在住・在勤・在学の成人　定員…先着
100人　申し込み…10月6日㈬、午前9時30分から電話・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。市立博物館の情報は14ページに掲載しています。

菅原町23－10LO228ー7719
休館日＝火曜日

■ 幼児安全法講習会
　日本赤十字社指導員による幼児の事故防止と応急手当の講習。
日時…13日㈬、午前10時30分～　対象…1歳までと保護者　定
員…先着10組　申し込み…10月1日㈮、午前10時から電話・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（11日を除く）・12日㈫

■保健師さんからアドバイス
　あんなことこんなこと聞いてみよう。
日時…20日㈬、午前10時30分～11時45分　対象…3歳までの子
と保護者　定員…先着20組

高階児童館

藤間27－1L238－7550
休館日＝月曜日（11日を除く）・12日㈫・29日㈮

■特集展示「秋です。本です。読書です」
　読書週間にあわせて、いろいろなジャンルの児童書を展示して
います。
期間…9月25日㈯～10月28日㈭

高階図書館

菅原町23－10L228－7712
休館日＝火曜日・29日㈮

　展示コーナーで、おすすめの図書を展示・貸し出ししています。
川越駅東口図書館

石原町1丁目41－2LO225ー7289
休館日＝月曜日（11日を除く）・12日㈫

■ 文字のデザインをしてみよう
　いろいろな文字を自由にデザインする。
日時…14日㈭、午後3時30分～　対象…小学生　定員…先着16人
■ 木星を見よう（雨天・曇天の場合は中止）
日時…16日㈯、午後6時15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
■工作・スルスルのぼり虫
日時…21日㈭、午後3時30分～　対象…小学生　定員…先着10人
■なわとび・スーパーチャレンジ
日時…22日㈮、午後4時～　対象…小学生　定員…先着15人
■映画会「ぎろろん山と10ぴきのかえる」
日時…23日㈯、午後2時～　対象…幼児～小学生　定員…先着
50人
■ 工作・とびだせあそび　大学生と作る
日時…24日㈰、午後2時～　対象…小学生　定員…先着20人

郭町2丁目30－1L228ー8080
O228ー7870

休館日＝月曜日（11日・18日を除く）・12日㈫
■常設展「下絵と本画」
 　所蔵品の中から、素描や下絵に注目し、作品が完成するまでの
作家の構想や試行錯誤の過程を紹介します。
期間…9月28日㈫～12月24日㈮　経費…一般200円、大学・高
校生100円
■タッチアートコーナー「岩

いわ

間
ま

弘
ひろし

展」
 　市内の伊佐沼工房にアトリエを構え
る彫刻家・岩間弘の作品を紹介。石彫・
ブロンズなどの異素材を複合させた抽
象的立体作品を16点展示。
期間…9月28日㈫～12月24日㈮
■「日本近代洋画を楽しもう」
　アート活動を通して美術の芽を育むジュニア アートスクエア。
日時…23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月10日㈰、午前9時から電話・ファ
クスで同館
■市民ギャラリー利用受け付け（来年4月～9月30日利用分）
　往復ハガキに展示内容、利用形態（全面または半面）、住所・氏
名・電話番号、希望利用期間を明記し、10月10日㈰（消印有効）
までに〒350−0053郭町2丁目30−1・市立美術館。抽選。空
きがある場合は、11月2日㈫以降、随時受け付け。

市立美術館

こどもの城

アトレ6階L226ー7066
O225ー1860
休館日＝火曜日

■相続税について
　川越税務署職員を講師に招き開催します。
日時…27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

「再生の鳥」


