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メルト（川越西文化会館）

開催日 催し物名
3日㈷ Little Piano Concert
6日㈯ メルトコンサート「漆原啓子ヴァイオリンコンサート」
7日㈰ 鶴原裕子・旭潔デュオリサイタル

13日㈯ 歌の広場こころ　歌と踊りの祭典
17日㈬ みんなで歌おう「小江戸川越童謡の会」
23日㈷ カラオケハウスリズム音楽祭
27日㈯ わくわくおいしいコンサートさあ行こう！　みんなといっしょに未来へむかって
28日㈰ マンドリン・ギターアンサンブルカプリチオ定期演奏会

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
3日㈷ ヤマハ音楽教室ソロコンサート
6日㈯ 高階公民館文化祭　芸能発表会

14日㈰ 高階芸能祭
19日㈮ 青少年健全育成地域の集い
21日㈰ 市民公開講座「よくわかる前立腺肥大症のお話」
23日㈷ あるはんぶら歌謡祭
28日㈰ エレクトーン・ピアノ発表会

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
3日㈷ 川越市生涯スポーツフェスティバル
7日㈰ 初雁弓道大会

18日㈭ レディースバドミントン大会
20日㈯ 川越市なぎなた技術講習会兼大会

21日㈰
川越市子どもかるた大会
剣道1・2・3級審査受付形講習会及び競技会

23日㈷ 川越剣道祭剣道大会
29日㈪ 川越市バドミントン団体戦予選会

その他の専用利用日＝1日㈪・6日㈯・13日㈯・17日㈬・27日㈯・
　28日㈰

●少年・少女ドッジボール大会
日時…12月18日㈯、午前9時～午後5時　対象…小学生（12人制・
登録は20人まで、代表者は成人）　定員…先着20チーム　経費
…1チーム1,000円　申し込み…11月20日㈯から経費を添えて
同体育館
●ふれあいソフトバレーボール大会
日時…12月23日㈷、午前9時～午後4時　対象…市内在住・在
勤で、30歳以上男女の構成チーム（登録5人～8人。試合は4人で、
内男1人以内）　定員…先着36チーム　経費…1チーム3,000円
申し込み…11月1日㈪～12月6日㈪に経費を添えて同体育館

●ジョイフルピアノ発表会参加者募集
日時…来年2月6日㈰、午前10時～午後6時　対象…市内在住・
在勤・在学　定員…100人（抽選）　経費…1人1,000円　申し込
み…11月20日㈯、午前10時からジョイフル

陸上競技場 L224－8881

開催日 催し物名
3日㈷ 川越市生涯スポーツフェスティバル
7日㈰ 川越市グラウンド・ゴルフ中央大会

17日㈬ 川越市グラウンド・ゴルフ協会レディース大会
28日㈰ タッチラグビー大会

その他の専用利用日＝1日㈪・6日㈯・12日㈮・18日㈭～21日㈰・
　23日㈷・27日㈯

テニスコート L224－8765

開催日 催し物名
3日㈷ 川越市生涯スポーツフェスティバル
5日㈮ 西部支部大会女子の部
6日㈯ 西部支部大会男子の部
7日㈰ 埼玉スポーツ祭典川越大会
8日㈪ やまぶき杯争奪戦

12日㈮ 近県レディースインドア大会埼玉県予選会
20日㈯ 埼玉県選手権大会ミックスの部

その他の専用利用日＝1日㈪・10日㈬・15日㈪・19日㈮・21日㈰・
　23日㈷・27日㈯・28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
3日㈷ 池田・新井音楽教室ピアノ発表会
4日㈭ 川越市民文化祭民踊のつどい（民レク）
6日㈯ 川越市民文化祭青春の鉄板焼
7日㈰ 川越市民文化祭邦楽のつどい

14日㈰ ラボ・テーマ活動発表会
18日㈭ うたえ！　木曜ほっとパーク
20日㈯ 川越市民文化祭ミュージックフェスタ
21日㈰ 川越市民文化祭吟詠と剣詩舞のつどい
23日㈷ 川越市民文化祭芸能のつどい
27日㈯ イーブンライフ in 川越
28日㈰ 川越フィルハーモニー管弦楽団定期演奏会

開催日 催し物名
3日㈷ 川越市民文化祭民踊のつどい（民連）
6日㈯ 「秀の会」記念コンサート
7日㈰ 川越市民文化祭合唱祭

10日㈬ チャリティコンサート（あれから6年山古志頑張ってます）
14日㈰ 川越市民文化祭ブラスフェスタ川越
17日㈬ 年末調整説明会
19日㈮ 秋季芸能大会
21日㈰ ナツメロ祭り＆五条みつばショー
25日㈭ 山本リンダ　三田明歌謡ショー
28日㈰ 井上佳代子バレエスタジオ発表会

アトレ6階L226ー7066
O225ー1860
休館日＝火曜日

■身近な独占禁止法
　本や新聞の定価販売など、日常生活と法の関係について学ぶ。
講師…東洋大学法学部准教授・多

た

田
だ

英
ひで

明
あき

さん　日時…18日㈭、午後
1時30分～3時　対象…市内在住・在勤・在学　定員…先着50人　申
し込み…11月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



11月14日㈰県民の日の無料公開
■市立博物館・蔵造り資料館
時間…午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）
問い合わせ…市立博物館L222ー5399
■市立美術館
時間…午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）
問い合わせ…同館L228ー8080
■川越まつり会館
時間…午前9時30分～午後5時30分（入館は午後5時まで）
問い合わせ…同館L225ー2727
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伊勢原町5丁目１－１L237－5660
休館日＝月曜日・26日㈮

■展示コーナーのご案内
　子供と大人がそれぞれ楽しめる図書を展示し、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・26日㈮

■視聴覚ホールの催し（先着120人）
●アニメ映画会「ちいさなインディアン」「わらしべちょうじゃ」
　　　　　　　「ふらいぱんじいさん（にんぎょうげき）」
日時…6日㈯、午後2時～
●県民の日映画会「マイマイ新子と千年の魔法」
日時…14日㈰、午前10時～・午後2時～
●子ども映画会「すいかのたね」「ブレーメンの音楽隊」
　　　　　　　「名前それは燃えるいのち」
日時…20日㈯、午後2時～
●名作映画会「サラリーマン忠臣蔵」
日時…28日㈰、午前10時～・午後2時～

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。市立美術館の情報は11ページに掲載しています。

菅原町23－10LO228ー7719
休館日＝火曜日（23日を除く）・24日㈬

■保健師さんに聞こう、健康・発達相談
日時…10日㈬、午前10時30分～正午　対象…3歳までの子と保
護者　定員…先着25組
■おもちゃの病院スペシャル・おもちゃを使った科学遊び
日時…14日㈰、午前10時～午後4時　対象…幼児～17歳（幼児
は保護者同伴）
■みんな集まれミュージック・吹奏楽
日時…21日㈰、午後2時～3時　対象…幼児～17歳（幼児は保護
者同伴）　定員…先着100人
■にこにこ親子ビクス・ふれあい体操
日時・対象…29日㈪、午前10時～10時45分＝はいはいができ
る子▶午前11時～11時45分＝歩ける1歳までの子　定員…各先
着30組
■パネルシアターを作ろう
　12月23日㈷の発表に向けて、製作と練習。
日時…13日～12月18日、土曜日、午前10時～正午　対象…小
学4年生～中学生　定員…先着7人　申し込み…11月6日㈯、午
前10時から電話で同館（ファクス可）

川越駅東口児童館

藤間27－1LO238ー9525
休館日＝月曜日

■つくーるスクール
　身近な材料を使った工作。
日時…6日㈯、午後2時～　対象…小学生　定員…先着10組

高階児童館

藤間27－1L238－7550
休館日＝月曜日・26日㈮

■特集展示「ともだちいっぱい。」
　「世界の子どもはいま」シリーズ、「ぐりとぐら」シリーズなど
を展示し、子供と一緒に遊べる楽しいコーナー。たくさんの友達
が待っています。
期間…10月30日㈯～11月25日㈭

高階図書館

菅原町23－10L228－7712
休館日＝火曜日（23日を除く）・26日㈮

■特集展示「秋を探しに…」（児童室）
　柿、くりなど秋の味覚が登場する話……ご存知ですか。ずるい
猿をこらしめる「かにむかし」ほか、秋を感じることのできる絵
本などを展示しています。
期間…25日㈭まで

川越駅東口図書館

石原町1丁目41－2LO225ー7289
休館日＝月曜日

■ 映画会「ちびまる子ちゃん」
日時…6日㈯、午後2時～　対象…幼児～小学生　定員…先着50人
■ 木星を見よう（雨天・曇天の場合は中止）
日時…6日㈯、午後6時～　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
に電話で同センター（ファクス可）
■セーターのデザイン
日時…18日㈭、午後3時30分～　対象…小学生　定員…先着16人
■ 工作・クリスマスリース作り
日時…25日㈭、午後3時30分～　対象…小学生　定員…先着10人
■くつとばし・靴を飛ばして飛距離を争う
日時…26日㈮、午後4時～　対象…小学生　定員…先着15人
■外あそび
日時…28日㈰、午後2時～　対象…小学生　定員…先着20人

こどもの城

郭町2丁目30－1L222ー5399
O222ー5396

休館日＝月曜日・26日㈮
■民族芸能実演「南田島の足踊り」
日時…3日㈷、午前11時～・午後1時～　
■和楽器体験　〜三味線・琴に挑戦〜
日時…13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…11月4日
㈭、午前9時から電話で同館（ファクス可）
■わらないに挑戦
　わらの良さを知り、わらで縄を作る。
日時…20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…11月5日
㈮、午前9時から電話で同館（ファクス可）
■探訪　中世城館跡　〜松山城跡〜
　国指定史跡「比企の城館跡」の1つ、松山城跡などを見学する3
キロの丘陵歩き。昼食・敷物・飲み物・雨具持参。
日時…27日㈯、午前9時～午後4時　対象…成人　定員…先着
20人　申し込み…11月6日㈯、午前9時から電話で同館
■わたしたちの川越を描く美術展（児童・生徒の絵画作品展示）
日時…13日㈯～12月19日㈰、午前9時～午後5時（入館は午後4
時30分まで）　経費…入館料

市立博物館




