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メルト（川越西文化会館）

開催日 催し物名
4日㈯ 東京国際大学混声合唱団 Cielo 定期演奏会
5日㈰ 坂戸高校吹奏楽部 OB 楽団ファミリーコンサート

12日㈰ 歌とピアノの発表会
15日㈬ みんなで歌おう「小江戸川越童謡の会」
18日㈯ クリスマスコンサート
19日㈰ クリスマス・コンサート
20日㈪ Xmas すまいりコンサート
23日㈷ ファミリーコンサート2010
25日㈯ 演劇集団「大河」公演おやすみ、枇杷の木
26日㈰ ピアノ・エレクトーン発表会

鯨井1556－１L233－6711　休館日＝火曜日・29日㈬〜31日㈮

ジョイフル（川越南文化会館）
今福1295−2L248−4115　休館日＝火曜日・29日㈬〜31日㈮

開催日 催し物名
5日㈰ カラオケ交流会

18日㈯ 川越横浜交流音楽会（ジャズ・フォークの集い）
25日㈯ おやこで楽しむ音楽会～クリスマスコンサート～
26日㈰ ラブリーコンサート

総合体育館

川越運動公園
下老袋388－１L224－8765　休館日＝火曜日・29日㈬〜31日㈮

開催日 催し物名
12日㈰ 埼玉スポーツ少年団複合種目体操競技大会
18日㈯ 少年少女ドッジボール大会
19日㈰ 県民総合体育大会市長杯女子団体オープン卓球大会

23日㈷ ふれあいソフトボール大会

25日㈯
小江戸川越籠球祭（ミニバス）

26日㈰

その他の専用利用日＝4日㈯・5日㈰・17日㈮・22日㈬・24日㈮・
　27日㈪

陸上競技場 L224－8881

開催日 催し物名
2日㈭ 北養マラソン大会（午前）
4日㈯ 川越市グラウンド・ゴルフ協会川越市役員大会
5日㈰ 川越市親善少女サッカー大会
8日㈬ 市立養護学校マラソン大会
9日㈭ 芳野中学校駅伝競走大会（午前）

13日㈪ 県立川越特別支援学校マラソン大会（午前）
17日㈮ 西部地区新人駅伝競走大会
19日㈰ 川越市民駅伝競走大会
25日㈯ 陸上競技講習会（午前）
26日㈰ 西部地区高体連陸上強化練習会（午前）

その他の専用利用日＝3日㈮・10日㈮～12日㈰・18日㈯・23日㈷

テニスコート L224－8765

開催日 催し物名
4日㈯ 団体戦（女子予選リーグ）
5日㈰ 団体戦（男子予選リーグ）

10日㈮ 埼西地区オープンシニアテニス大会
11日㈯ 団体戦（女子本戦）
12日㈰ 団体戦（男子本戦）
18日㈯ 埼玉スポーツ祭典川越大会
19日㈰

西部地区団体戦
23日㈷

その他の専用利用日＝16日㈭

川越市市民会館
郭町1丁目18－7L222－4678　休館日＝火曜日・29日㈬〜31日㈮

中ホール（やまぶき会館）
開催日 催し物名
4日㈯ 埼玉育児院チャリティーコンサート
5日㈰ 駒林音楽教室ピアノ・マリンバコンサート

16日㈭ うたえ！　木曜ほっとパーク
18日㈯ 川越工業高校吹奏楽部定期演奏会
23日㈷ 川越少年少女合唱団ファミリーコンサート

開催日 催し物名
8日㈬ 川越市民クリスマス

12日㈰ ハート・トゥ・ハートコンサート
18日㈯ ふじ保育園音楽会
19日㈰ 川越ふじ太鼓定期公演
23日㈷ 川越奏和奏友会吹奏楽団ファミリーコンサート
25日㈯ 川越南高校クリスマスコンサート

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

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

■総合体育館の教室
12月13日～来年3月14日、月曜日（全12回）

12月16日～来年3月17日、木曜日（全12回）

定員…各先着50人　申し込み…12月5日㈰、午前8時30分から
経費を添えて同館（1人1教室）

アトレ6階L226ー7066
O225ー1860

休館日＝火曜日・23日㈷・29日㈬〜31日㈮
■家庭からの CO₂を減らして「脱・温暖化」を考える講座
　お財布にもやさしいエコの極意
を身に付けて、家庭からの CO₂
削減について学ぶ。
日時…20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…12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
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伊勢原町5丁目１－１L237－5660
休館日＝月曜日・24日㈮、29日㈬～31日㈮

（23日㈷は午後6時まで開館）
■クリスマスおはなし会（人形劇・パネルシアターなど）
日時…22日㈬、午後2時～・午後4時～　対象…5歳～

西図書館

三久保町2－9L222ー0559
　　　　　　　　休館日＝月曜日・24日㈮、29日㈬～31日㈮

（23日㈷は午後6時まで開館）
■視聴覚ホールの催し（先着120人）
●アニメ映画会「キュリーふじん」「きんのがちょう」「たのきゅう」
日時…4日㈯、午後2時～
●子ども映画会「ミッキーマウスのゆかいな仲間達」「のどか森の
　　　　　　　リトル・ジョイ」「人形グレーテルは行方不明」
日時…11日㈯、午後2時～
●名作映画会「マゴリアムおじさんの不思議なおもちゃ屋」
日時…19日㈰、午前10時～・午後2時～
●クリスマス映画会「神様のくれたクリスマスツリー」
　　　　　　　　　「三丁目物語・冬」「クリスマス・キャロル」
日時…25日㈯、午後2時～
■クリスマスおはなし会（読み聞かせ・人形劇）
日時…15日㈬、午後3時30分～　対象…5歳～

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・29日㈬〜31日㈮

■みんなでクリスマス（歌とハンドベル演奏）
日時…16日㈭、午前11時～　対象…2歳～3歳までの子と保護者

川越駅東口児童館

藤間27－1LO238ー9525
休館日＝月曜日・29日㈬〜31日㈮

■子ども映画会「アニメーションを楽しもう」
日時…4日㈯、午後2時～　対象…幼児～小学生　定員…先着40人
■人形劇「人形と一緒にメリークリスマス」
日時…11日㈯、午後2時～　対象…幼児～17歳　定員…先着150
人
■クリスマスリースを作ろう
日時…12日㈰、午後2時～　対象…小学3～6年生　定員…先着16
人　経費…300円　申し込み…12月1日㈬～5日㈰、経費を添え
て同館

高階児童館

藤間27－1L238－7550
休館日＝月曜日・24日㈮、29日㈬～31日㈮

（23日㈷は午後6時まで開館）
■クリスマスおはなし会（読み聞かせ・手遊びなど）
日時…21日㈫、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・24日㈮、28日㈫～31日㈮
（23日㈷は午後7時まで開館）

■クリスマスひよこおはなし会（人形劇・パネルシアターなど）
日時…17日㈮、午前10時30分～　対象…幼児
■クリスマスおはなし会（人形劇・パネルシアターなど）
日時…17日㈮、午後3時～　対象…5歳～

川越駅東口図書館

石原町1丁目41－2LO225ー7289
休館日＝月曜日・29日㈬〜31日㈮

■ 映画会「フォックスウッド物語」
日時…4日㈯、午後2時～　対象…幼児～小学生　定員…先着50人
■正月の飾り付け
日時…9日㈭、午後3時30
分～　対象…小学生　定員
…先着10人
■来年の干

え

支
と

を作ろう
日時…16日㈭、午後3時30
分～　対象…小学生　定員
…先着10人
■ 輪投げ大会
日時…17日㈮、午後4時～　対象…小学生　定員…先着15人
■ 天体望遠鏡で木星を見る（雨天・曇天の場合は中止）
日時…18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）
■クリスマス会
日時…19日㈰、午後2時～　対象…小学生　定員…先着30人
■サンタクロースがやって来る・クリスマス会
日時…24日㈮、午前10時30分～　対象…幼児～　定員…先着
50人
■幼児クラブ員募集
　指導者を中心とした親子遊び。
日時…来年1月12日～3月16日、水曜日、午前10時30分～11
時30分　対象…平成20年6月30日以前に生まれた幼児　定員…
35組（抽選）　経費…300円　申し込み…12月15日㈬、午前10
時から整理券配布

こどもの城

郭町2丁目30－1L222ー5399
O222ー5396

休館日＝月曜日・24日㈮〜31日㈮
■たこを作ろう
日時…11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　経費…100
円　申し込み…12月1日㈬、午前9時か
ら電話で同館（ファクス可）
■お正月飾りを作ろう
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　経費…100円　申し
込み…12月2日㈭、午前9時から電話で同館（ファクス可）
■まゆ玉飾りを作ろう
日時…来年1月8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　経費…50円　
申し込み…12月3日㈮、午前9時から電話で同館（ファクス可）
■博物館文化祭（博物館同好会による作品展示・実演）
日時…11月27日㈯～12月5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

郭町2丁目30－1L228ー8080
O228ー7870

休館日＝月曜日・25日㈯〜31日㈮
■線で立体、体で形を楽しもう
　アート活動を通して子供たちの美術の芽を育むプログラム。
日時…18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…12月1日㈬、午前9時から電話で同館（ファクス可）
■市内小中学校県特選作品展
日時…17日㈮～24日㈮、午前9時～午後5時（24日は午後3時まで）

市立美術館




