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メルト（川越西文化会館）

開催日 催し物名
8日㈯ ピアノおさらい会
9日㈰ スタジオ Sista ダンス発表会

15日㈯ ニューイヤーバレエコンサート
16日㈰ ピアノエレクトーン発表会
19日㈬ みんなで歌おう「小江戸川越童謡の会」
23日㈰ ミュージックプラザ高橋教室歌の発表会
27日㈭ 人権問題講演会
29日㈯ 障がい者福祉チャリティカラオケ大会
30日㈰ コンチェルト広場

鯨井1556－１L233－6711　休館日＝火曜日
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
座席数358席・車いす席5席

開催日 催し物名
16日㈰ 武蔵野ふれあいの森コンサート高階・福原地区中高合同吹奏楽祭
29日㈯ 音はともだちコンサート
30日㈰ ヤマハ英語教室発表会

総合体育館
下老袋388－１L224－8765　休館日＝火曜日

川越運動公園

開催日 催し物名
10日㈷ 成人式
15日㈯ 川越市中体連バスケットボール冬季リーグ戦
16日㈰ 川越市中体連バレーボール冬季リーグ戦
20日㈭ クラブ対抗３D 卓球大会
29日㈯ 春の全国ドッジボール大会
30日㈰ 川越市インドアソフトテニス選手権大会

その他の専用利用日＝7日㈮～9日㈰・12日㈬～14日㈮・22日㈯・
　23日㈰

●各ホールの平成23年12月の利用申し込みは、1月5日㈬午前9
時～10時です。

陸上競技場 L224－8881

開催日 催し物名
8日㈯ 川越ケーブルテレビ杯サッカー大会少年の部

15日㈯ 川越市スポーツ少年団新春マラソン大会
16日㈰ ウィンターカップ（サッカー）
23日㈰ 不惑交流試合（午後）
30日㈰ ウィンターカップ（サッカー）

その他の専用利用日＝10日㈷・22日㈯・29日㈯

テニスコート L224－8765

開催日 催し物名
8日㈯

都市対抗県予選
9日㈰

12日㈬ 埼玉スポーツ祭典レディース川越大会
15日㈯ 1年生研修大会
23日㈰ 川越市会長杯
29日㈯

都市対抗県予選
30日㈰

その他の専用利用日＝5日㈬・6日㈭・10日㈷・16日㈰・22日㈯

川越市市民会館
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
9日㈰ 向陽吹奏楽団定期演奏会（ニューイヤーコンサート）

16日㈰ やまぶき寄席（三遊亭圓歌・入船亭扇遊・柳家喬太郎ほか）
20日㈭ うたえ！　木曜ほっとパーク
23日㈰ 平田祭子歌謡ショー

開催日 催し物名
8日㈯ 県立川越高校吹奏楽部ウィンターコンサート

15日㈯ 大江裕でございます
23日㈰ プリンセス天功 JAPAN TOUR
26日㈬ 秦万里子コンサート

アトレ6階L226ー7066
O225ー1860

休館日＝火曜日・1日㈷～3日㈪
■医薬品の安全安心な飲み方
　薬の良くない飲み合わせ、間違った飲
み方などを防ぐため、医薬品の正しい服
用について学ぶ。
講師…川越市薬剤師会会長・天

あま

野
の

勉
つとむ

さん
日時…26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月5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 (10日を除く）・1日㈷～4日㈫・11日㈫・28日㈮

（10日㈷は午後6時まで開館）
■初笑いおはなし会（読み聞かせなど）
日時…8日㈯、午前11時～・午後3時～　対象…5歳～

西図書館

三久保町2－9L222ー0559
休館日＝月曜日 (10日を除く）・1日㈷～4日㈫・11日㈫・28日㈮

（10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「おにたのぼうし」「おおきな木馬のおくりもの」
　　　　　　　「しっぽのつり」
日時…15日㈯、午後2時～
●子ども映画会「タオタオ」「ありがとうハーナ」
　　　　　　　「こぎつねコンとこだぬきポン」
日時…22日㈯、午後2時～
●名作映画会「おとうと」
日時…30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。

菅原町23－10LO228ー7719
休館日＝火曜日・1日㈷～3日㈪

■冬休みお楽しみ会（バルーンパフォーマンス）
日時…6日㈭、午前11時～　対象…幼児～17歳　定員…先着100人
■つくってあそんで（身近な材料を使った工作）
日時…15日㈯、午後2時～　対象…小学生　定員…先着7人

川越駅東口児童館

藤間27－1LO238ー9525
休館日＝月曜日（10日を除く）・1日㈷・2日㈰・11日㈫

■つくーるスクール（身近な材料を使った工作）
日時…8日㈯、午後2時～　対象…小学生　定員…先着10人

高階児童館
藤間27－1L238－7550

休館日＝月曜日 (10日を除く）・1日㈷～4日㈫・11日㈫・28日㈮
（10日㈷は午後6時まで開館）

■特集展示「さむい日のできごと」
　冬に関する絵本、児童書を展示します。
期間…1月27日㈭まで

高階図書館

菅原町23－10L228－7712
休館日＝火曜日・1日㈷～4日㈫・28日㈮

（10日㈷は午後7時まで開館）
■展示コーナーでお勧めの図書を展示・貸し出しをしています。

川越駅東口図書館

石原町1丁目41－2LO225ー7289
休館日＝月曜日（10日を除く）・1日㈷・2日㈰・11日㈫

■ジャンボかるた大会
日時…14日㈮、午後4時～　対象…小学生　定員…先着15人
■映画会「泣いた赤おに」
日時…15日㈯、午後2時～　対象…幼児～小学生　定員…先着
50人
■ 天体望遠鏡で冬の星雲・星団を見る（雨天・曇天の場合は中止）
日時…15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）
■ごめんねカード作り
日時…20日㈭、午後3時30分～　対象…小学生　定員…先着16人
■ おりがみ教室（うさぎを作る）
日時…23日㈰、午後1時30分～　対象…小学生　定員…先着16人
■たこ作り
日時…27日㈭、午後3時30分～　対象…小学生　定員…先着10人

こどもの城

郭町2丁目30－1L222ー5399
O222ー5396

休館日＝月曜日 (10日を除く）・1日㈷～4日㈫・11日㈫
■土笛・土鈴作り
日時…22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…
1月5日㈬、午前9時から電話で同館（ファクス可）
■土偶作り教室
日時…29日㈯、午前10時～午後3時30分　対象…成人　定員…
先着20人　経費…400円　申し込み…1月6日㈭、午前9時から
電話で同館（ファクス可）　持ち物…弁当、古タオル2枚、エプロ
ン、汚れても良い服装
■「むかしの勉強・むかしの遊び」展
　生活の移り変わりをテーマに、昭和30～40年代のくらしを中
心に紹介します。
日時…15日㈯～3月6日㈰、午前9時～午後5時（入館は午後4時
30分まで）　入館料…200円（大学・高校生100円／中学生以下
無料）

市立博物館

郭町2丁目30－1L228ー8080
O228ー7870

休館日＝月曜日 (10日を除く）・1日㈷～4日㈫・11日㈫
■アートボックスで世界を変身！
　空箱を利用して、絵や写真の世界を楽しく変身させます。
日時…22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…1月5日㈬、午前9時から電話で同館（ファクス可）
■常設展「小

お

茂
も

田
だ

青
せい

樹
じゅ

」
　川越出身の日本画家、青樹の作品を32点展示。作家関連の貴
重な資料も併せて紹介します。
日時…5日㈬～3月27日㈰、午前9時～午後5時　観覧料…200
円（大学・高校生100円／中学生以下無料）
■タッチアートコーナー「服

はっとり

部俊
とし

弘
ひろ

　ひかりの発芽」
　手すきの和紙や紙の素材となる繊維を
用いた、手製本のオブジェなどの立体造
形作品8点を展示。
日時…5日㈬～3月27日㈰、午前9時～
午後5時
■小中学校特別支援学級等合同作品展
日時…13日㈭～19日㈬、午前9時～午後4時30分（19日は午後
0時30分まで）

市立美術館




