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メルト（川越西文化会館）

開催日 催し物名
11日㈷ ドルチェ・ヴォーカルコンサート
13日㈰ アンサンブル・フェスティーヴォコンサート
14日㈪ 講演会「悪質商法への対策」
16日㈬ 「小江戸川越童謡の会」創立15周年記念コンサート

19日㈯
川越子どもサポート発表会
家庭教育講座「インターネット・携帯電話の光と影」

26日㈯ 清水音楽研究所大人の音楽発表会
27日㈰ シリウス音楽院ピアノ等発表会

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
6日㈰ ジョイフルピアノ発表会

11日㈷ 住宅講演会
13日㈰ 金子ピアノ教室発表会
19日㈯ OGP “Guys And Dolls”
20日㈰ 双葉会ピアノコンサート

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
6日㈰ 川越市ソフトバレーボール大会

11日㈷
入間地区体育指導員研修会

12日㈯
13日㈰ 卓球連盟育成部親睦試合

19日㈯ 女性スポーツフェスティバル

20日㈰ 川越市チーム団体戦（バドミントン）
26日㈯ 川越市スポーツ少年団指導者・母集団研修会
27日㈰ KVA 杯総合6・9人制男女バレーボール大会

その他の専用利用日＝5日㈯

陸上競技場 L224－8881

開催日 催し物名
2日㈬ 川越女子高校ロードレース大会
5日㈯ 陸上競技講習会（午前）
6日㈰ 川越ケーブルテレビ杯サッカー中学生の部
7日㈪ 西部地区高体連駅伝競走大会

13日㈰ 埼玉県高等学校女子サッカー新人体育大会決勝戦
20日㈰

KJS 卒団サッカー大会
26日㈯
27日㈰ 川越 MIRAI ライオンズクラブ杯川越ジュニアサッカー大会

その他の専用利用日＝3日㈭・12日㈯

テニスコート L224－8765

開催日 催し物名
5日㈯ ミックス・フェスティバル一般・ベテランの部
6日㈰ 技術講習会

13日㈰ ミックス・フェスティバル団体戦の部
20日㈰ ミックス・フェスティバル本戦・残り試合
27日㈰ 2級審判員検定会・研修会（実技検定）

その他の専用利用日＝11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
3日㈭ 市内特別支援学級・特別支援学校合同学芸発表会
9日㈬ 市村正親さんトークショー

11日㈷ 梨本直樹主宰ピアノ発表会
12日㈯ カワイ音楽コンクール受賞者コンサート
13日㈰ 川越スイミングスクールカルチャースタジオ発表会
17日㈭ うたえ！　木曜ほっとパーク
19日㈯ 川越市合唱連盟合唱講習会
26日㈯ 今成小学校吹奏楽部定期演奏会
27日㈰ 樹の会舞踊公演

開催日 催し物名
13日㈰ KURI ちゃん歌の祭典
20日㈰ 音楽で楽しく認知症予防
23日㈬ ミュージカル「蝶々さん」
27日㈰ 小江戸川越第九演奏会

アトレ6階L226ー7066
O225ー1860
休館日＝火曜日

■健康食品＆サプリメント
との上手なつきあい方
講師…（独）国立健康・栄
養研究所、佐

さ

藤
とう

陽
よう

子
こ

さん　
日時…23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…2月2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

　保育園児が制作した絵画作品などを展示します。どなた
でもご覧いただけます。
日時…2月18日㈮～20日㈰、午前9時～午後9時
会場…市民会館＝神明町保育園児作品
　　　メルト＝名

な

細
ぐわし

保育園児作品
　　　ジョイフル＝新宿町保育園児作品

保育園の作品展
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伊勢原町5丁目１－１L237－5660
休館日＝月曜日・25日㈮

■展示コーナーでは、「春を迎えて」と題して、花の育て方など
園芸に関する資料を展示し、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・25日㈮

■視聴覚ホールの催し（先着120人）
●社会派映画会「ミラーを拭

ふ

く男」
日時…5日㈯、午後2時～
●アニメ映画会「ドナルドダックのあさごはん」「かばのポトマス」
　　　　　　　「こころのはなたば」
日時…12日㈯、午後2時～
●子ども映画会「ひなまつり」「ブルトンズがんばる！」
　　　　　　　「雪わたり」
日時…19日㈯、午後2時～
●名作映画会「舞踏会の手帳」
日時…27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

■おに・鬼・オニ・節分だ（親子で豆まき）
日時…3日㈭、午前11時～　対象…1歳～3歳
■わくわく親子ビクス（ふれあい体操）
日時…9日㈬、午前10時30分～　対象…2歳～3歳　定員…先着30組
■おりがみであそぼう
日時…20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

■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…16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・25日㈮

■特集展示「おいしいものいっぱい！」
　食べ物に関する絵本、
児童書を展示します。
期間…1月29日㈯～2月
24日㈭

高階図書館

菅原町23－10L228－7712
休館日＝火曜日・25日㈮

■児童図書コーナーでは、「冬」のテーマで、関連図書を展示し、
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

■節
せつ

分
ぶん

会
え

日時…3日㈭、午前10時45分～　対象…乳幼児～
■スーパーチャレンジ（どんぐりつり）
日時…4日㈮、午後4時～　対象…小学生　定員…先着15人
■ おりがみ教室（おひなさまを作る）
日時…6日㈰、午後1時30分～　対象…小学生　定員…先着16人
■布をはって模様をつくろう
日時…17日㈭、午後3時30分～　対象…小学生　定員…先着16人
■おひなさま作り
日時…24日㈭、午後3時30分～　対象…小学生　定員…先着10人
■映画会「こぎつねのおくりもの」
日時…26日㈯、午後2時～　対象…幼児～小学生　定員…先着50人
■ 天体望遠鏡ですばるを見る（雨天・曇天の場合は中止）
日時…12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）

こどもの城

郭町2丁目30－1L222ー5399
O222ー5396

休館日＝月曜日・25日㈮
■昔の道具を使ってみよう
　石うすで大豆をひき、きな粉作りや炭火アイロンなどの体験。
日時…12日㈯・19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
■歴史講座「川越藩と江戸湾警備」（全3回）
日時…6日㈰・13日㈰・20日㈰、午後1時30分～3時30分　対
象…成人　定員…先着80人　申し込み…2月1日㈫、午前9時か
ら電話で同館（ファクス可）
■子ども博物館教室
　縄文時代の織り方で、かべ飾りなどを作る。
日時…26日㈯、午前10時～午後3時30分　対象…小中学生　
申し込み…2月2日㈬、午前9時から電話で同館（ファクス可）

市立博物館

郭町2丁目30－1L228ー8080
O228ー7870
休館日＝月曜日

■内
うち

田
だ

静
しず

馬
ま

展連続講座「日本の木版画史を極める」（全4回）
　古代から現代までの木版画の歴史を分かりやすく講演。各時代
の木版画の魅力を再認識します。
日時…19日～3月12日、土曜日、午後2時～　定員…先着70人
申し込み…2月1日㈫、午前9時から電話で同館（ファクス可）
■内田静馬展座談会「静馬さんはこんな人」
　作家の次女・橋

はし

本
もと

万
ま

里
り

さん、同五女・野
の

口
ぐち

和
かず

子
こ

さん、知人・井
いの

上
うえ

浩
ひろし

さんによる、静馬の人柄、作品についての座談会。
日時…27日㈰、午後2時～　申し込み…2月1日㈫、午前9時か
ら電話で同館（ファクス可）
■ジュニアアートスクエア「内田静馬さんの版画を楽しもう」
　版画の世界をいろいろな見方や体験で楽しみます。
日時…26日㈯、午前10時～11時30分　対象…中学生まで（未
就学児は保護者同伴）　定員…先着15人　経費…100円（保護者
は特別展観覧料）　申し込み…2月10日㈭、午前9時から電話で
同館（ファクス可）
■ギャラリートーク（3月6日は手話通訳付き）
日時…11日㈷▶3月6日㈰、午後2時～　経費…特別展観覧料

市立美術館

お知らせ
　雨の日でも大丈夫。館内でお弁当を食べられるようになりま
した。
ランチタイム…正午～午後1時　場所…集会室（和室）




