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メルト（川越西文化会館）

開催日 催し物名
5日㈯ 春の祭典カラオケフェスティバル
6日㈰ シリウス音楽院発表会

12日㈯
ルヴェ・おんがくランド・スプリングコンサート
リトルピアノコンサート

16日㈬ みんなで歌おう「小江戸川越童謡の会」
19日㈯ ココス英語幼児園卒園式
21日㈷ 武山音楽教室発表会
27日㈰ 鯨井中学校吹奏楽部定期演奏会
28日㈪ 地域福祉講演会

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
13日㈰ 小熊ピアノ教室スプリングコンサート
20日㈰ 全国吟詠コンクール埼玉県西部地区大会
21日㈷ ピアノ発表会
27日㈰ 小さな小さな音楽会
28日㈪ 高階中学校定期演奏会

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
5日㈯ 川越地区卒団大会（ミニバス）
6日㈰ 印藤杯卓球大会

13日㈰ 県西部ブロック会インディアカオープン大会

19日㈯ 栃木市友好フェスティバル（卓球）

20日㈰
いそじ杯及びことぶき女子親善バレーボール大会
1・2・3級審査受付形講習会及び競技会（剣道）

25日㈮ 小江戸川越練成試合（剣道）
26日㈯ 埼玉県バレーボール協会長杯川越市予選会
27日㈰ 川越市近隣市ミニテニス大会

その他の専用利用日＝12日㈯・31日㈭

●市民会館は駐車場が狭いため、来場には電車・バスなどの公共
交通機関をご利用ください。
●各ホールの平成24年2月の利用申し込みは、3月2日㈬、午前
9時～10時です。

陸上競技場 L224－8881

開催日 催し物名
5日㈯ 川越 MIRAI21ライオンズクラブ杯川越ジュニアサッカー大会

13日㈰
川越市新春サッカー大会

20日㈰
26日㈯ 陸上競技講習会（午前）
27日㈰ 陸上競技記録会

その他の専用利用日＝6日㈰・12日㈯・21日㈷・30日㈬

テニスコート L224－8765

開催日 催し物名
6日㈰ 全国スポーツ祭典テニス大会予選会

12日㈯ 埼玉県ジュニア大会

13日㈰
金門旗争奪戦
埼玉県ジュニア大会

20日㈰ 埼玉県ジュニア大会
21日㈷ 春季テニストーナメント一般女子複予選
26日㈯ 春季テニストーナメント一般男子単予選
27日㈰ 春季テニストーナメント一般男子複予選

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
6日㈰ 東喜和流民謡舞踊勉強会

10日㈭ うたえ！　木曜ほっとパーク
11日㈮ ふれあいミニコンサート
21日㈷ 県立川越高校軽音楽部定期演奏会
26日㈯ 城西大学付属川越中学・高校吹奏楽部定期演奏会
27日㈰ 城南中学校吹奏楽部定期演奏会

開催日 催し物名
3日㈭ 都はるみコンサート
6日㈰ 川越地区消防組合消防音楽隊定期演奏会

12日㈯ エレキ・アゲイン
13日㈰ 桴の祭典
19日㈯ 市立川越高校吹奏楽部定期演奏会
25日㈮ 川越東高校吹奏楽部定期演奏会
26日㈯

栗原楽器ヤマハ音楽教室発表会
27日㈰
28日㈪
30日㈬

アトレ6階L226ー7066
O225ー1860

休館日＝火曜日
■知っておきたい洗濯の基本～洗濯上手になる方法～
　家庭での洗濯のコツ、注意点などについて学ぶ。
講師…洗濯科学協会・長
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さん　日時…10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…3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

■ 陸上競技記録会（走投跳の三部門の記録会）
日時…27日㈰、午前9時～午後5時　会場…川越運動公園陸上競
技場　対象…中学生以上（参加は1人1種目）　経費…300円（中学
生200円）　申し込み…3月5日㈯～13日㈰に、経費を添えて総
合体育館または陸上競技場
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伊勢原町5丁目１－１L237－5660
休館日＝月曜日 (21日を除く）・25日㈮

（21日㈷は午後6時まで開館）
■展示コーナー
　市民の財産である図書館資料を大切に扱っていただくため、切
り取りや書き込みなどで利用できなくなった資料を展示します。
期間…2日㈬～24日㈭

西図書館

三久保町2－9L222ー0559
休館日＝月曜日 (21日を除く）・25日㈮

（21日㈷は午後6時まで開館）
■視聴覚ホールの催し（先着120人）
●裁判員制度映画会「評議」
日時…5日㈯、午後2時～
●アニメ映画会「ふしぎないど」「はらぺこどうじ」「スノーグースとしょうねん」
日時…12日㈯、午後2時～
●子ども映画会「幽霊屋敷」「明日に輝け！」「雪国からの便り」
日時…19日㈯、午後2時～
●名作映画会「HACHI ー 約束の犬」
日時…27日㈰、午前10時～▶午後2時～
■春のおはなし会（読み聞かせなど）
日時…30日㈬、午後3時～　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

■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て。
日時…9日㈬、午前10時30分～　対象…0歳・1歳児と保護者　
定員…先着10組　申し込み…3月2日㈬、午前9時30分から電
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（21日を除く）・22日㈫

■つくーるスクール（身近な材料を使った工作）
日時…5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 (21日を除く）・25日㈮

（21日㈷は午後6時まで開館）
■特集展示「はるがきた！」
　春に関する絵本、児童書を展示します。
期間…2月26日㈯～3月24日㈭

高階図書館

菅原町23－10L228－7712
休館日＝火曜日・25日㈮

（21日㈷は午後7時まで開館）
■児童図書コーナー
　「春」をテーマに関連図書の展示・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（21日を除く）・22日㈫

■天体望遠鏡で月を見る（雨天・曇天の場合は中止）
日時…12日㈯、午後6時30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分に電話で同センター（ファクス可）
■モザイク壁画を作ろう
日時…24日㈭、午後3時～　対象…小学生　定員…先着16人
■小江戸こども将棋大会
日時…26日㈯、午前9時45分～　対象…A クラス＝小学4～6年
生、B クラス＝小学1～3年生　定員…各先着24人　申し込み…3
月12日㈯、午前10時から電話で同センター（ファクス可）
■わくわく体験教室（ドライアイスでアイスクリーム作り）
日時…26日㈯、午後1時～　対象…小学生　定員…先着16人　
経費…500円　申し込み…3月19日㈯、午前10時から電話で同
センター（ファクス可）
■映画会「カバのポトマス」
日時…26日㈯、午後2時～　対象…幼児～小学生　定員…先着50人
■室内遊び（大学生と遊ぶ）
日時…27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 (21日を除く）・22日㈫・25日㈮
■和紙作りに挑戦
日時…5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20人　経費…200円　申し込み
…3月1日㈫、午前9時から電話で同館（ファクス可）
■川越城本丸御殿・平成の修理を振り返る
日時…6日㈰・13日㈰・4月10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…3月2日㈬、午前9時
から電話で同館（ファクス可）
■野外博物館教室「川越の祭りを巡る ー 芳

ほう

地
じ

戸
ど

のふせぎ ー」
日時…21日㈷、午前9時～午後3時30分　会場…尾崎神社（笠幡）
とその周辺　定員…先着20人　申し込み…3月3日㈭、午前9時
から電話で同館（ファクス可）
■三富文化財ウォーク「福原に残る新田開発と民間信仰」写真展
日時…8日㈫～21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 (21日を除く）・22日㈫・29日㈫
■蝋

ろう

引き紙と和
わ

綴
と

じ製本でオリジナル・ノートをつくる
　お気に入りの写真やスケッチ、旅の記念のチケットや押し花な
どを挟み、オリジナルなノートブックをつくる。
講師…美術家・服

はっとり

部俊
とし

弘
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さん　日時…20日㈰、午後1時～4時　
対象…高校生～　定員…先着15人　経費…1,000円　申し込み
…3月1日㈫、午前9時から電話で同館（ファクス可）
■箱カメラで自然を写す
日時…26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…3月10日㈭、午前9時から電話で同館（ファクス可）

市立美術館




