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メルト（川越西文化会館）

開催日 催し物名
2日㈯ 演歌水曜会発表会
3日㈰ ピアノ発表会
9日㈯ 江波太郎オカリナ教室西部地区発表会

10日㈰ ハンナピアノ教室発表会
16日㈯ 藤寿流舞踊発表会
17日㈰ クラシック専科ジョイントリサイタル（ピアノ・声楽・その他）
20日㈬ みんなで歌おう「小江戸川越童謡の会」
23日㈯ 塩谷バイオリン教室弦楽発表会
24日㈰ 野村ピアノ教室発表会
29日㈷ ビクター鶴ヶ島歌謡音楽研究会岸田武久教室カラオケ発表会

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
3日㈰ ピアノ発表会

10日㈰ 高井淳美歌謡教室カラオケ発表会
16日㈯ プラーナクラシックバレエ発表会
17日㈰ 隆華会おどり発表会
23日㈯ 小江戸いろは花舞台
24日㈰ 昭和楽器ミュージックポート川越合同発表会
28日㈭

郷土民謡隆章派模範演奏会
29日㈷

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
3日㈰ 川越フレンドリーバスケットボール大会（男・女）

16日㈯ 川越地区ミニバスケットボール大会
17日㈰ 家庭婦人バレーボール大会
28日㈭ 川越レディースペアマッチオープン卓球大会
29日㈷ 埼玉県小学生バレーボール連盟総合開会式
30日㈯ 川越市ジュニアバレーボール大会

その他の専用利用日＝4日㈪・9日㈯～11日㈪・14日㈭・23日㈯・
24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3月の利用申し込みは、4月1日㈮、午前
9時～10時です。

陸上競技場 L224－8881

開催日 催し物名
22日㈮

学校総合体育大会西部地区予選会23日㈯
24日㈰
29日㈷ 陸上競技講習会（午前）

その他の専用利用日＝14日㈭・18日㈪・25日㈪

テニスコート L224－8765

開催日 催し物名
2日㈯ テニストーナメント一般男子単（予選）

3日㈰
テニストーナメント一般男女複（本戦）
全国テニス選手権埼玉予選会（男子・女子シングルス）

7日㈭ 埼西地区オープンシニアテニス大会
9日㈯ テニストーナメント一般女子単（予選）

10日㈰ テニストーナメント一般男女単（本戦）
11日㈪ 川越市レディース大会
16日㈯ 川越市中学生ソフトテニス研修大会
17日㈰ テニストーナメント壮年女子複 (45、55）
18日㈪

西部地区大会
22日㈮
23日㈯

関東高校テニス大会西部地区予選個人戦
24日㈰
29日㈷ 西部支部高体連ソフトテニス研修大会
30日㈯ テニストーナメント壮年男子単（45、55、65）

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㈰ シェネモダンバレエスタジオ発表会
4日㈪ 川越女子高校英語劇部自主公演
9日㈯ 小江戸落語会

10日㈰ 大橋カラオケサークル発表会＆歌謡ショー
17日㈰ 江戸文化伝統芸能チャリティーショー
21日㈭ うたえ！　木曜ほっとパーク
24日㈰ 川越女子高校フォーク部定期演奏会
29日㈷ 川越東高校マンドリンギター部定期演奏会
30日㈯ 小江戸春まつり協賛春の邦舞のつどい

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

開催日 催し物名
3日㈰ 山村学園高校吹奏楽部定期演奏会

10日㈰ 川越女子高校マンドリン部定期演奏会
22日㈮ グッチ裕三コンサート
24日㈰ 川越市吹奏楽団定期演奏会
29日㈷ 川越女子高校弦楽オーケストラ部定期演奏会

総合体育館の体操教室
　申し込みは、4月3日㈰、午前8時30分から経費を添えて同館（1
人1教室）。各先着50人。
4月11日〜6月27日（毎週月曜日）
■いきいき体操教室①＝時間…午前9時30分～11時30分　対象
…60歳以上　経費…3,000円
■女性健康体操教室＝時間…午後2時～3時30分　対象…30歳
以上の女性　経費…3,000円
4月14日〜7月7日（毎週木曜日）
■いきいき体操教室②＝時間…午前9時30分～11時30分　対象
…60歳以上　経費…3,000円
■ソフトエアロビクス教室＝時間…午後1時～2時30分　対象…
18歳以上　経費…4,000円
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伊勢原町5丁目１－１L237－5660
休館日＝月曜日・28日㈭

　写真撮影技術や写生の技法などの展示・貸し出し。
期間…3月26日㈯～4月27日㈬

西図書館

三久保町2－9L222ー0559
休館日＝月曜日・28日㈭

■視聴覚ホールの催し（先着120人）
●人権映画会「こころに咲く花」「ひとみ輝くとき」
日時…2日㈯、午後2時～
●アニメ映画会「ガリバーりょこうき」「コボちゃんのこうつうあ
んぜん」「ねずみくんのチョッキ2」
日時…9日㈯、午後2時～
●子ども映画会「いのししうりっこの冒険」「イシダイしまごろう」

「かんすけさんと不思議な自転車」
日時…16日㈯、午後2時～
●名作映画会「奇跡のシンフォニー」
日時…24日㈰、午前10時～▶午後2時～
■としょかんまつり「ありがとう佐

さ

野
の

洋
よう

子
こ

さん」
　絵本「100万回生きたねこ」などの著者で絵本作家・佐野洋子
さんの著書展示やクイズなど。
日時…4月23日㈯～5月26日㈭

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

■てづくり工房（母の日のカード作り）
日時…29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

■折り紙を楽しもう！
日時…3日㈰、午後2時～　対象…小学生
■幼児と保護者を対象にする遊びの指導者募集
活動期間…4月上旬～来年3月下旬・水曜日（月3～4回）　応募資
格…保育士資格・幼稚園教諭免許を持つ45歳くらいまでの実務
経験者　定員…1人（選考）　申し込み…4月6日㈬、午前10時～
午後5時に写真をはった履歴書を持参

高階児童館

藤間27－1L238－7550
休館日＝月曜日・28日㈭

■特集展示「みんなであいさつ」
　あいさつに関する絵本、児童書を展示します。
期間…3月26日㈯～4月21日㈭

高階図書館

菅原町23－10L228－7712
休館日＝火曜日・28日㈭

　「新社会人にむけて」をテーマに、関連図書の展示・貸し出し。
期間…3月26日㈯～4月27日㈬

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
「りゅうの目のなみだ」＝2日㈯、午後2時～▶「だるまちゃんとて
んぐちゃん」＝16日㈯、午後2時～　対象…幼児～小学生　定員…
各先着50人
■ジャンボ紙芝居「こびとのくつや」ほか
日時…2日㈯、午後2時30分～　対象…幼児～小学生　定員…先
着30人
■名作映画劇場「ムーミン谷の彗

すい

星
せい

」
日時…6日㈬、午前10時30分～　対象…幼児～小学生　定員…
先着98人
■工作（こいのぼりを作る）
日時…7日㈭・21日㈭、午後3時30分～　対象…小学生　定員…
各先着10人
■天体望遠鏡で土星を見る（雨天・曇天の場合は中止）
日時…30日㈯、午後6時45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）
■小江戸児童合唱団員募集
日時…第1・3土曜日、午後3時～4時30分　対象…小学2～6年
生　定員…先着15人　経費…100円　申し込み…4月3日㈰、午
前10時から電話で同センター（ファクス可）
■幼児クラブ員募集
　指導者を中心とした親子遊び。
日時…5月11日～7月6日、水曜日、午前10時30分～11時30
分　対象…平成20年10月31日以前に生まれた幼児　定員…35
組（抽選）　経費…300円　申し込み…4月13日㈬、午前10時か
ら整理券配布

こどもの城

郭町2丁目30－1L228ー8080
O228ー7870

休館日＝月曜日
■小さな鋳造作品をつくる

　石
せっこう

膏を削って作り出した原型を鋳造
し、ブロンズ作品を制作します。
講師…彫刻家・鈴

すず

木
き

英
えい

明
めい

さん　日時…
4月24日㈰・6月12日㈰、午前10時

～午後3時　対象…成人　定員…10人（抽選）　経費…2,000円
申し込み…往復ハガキ（1人1枚）に催し名・住所・氏名・年齢・
電話番号を明記し、4月16日㈯（必着）までに同館。
■美術館なぞなぞ探検隊
日時…30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…4月1日㈮、午前9時から電話で同館（ファクス可）
■市民ギャラリー利用受け付け（10月〜翌年3月利用分）
　往復ハガキに展示内容、利用形態（全面または半面）、住所・氏
名・電話番号、希望利用期間を明記し、4月10日㈰（消印有効）
までに〒350−0053郭町2丁目30−1・市立美術館。抽選。空
きがある場合は、5月1日㈰以降、随時受け付け。

市立美術館

ランチタイムにご利用ください
正午～午後1時、集会室（和室）で弁当を食べることができます。




