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1月の施設情報
ウェスタ川越 大ホール

●チケットが必要な催し物も掲載しています。売り切れている可能性もあるため、
詳しくは、各施設にお尋ねください。
新宿町1丁目17−17
L249−3777

開催日
2日㈫
8日㈷
13日㈯
14日㈰
18日㈭
21日㈰
22日㈪
24日㈬
27日㈯
28日㈰

催し物名
ロシア国立サンクトペテルブルグ・アカデミー・バレエ「白鳥の湖」
県立川越高校吹奏楽部 ウィンターコンサート
「アクティブシニア」リレートーク in 川越
川越奏和奏友会吹奏楽団 ファミリーコンサート
綾小路きみまろ笑撃ライブ
シルク・ドゥラ・シンフォニー
森昌子46周年コンサート
氷川きよしコンサートツアー2018 ～ 日本全国 歌の渡り鳥3 ～
小江戸川越 CM コンテスト 上映会・授賞式
キラキラ☆プリキュアアラモード ドリームステージ
梅沢富美男劇団特別公演 梅沢富美男 & 研ナオコ
29日㈪
アッ！ とおどろく「夢芝居」
30日㈫ 綾戸智恵コンサート
31日㈬ 夏川りみコンサート ～ 歌さがしの旅2018 Acoustic Version ～

■シルク・ドゥラ・シンフォニー
サーカス界を代表するトップアーティストとフルオーケストラ
との夢の共演。
日 時 …21日 ㈰ 午 後3時 ～ 定 員 … 先 着1,600人（未 就 学 児 不
可） 経費…S 席＝8,000円（大学生以下＝7,000円）▶ A 席＝
6,000円（大学生以下＝5,000円）▶ B 席＝4,000円 チケッ
ト販売…ウェスタ川越（窓口およびホームページ）、チケットぴあ、
イープラスで販売中

やまぶき会館
開催日
7日㈰
14日㈰
18日㈭
19日㈮
25日㈭
27日㈯

郭町1丁目18−1L222−4678
休館日＝火曜日

催し物名
2018ニューイヤーガラコンサート in 川越
麻生けい子 デビュー15周年歌謡ショー
うたえ！ 木曜ほっとパーク
川越市人権問題講演会
俳優座川越公演「いつもいつもきみを憶ふ」
やまぶき寄席

■2018ニューイヤーガラコンサート in 川越
川越市にゆかりのある声楽家・オペラ歌手・音楽家が中心とな
り、華麗なるコンサートで新年を迎えます。
日時…7日㈰午後2時～ 定員…先着200人 経費…2,000円
（前売り券＝1,800円） チケット販売…やまぶき会館・メルト・
ジョイフルで販売中

メルト（西文化会館）
開催日
14日㈰
20日㈯
21日㈰
28日㈰
31日㈬

鯨井1556−１L233−6711
休館日＝火曜日

催し物名
コンチェルト広場「クレエ」
メルトシーズンコンサート 木管五重奏 DUHA ニューイヤーコンサート
伊藤京子バレエスタジオニューイヤーコンサート
坂戸マンドリン・ギタークラブ演奏会
介護予防普及啓発事業自主サークル発表会

■プリザーブドフラワー教室
生花を加工し、長期間美しさを保つことができるプリザーブド
フラワーを体験してみませんか？
日時…3月3日㈯午前9時30分～11時30分 対象…市内在住・
在勤・在学 定員…先着20人 経費…2,500円 申し込み…1
月13日㈯午前9時から経費を添えてメルト
広報川越№1405・2017.12.25

ジョイフル（南文化会館）
開催日
7日㈰
14日㈰
20日㈯
21日㈰
28日㈰

今福1295−2L248−4115
休館日＝火曜日

催し物名
川越市箏・尺八こども伝統文化教室 修了式
川越市人材発掘公開オーディション
武蔵野ふれあいの森コンサート
音はともだちコンサート
ピアノ発表会

川越運動公園

下老袋388−1
休館日＝火曜日

総合体育館 L224−8765

開催日 催し物名
20日㈯ バレーボール冬季大会
21日㈰ バスケットボール冬季リーグ戦
27日㈯ 市長杯女子団体オープン卓球大会
28日㈰ 川越市インドア選手権大会（ソフトテニス）
他の専用利用日＝なし
メインアリーナは床修繕のため、1月19日㈮まで
使用できません。

陸上競技場 L224−8881

開催日 催し物名
6日㈯ 陸上競技講習・練習会
7日㈰・8日㈷ 川越市サッカー協会ウィンターカップ
14日㈰ 川越市民ロードレース大会
20日㈯ スポーツ少年団新春マラソン大会
他の専用利用日＝12日㈮・13日㈯・21日㈰・27日㈯・28日㈰

テニスコート L224−8765

開催日 催し物名
5日㈮・6日㈯ 西部地区強化練習会（高体連硬式）
7日㈰・8日㈷ 私立高校ソフトテニス大会
13日㈯ 川越市中学生１年生大会（中体連ソフト）
14日㈰ 西部地区団体戦（高体連硬式）
24日㈬ 平日レディース大会
27日㈯ 西部地区強化練習会（高体連硬式）
28日㈰ 連盟会長杯争奪高校リーグ戦（ソフトテニス連盟）
他の専用利用日＝20日㈯

小江戸蔵里（産業観光館）

新富町1丁目10－1
L228−0855

■新春にぎわい市
さまざまなグルメの実演販売など。当日直接会場。
日時…2日㈫・3日㈬午前11時～午後4時（小雨決行）

■伝統和芸鑑賞会
趣のある蔵造りのレストランで、気軽に伝統和芸が楽しめます。
当日直接会場。
日時…①13日㈯、②27日㈯午後4時20分～5時（開場＝午後3
時45分～） 会場…大正蔵 八州亭 内容…①＝地唄舞 蓉狸、②
＝篠笛 大野利可 経費…各1,000円
よう
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斎場・市民聖苑やすらぎのさと

小仙波786−1
L226−0090

もしものときに慌てないよう、火葬場・式場の利用方法と市民
聖苑葬儀の説明。要事前予約。
日時…25日㈭午前9時～▶10時30分～ 会場…斎場 対象…
市内在住 定員…各先着20人

中央図書館

藤間27−1
L238−7550O238ー7551
休館日＝月曜日 (8日を除く）、1日㈷～4日㈭・9日㈫・26日㈮
■特集展示「りんごの棚ってなあに？」
点字付き絵本やマルチメディアデイジーなど、いろいろな資料
が置いてある「りんごの棚」の紹介と関連資料の展示・貸し出し。
期間…5日㈮～25日㈭
郭町2丁目30－1
L222ー5399O222ー5396
休館日＝月曜日 (8日を除く）、1日㈷～3日㈬・9日㈫・26日㈮

■「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
代の暮らしを中心に展示
します。
日時…1月13日㈯～2月
25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（160円）▶大学生・高校生＝100円（80
円）▶中学生以下＝無料
＊（ ）内は20人以上の団体料金。

広報川越№1405・2017.12.25

コラム

■大人体験教室「縄文土器作り教室」（縄文時代の土器を作る）
日時…27日㈯午前10時～午後3時30分 対象…20歳以上 定
員…先着20人 経費…400円 申し込み…1月5日㈮午前9時
から電話・ファクスで同館
■博物館歴史講座「川越の近世」
日時…2月11日㈰・18日㈰・25日㈰午後1時30分～3時30分
対象…20歳以上 定員…先着80人 申し込み…1月16日㈫午
前9時から電話・ファクスで同館

藤間27－1
LO238ー9525
休館日＝月曜日（8日を除く）、1日㈷～3日㈬・9日㈫
■世代間交流（お正月遊びを楽しもう）
日時…5日㈮午前10時30分～ 対象…小学生以下（未就学児は
保護者同伴）または祖父母
■牛乳パックを使った羽子板作り
日時…6日㈯午後2時～ 対象…小学生 定員…先着10人
■クッキーを作ろう
日時…13日㈯午後1時30分～ 対象…小学生 持ち物…エプ
ロン・三角巾・水筒・手拭きタオル 定員…先着15人 経費…
150円 申し込み…1月4日㈭午前10時から電話・ファクスで
同館
■みんなで遊ぼう（絵本とふれあい遊び）
日時…20日㈯午前10時30分～ 対象…2歳までの子と保護者
■和ごころ教室 ～茶道～
日時…20日㈯午後1時30分～ 対象…小中学生 定員…先着
15人 経費…150円 申し込み…1月4日㈭午前10時から電話・
ファクスで同館

ひと まち

市立博物館

高階児童館

保健・健康

高階図書館

■冬休みオセロゲーム大会
日時…6日㈯午前10時30分～正午（受け付け
は午前10時から10時15分） 対象…小学生
定員…先着30人
＊オセロは登録商標です。
■てづくり工房（かんたんな工作）
日時…20日㈯、28日㈰午後2時～ 対象…小学生 定員…各先
着7人

子育て情報館

菅原町23−10（クラッセ川越）
L228−7712O228−7713
休館日＝火曜日、1日㈷～4日㈭・26日㈮
■子ども向けとしょかん福袋・おすすめ CD 福袋
図書館員おすすめの児童書、CD を「福袋」にして貸し出します。
日程…5日㈮～8日㈷ 定員…子ども向けとしょかん福袋（小学生
以下向け）＝各日先着13人（1人1袋）、おすすめ CD 福袋（大人
向け）＝各日先着5人（1人1袋）

菅原町23－10（クラッセ川越）
LO228ー7719
休館日＝火曜日、1日㈷～3日㈬

施設情報

川越駅東口図書館

川越駅東口児童館

市民相談案内

伊勢原町5丁目1−1
L237−5660O237−5661
休館日＝月曜日 (8日を除く）、1日㈷～4日㈭・9日㈫・26日㈮
■初笑いおはなし会（絵本の読み聞かせ・手遊びなど）
日時…6日㈯午後2時～3時 対象…3歳以上
■子ども向けとしょかん福袋
図書館員おすすめの児童書を「福袋」にして貸し出します。年
齢別に用意しています。
日程…5日㈮～8日㈷ 対象…小学生以下 定員…各日先着25
人（1人1袋）

石原町1丁目41－2
LO225ー7289
休館日＝月曜日（8日を除く）、1日㈷～3日㈬・9日㈫
■映画会「ゆうかんな十人のきょうだい」
日時…13日㈯午後2時～ 対象…1歳以上
■観望会「すばる」
日時…13日㈯午後5時45分～（雨天・曇天の場合は中止） 対
象…小学生以上（小中学生は保護者同伴） 定員…先着20人 持
ち物…上履き 申し込み…当日、午後5時から5時30分までに
電話・ファクスでこどもの城

情報アラカルト

西図書館

こどもの城

催し・募集

三久保町2－9
L222ー0559O224ー7822
休館日＝月曜日 (8日を除く）、1日㈷～4日㈭・9日㈫・26日㈮
■視聴覚ホールの催し（各先着110人）
●ピックアップ映画会「泥棒と殿様」
日時…6日㈯午後2時〜
「あったてんがのお」
「かぼちゃ屋」
●アニメ映画会「小さなインディアン」
日時…13日㈯午後1時30分〜
「腹ペコ童子」
「おにたのぼうし」
●子ども映画会「手ぶくろを買いに」
日時…21日㈰午後1時30分〜
●名作映画会「喜劇 駅前開運」
日時…28日㈰午前10時～▶午後2時～
■図書館で福袋を貸し出します
本の「福袋」を貸し出します。中身は開けてからのお楽しみ。
日程…5日㈮～8日㈷ 定員…各日先着15人（1人1袋）

●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。美術館の催しは15ページでお知らせしています。

ニュース

1月の図書館・児童館・博物館
1 月の図書館・児童館・博物館
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