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催 し 物 ガ イ ド 　 ＜ ４ 月 ＞
川越市市民会館 郭

くるわ

町
まち

１丁目18－７　℡222－4678 休館日＝火曜日

■市民会館は駐車場が狭いため、来場には電車・バスなどの交通機関をご利用ください。
■市民会館・メルト・ジョイフルには身体障害者専用駐車場（各２台分）があります。
■催し物などの内容は、主催者の都合で変更になることがあります。
■入場券の入手方法などについては、それぞれの問い合わせ先にお尋ねください。
■上記以外にも、催し物が行われる場合があります。詳しくは、各施設にお尋ねください。
■各ホールの平成19年３月の使用申し込みは、４月１日析、午前９時～10時です（初日の受け付け時間が変更になりました）。

大ホール 座席数1,261席・うち車いす用可動席６席

日 催し物 入場方法 開　演 問い合わせ 電 話

１日析 ヤマハ音楽教室発表会 無　料
1:00p.m.
3:30p.m.
10:00a.m. 栗原楽器㈱ 222－6434

２日隻 ヤマハ音楽教室発表会 無　料 1:00p.m.
4:00p.m.

９日隻 山村女子高校定期演奏会 無　料 1:30p.m. 山村女子高校吹奏楽部 225ー3565
15日析 第39回川越女子高校マンドリン部定期演奏会 300円 1:30p.m. 川越女子高校マンドリン部 222ー3511
23日隻 川越市吹奏楽団第23回定期演奏会 500円 2:00p.m. 川越市吹奏楽団・加藤純一 090ー4058ー2864
29日積 郷土民謡隆章派模範演奏会 無　料 9:30a.m. 郷土民謡隆章派 246－6479

日 催し物 入場方法 開　演 問い合わせ 電 話
１日析 タンゴとソプラノ 3,800円 2:00p.m. 蔵乃茶屋かくれんぼ 222－2794
２日隻 SPRING CONCERT 無　料 正　午 長坂音楽教室 222－2447
６日斥 英語劇部春季公演ミュージカル「The Wiz」 無　料 2:00p.m. 川越女子高校英語劇部 222－3511
８日析 第５回小江戸川越桜祭全国俳句大会 無　料 1:00p.m. 遠嶺俳句会 242－4466
９日隻 春の邦楽・邦舞まつり 無　料 10:30a.m. 春の邦楽・邦舞まつり実行委員会 222－0786
15日析 23rd川越女子高校FOLK部Regular LIVE 無　料 1:00p.m. 川越女子高校FOLK部 222－3511
16日隻 藤登茂流舞踊公演 無　料 正　午 藤登茂流 235－1464
22日析 大橋カラオケサークル発表会＆歌謡ショー 無　料 11:00a.m. 大橋英雄 042－985－2229
23日隻 第11回音楽会 無　料 1:00p.m. グループカノン・勝山 226－5332
29日積 川越女子高校弦楽オーケストラ部定期演奏会 300円 2:00p.m. 川越女子高校・伊藤彰男 222－3511
30日隻 川越東高校マンドリンギター部第12回定期演奏会 無　料 3:30p.m. 川越東高校・山口 235－4811

中ホール（やまぶき会館） 座席数508席・車いす席５席

日 催し物 入場方法 開演時間 問い合わせ 電 話
２日隻 ピアノ発表会 無　料 2:00p.m. 田中礼子 241－0438
８日析 演歌水曜会発表会 無　料 10:30a.m. 小林弘 231－8137
９日隻 上戸芸能保存会25周年記念芸能大会 無　料 0:30p.m. 吉田捷次郎 231－2177
15日析 武山音楽教室第20回ピアノ発表会 無　料 10:30a.m. 武山百合子 233－1411
16日隻 章山会民謡おさらい会 無　料 10:00a.m. 早川幸作 231－2055
22日析 ピアノ発表会 無　料 1:00p.m. 得沢めぐみ 286－0603
23日隻 片桐あけみ歌謡教室発表会 無　料 正　午 加藤健次 090－3246－6832
29日積 ピアノ発表会 無　料 2:30p.m. きりんの会 232－0732
30日隻 弦楽発表会 無　料 1:00p.m. 塩谷バイオリン教室 285－8275

メルト（川越西文化会館）ホール 座席数347席・車いす席５席 鯨
くじら

井
い

1556－１　℡233－6711 休館日＝火曜日

日 催し物 入場方法 開演時間 問い合わせ 電 話

９日隻 第１回ミュージックポート川越　音楽発表会 無　料
1:30p.m.

㈱昭和楽器 236－08883:45p.m.
15日析 小江戸いろは花舞台 無　料 正　午 いろは日舞会・今泉澄子 245－1388
16日隻 高井淳美歌謡教室おさらい会 無　料 10:00a.m. 高井淳美歌謡教室 246－1854
22日析 アニメ映画会　ドラえもんほか 500円 10:25a.m. ニットウ 03－5450－2866
23日隻 ピアノ・エレクトーン発表会 無　料 11:30a.m. 門倉音楽教室 244－8867

ジョイフル（川越南文化会館）ホール 座席数358席・車いす席５席 今
いま

福
ふく

1295－２　℡248－4115 休館日＝火曜日
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＜ ４ 月 ＞ 　 主 な 公 共 施 設 の
中央図書館 三

さん

久
く

保
ぼ

町
ちょう

２－９　℡222－0559
休館日＝３日席・10日席・17日席・24日席

西図書館 伊
い

勢
せ

原
はら

町
ちょう

５丁目１－1 ℡237－5660
休館日＝３日席・10日席・17日席・24日席

視聴覚ホール（先着120人）
■アニメ映画会　午後２時～（１回上映）
８日析＝「おやゆび姫」「いじわる狐

きつね

ランボーの涙」
「おばけうんどうかい」

■子ども映画会　午後２時～（１回上映）
15日析＝「マザー・テレサ」「ちびまる子ちゃん」

「チビ六二死満塁」
■名作映画会　午前10時～・午後２時～（２回上映）
23日隻＝「私の頭の中の消しゴム」（日本語字幕）
展示室
■第19回高階絵画クラブ展
18日惜～23日隻、午前10時～午後５時
（18日は午後１時から、23日は午後４時まで）
児童室
■にちようおはなし会（手遊び・読み聞かせなど）＝５歳以上
２日隻・９日隻・16日隻・23日隻・30日隻、午後２時30分～
■いないいないばあのおはなし会（絵本の紹介など）＝１歳以下と保護者
５日戚、午前11時～

■ひよこおはなし会（手遊び・読み聞かせなど）＝幼児と保護者
12日戚、午前10時～・11時～（２回）

児童室
■どようおはなし会（手遊び・読み聞かせ）＝５歳以上
１日析・８日析・15日析・22日析・29日積、午後３時～３時30分
■ひよこおはなし会（手遊び・読み聞かせ）＝幼児と保護者
19日戚・21日昔、午前10時～10時30分
会議室
■いないいないばあのおはなし会（手遊び・絵本の紹介）
19日戚、午前11時～＝１歳未満と保護者
21日昔、午前11時～＝１歳～２歳と保護者

◆ニットソーイングクラブ春の作品展
６日斥～８日析、午前10時30分～午後５時
（６日は午後１時から、８日は午後３時まで）
◆第５回フォトクラブ「ホンダ和光」写真展
13日斥～17日席、午前10時30分～午後６時
（13日は午後１時から、17日は午後４時まで）
◆第18回写真サークル〝観〟写真展　～ 花によせて ～
20日斥～24日席、午前10時30分～午後６時30分
（20日は午後１時から、24日は午後５時まで）
◆家庭倫理の会いるま作品展（短歌・書道・絵手紙・手芸）
28日昔～30日隻、午前10時30分～午後６時
（28日は午後１時30分から、30日は午後３時まで）
＊７月の利用申し込みは、４月１日析から受け付けます。

コミュニティルームA
アトレ６階・生活情報センター　℡226－7066 休館日＝火曜日

川越駅東口図書館 菅
すが

原
わら

町
まち

23－10 ℡228－7712
休館日＝４日惜・11日惜・18日惜・25日惜

おはなしのへや
■にちようおはようおはなし会（手遊び・読み聞かせなど）＝５歳以上
２日隻・９日隻・16日隻・30日隻、午前11時～
■いないいないばあのおはなし会（手遊びなど）＝１歳以下と保護者
13日斥、午前10時30分～・11時～（２回）

■ひよこおはなし会（手遊び・読み聞かせなど）＝幼児と保護者
20日斥、午前10時30分～

■はるのとっておきおはなし会（読み聞かせなど）＝５歳以上
23日隻、午前11時～

使用日 催し物
２日隻 バレーボール大会やよい杯
９日隻 ミニバス新人大会
15日析

西部地区高等学校剣道大会
16日隻
23日隻 第21回春季家庭婦人バレーボール大会
27日斥 第29回レディース卓球大会
29日積 全日本バレーボール小学生大会埼玉県大会総合開会式
30日隻 第22回一般部会春季バレーボール大会

川越運動公園 下
しも

老
おい

袋
ぶくろ

388－１ 休園日＝火曜日
総合体育館 ℡224－8765

テニスコート ℡224－8765
使用日 催し物
１日析 春季テニストーナメント・一般男子単予選
７日昔 第９回春季ママさん大会
８日析 春季テニストーナメント・一般男子単予選
９日隻 春季テニストーナメント・一般女子単予選
10日席 西ブロックオープンシニアテニス大会
15日析 川越市中学生春季研修ソフトテニス大会
17日席 西部地区大会
22日析 春季テニストーナメント・一般男女複本戦
23日隻 関東西部地区予選一次
29日積 春季テニストーナメント・一般男女単本戦／関東予選個人戦
30日隻 春季テニストーナメント・壮年男子単

陸上競技場 ℡224－8881

使用日 催し物
２日隻 ８校対抗陸上大会
21日昔
22日析 学校総合体育大会西部地区予選会
23日隻
29日積 第１回陸上競技講習会

＊その他の専用使用日＝14日昔・16日隻・24日席

市立美術館　 郭
くるわ

町
まち

２丁目30－１　℡228－8080 休館日＝３日席・10日席・17日席・24日席・28日昔

市民ギャラリー
●第32回川越美術協会展
４日惜～16日隻、午前９時～午後５時
（16日は午後４時まで）
●大島美術研究所一般部作品展
19日戚～23日隻、午前９時～午後５時
（19日は午後１時から、23日は午後２時まで）
●刻書作品展
26日戚～30日隻、午前９時～午後５時
（26日は午後１時から、30日は午後４時まで）

市民ギャラリー利用受け付け
（平成18年10月～同19年３月利用分）

応募多数の場合は抽せん。空きがある場合は、５月２日惜以降随時受
け付けます。詳しくは、利用案内をご覧ください。
申し込み…往復ハガキに展示の内容、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１日析～10日席
（消印有効）に〒350－0053郭町２丁目30－１・市立美術館市民ギャ
ラリー係


