
学校
新入学
学校管理課　TEL 224-6109

　新入学児童の保護者（8月31日現
在、市内在住の方）へ、毎年10月上旬、
「入学通知書」を郵送します。

9月1日以降に市外から転入する方、市
内間の転居によって小学校が変更にな
る方へは、転入・転居の届け出の際に、市
民課（本庁舎1階）または市民センター・
川越駅西口連絡所で市教育委員会発行
の「入学通知書」をお渡しします。「入学通
知書」の「入学届」に必要事項を記入し、指
定された学校に提出してください。

1 小学校

　新入学生徒（市立小学校卒業予定
者）の保護者へ、毎年1月中旬、在籍し
ている小学校を通じて「入学通知書」
をお渡しします。市立小学校卒業予定
者以外の保護者へは、同時期に「入学
通知書」を郵送します。
　1月1日以降に市外から転入する
方、市内間の転居によって中学校が変
更になる方へは、転入・転居の届け出
の後、市教育委員会発行の「入学通知
書」を後日郵送します。「入学通知書」
の「入学届」に必要事項を記入し、指定
された学校に提出してください。

2 中学校

　国立、県立または私立の小学校・中
学校へ入学を希望する場合は、「入学
通知書」の余白部分にその旨を記入
し、入学決定後、速やかに入学許可証
（入学承諾書）を添えて学校管理課（東
庁舎1階）に提出してください。

3 その他

転校の手続き
学校管理課　TEL 224-6109

　市民課または市民センター・川越駅
西口連絡所で転入の手続きをすると
きに、市教育委員会発行の「入学通知
書」をお渡しします。この「入学通知
書」の「入学届」に必要事項を記入し、
前の学校で発行された「在学証明書」
と「教科書給与証明書」を添えて、指定
された学校で手続きを行ってくださ
い。
　国立、県立または私立の小中学校に
通学していて、転校がないときは「入
学通知書」の余白部分にその旨を記入
し、在学証明書を添えて学校管理課に
提出してください。
　外国籍の方は、住民登録を済ませた
後、学校管理課で手続きをしてくださ
い。

1 市外から転入したとき

　市民課または市民センター・川越駅
西口連絡所で転出の手続きを済ませ、
市交付の「転出証明書」を現在通学し
ている学校に提示して「在学証明書」
と「教科書給与証明書」を受け取って
ください。

2 市外へ転出するとき

　通学する学校が変わる場合は、転校
の手続きが必要です。市民課または市
民センター・川越駅西口連絡所で、転
居の手続きの際に「入学通知書」を交
付します。「入学通知書」の「入学届」に
必要事項を記入し、「在学証明書」と
「教科書給与証明書」を添えて、指定さ
れた学校に提出してください。
　なお、転校に関して特別な事情があ
る場合は、学校管理課へご相談くださ
い。
　住所を変更しても通学区が変わら
ない場合、書類の手続きなどはありま
せんが、担任の教諭に新住所を連絡し
てください。

3 市内で転居したとき

すくすくかわごえ
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特別支援教育
教育センター第一分室（リベーラ）

TEL 234-8333
　障害のある児童生徒を対象にした
教室、学級・学校があります。

通級指導教室
 難聴・言語障害通級指導教室（小学
校2校・6学級）
 発達障害・情緒障害通級指導教室
（小学校4校・8学級、中学校2校・3学
級）

特別支援学級
 知的障害特別支援学級（小学校26
校・31学級、中学校12校・14学級）
 自閉症・情緒障害特別支援学級（小
学校28校・48学級、中学校16校・20
学級）
 弱視特別支援学級（小学校1校・1学
級）

特別支援学校
 市立特別支援学校（高等部6学級）

高等学校教育
川越市立川越高等学校　TEL 243-0800
　本市には、全日制の川越市立川越高
等学校があります。全ての学科で少人
数（35人）学級編成をしています。学
科編成は普通科4学級、情報処理科2
学級、国際経済科2学級となっていま
す。入学者選抜などの詳しい情報は、
お尋ねください。

学校給食
学校給食課　TEL 223-6035

　次世代を担う子どもたちのために、
安全で魅力ある学校給食を目指して
います。現在、市内にある3つの学校
給食センターから小学校32校、中学
校22校、特別支援学校1校に給食を提
供しています。

学校給食費
月額 小学校 4,350円／中学校・特

別支援学校 5,250円

教育相談
　市内に居住する幼児・児童・生徒と
その保護者、および市立学校教職員を
対象に、いじめ、不登校、非行・問題行
動、ことばや発達の遅れ、就学にかか
わることなど、あらゆる教育相談に応
じます。不登校児童・生徒の適応指導
も行っています。

所在地・電話番号
　的場2649-1　TEL 234-8333

 教育センター第一分室 
（リベーラ）

面接相談（予約制）
　月～金曜日（祝・休日を除く）、午前
9時～午後5時（TEL 234-8333または
TEL 234-8334）

電話相談
　月～金曜日（祝・休日を除く）、午前
9時～午後4時（TEL 234-8335）

教育センター
いじめ相談直通電話

　月～金曜日、午前9時～午後5時／
土・日曜日、祝・休日（年末年始を除
く）、午前9時～正午（TEL 236-1818）

いじめ相談電子窓口
　川越市公式ホームページのいじめ
相談電子窓口から
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2 交通遺児奨学金
防犯・交通安全課　TEL 224-5721

　交通事故により死亡した親権者に
よって養育されていた市内の小中学
生に、奨学金を給付しています。

申請に必要な物
□  交通遺児奨学金支給申請書（防犯・

交通安全課に用意）
□  交通事故証明書（自動車安全運転

センターで発行）の写し
□  死亡を証明する書類（死亡診断書

の写しまたは全部事項証明書）

支給（給付）上限額
　交通遺児奨学金…1人月額2,000円

3 川越市大学奨学金 教育総務課　TEL 224-6074
　4月から大学（短期大学を除く）に進学する高校3年生等を対象として、経済的
に教育費などの支出が困難な方に、返済を必要としない給付型奨学金を支給す
る制度です。なお、他の奨学金制度を受ける方も申請できます。
　申請の対象は次の要件を全て満たす方となります。❶市内に引き続き1年以上
在住している、❷世帯全員の所得額の合計（世帯所得）が下表の基準額未満であ
る、❸高等学校または高等専門学校に在籍していて全科目評定平均が3.5（5段階
評価）以上である、❹学校長の推薦を受けられる
（世帯所得の基準額）

給付金額（上限） 入学準備金20万円、学資金3万7,500円（月額）

申し込み期間 要問い合わせ

募集人数 5人程度（書類選考・面接あり）

世帯人数 2人 3人 4人 5人以上
所得額 340万円 380万円 450万円 490万円

学資援助
給付と貸し付け

　給付は返済の必要がありませんが、
育英資金貸し付けは卒業後に返済す
る必要があります。

1 就学援助費
教育財務課　TEL 224-6083

　市立の小学校または中学校に児童・
生徒を通学させている家庭で、経済的
な理由により就学が困難な場合、学用
品費・給食費などの給付が受けられま
す。

図書館
市立図書館　※休館日については、図書館カレンダーなどでご確認ください。

図書館／住所 TEL・FAX 開館時間 休館日
中央図書館
三久保町2-9

TEL 222-0559
FAX 224-7822 火～金曜日

午前9時30分～午後7時
土・日曜日、祝・休日
午前9時30分～午後6時

月曜日（祝・休日と重なるときは開館）
毎月最終金曜日（祝日は開館し、前日に休館）
月曜日を休日とする祝日の翌日（国民の休日
は開館）
年末年始・特別整理期間（事前に広報川越など
でお知らせします）

西図書館
伊勢原町5丁目1-1

TEL 237-5660
FAX 237-5661

高階図書館（高階市民センター内）
藤間27-1

TEL 238-7550
FAX 238-7551

川越駅東口図書館（クラッセ川越内）
菅原町23-10

TEL 228-7712
FAX 228-7713

月・水～金曜日
午前9時30分～午後9時
土・日曜日、祝・休日
午前9時30分～午後7時

火曜日（祝・休日と重なるときは開館）
毎月最終金曜日（祝日は開館し、前日に休館）
年末年始・特別整理期間（事前に広報川越など
でお知らせします）

霞ケ関南分室（霞ケ関南小学校内）
かすみ野1丁目1-4 TEL 233-8544 金・日曜日（祝・休日も開館）

午後1時30分～4時30分 年末年始

種類 学校 貸付額

学資金

高等学校・中等教育学校（後期課程に限る）・
専修学校

国公立 月額13,000円
私立 月額20,000円

高等専門学校 月額16,000円
大学（短期大学含む） 月額30,000円

入学準備金

高等学校・中等教育学校（後期課程に限る）・
専修学校

国公立 150,000円
私立 280,000円

高等専門学校 160,000円
大学（短期大学含む） 360,000円

4 育英資金貸し付け 教育総務課　TEL 224-6074
本制度は、経済的に教育費などの支出が困難な方に、資金をお貸しするものです。

　貸し付けを受けられるのは、市内に引き続き6か月以上在住で4月から高等学
校・中等教育学校（後期課程に限る）・高等専門学校・大学・短期大学・専修学校に
入学予定または在学であり、学校長の推薦を受けられる方です。

申込期間 毎年1月上旬から約1か
月（要問い合わせ）

返済期間 貸付期間の2倍

利子 無利子

据え置き期間 卒業後6か月
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利用のしかた

登録
　「利用カード」の作成には、住所と氏
名を確認できる物（運転免許証・健康
保険証など）をお持ちください。年齢
制限はありません。有効期間は登録の
日から5年間です。

貸出
　ご希望の資料と利用カードを、貸出
カウンターへお持ちください。利用
カードは市内全館共通です。
　貸出期間は15日間です（2週間後の
同じ曜日まで）。
図書・雑誌＝1人10冊まで
AV資料＝1人3点まで
＊ AV資料とは、CD、DVD、ビデオなどです。

返却
　資料は指定された期日までにお返
しください。閉館時は返却ポストに返
却できます（AV資料は除く）。
＊返却ポスト設置場所
　中央・西・川越駅東口・高階図書館の建物の
玄関脇（常時）、霞ケ関南分室、古谷公民館、南
古谷公民館、福原公民館、大東市民センター、
大東南公民館、川鶴公民館、霞ケ関北公民館、
西文化会館、名細市民センター、北部地域ふ
れあいセンター、川越市民サービスステー
ション（施設の開館時に限ります）

電子書籍
　川越市に在住・在勤・在学の方は、利
用登録をすれば1人3点まで貸し出し
できます。詳しくはお問い合わせくだ
さい。

蔵書検索
　館内の検索用端末や図書館のホー
ムページから資料の検索ができます。
また、パスワードの登録をしている方
は資料の予約もできます。

リクエストサービス
　探している資料が見つからないと
きは、お問い合わせください。リクエ
ストにより、ご希望の資料を用意する
こともできます。電話・ファクス・予約
フォームでも受け付けています。

川越市立博物館

市立博物館
市立博物館

　川越の原始・古代から近代までの歴
史と民俗を常設展示しています。また
企画展・特別展も開催しています。

所在地
　郭町2丁目30-1　TEL 222-5399

開館時間
　午前9時～午後5時
　（入館は、午後4時30分まで）

休館日
　月曜日（祝日の場合は翌日）
　第4金曜日（祝日を除く）
　年末年始（12月29日～1月3日）
　 館内消毒期間（毎年6月に10日間程
度）

入館料
　一般＝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。

共通入館券
　共通入館券があります。詳しくは、
市立博物館へお問い合わせください。

川越城本丸御殿
嘉永元年（1848）に建築された川越

城の玄関・広間部分と家老詰所の遺構。

所在地
　郭町2丁目13-1
TEL 222-5399（市立博物館）

レファレンスサービス
　調べ物をしたいとき、本の探し方や
資料の調べ方などをご案内します。お
気軽にご相談ください。

インターネット
　館内設置の市民開放用パソコンで、
インターネットを利用して調べ物を
することができます（利用する際には
利用カードまたは住所と氏名を確認
できる物が必要です）。なお、電子メー
ルの送受信や印刷など、閲覧以外の利
用はできません。

AVコーナー
　西・川越駅東口・高階図書館では、
所蔵しているDVDなどを視聴できま
す。

対面朗読
　視覚障害等、読書に困難のある方の
ための対面朗読室があります。また、
録音図書の貸し出しも行っています。
利用を希望する方は、各図書館にお問
い合わせください。

寄贈
　不要になった本やCDをご寄贈くだ
さい。出版から5年以内のものが対象
です（1回に30点まで。状態などによ
り蔵書にならない場合があります）。
なお、川越に関する資料は古くても受
け付けます。

 視聴覚ライブラリー 
（中央図書館内）

　市内に住所を有する団体向けに機
材などを貸し出しています。

利用できる主な機材
　16ミリフィルム・16ミリ映写機・
DVD・ビデオプロジェクター・スク
リーンなど

雑誌カバー広告
　図書館が購入する雑誌の最新号に
掛けるカバーとその書架に、事業者等
の広告を掲示しています。社会貢献と
広告宣伝のために、新たな事業者を随
時募集しています。詳しくはお問い合
わせください。図書館ホームページに
も掲載しています。

図書館ホームページアドレス
https ://www.l ib .c i ty .
kawagoe.saitama.jp/

＊ 16ミリフィルム、16ミリ映写機を利用す
る方は、16ミリ映写機操作技術講習修了
証が必要です。

利用できる日時
　中央図書館開館日の午前10時から
午後5時（正午～午後1時を除く）
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蔵造り資料館
　明治26年（1893）に建てられた蔵
造り商家。

所在地 幸町7-9　TEL 222-5399

開館時間、休館日
　平成28年10月18日から耐震化工
事のため休館中

川越まつり会館
川越まつり会館

　この施設は、370年以上の伝統を誇
る川越まつりを、いつ訪れても体感で
きる施設です。館内には本物の山車2
台を展示しています。また、大型スク
リーン（6ⅿ×4ⅿ）によるまつり当日
の映像を6分間上映しています（20分
毎に上映）。

所在地
　元町2丁目1-10　TEL 225-2727

開館時間
　4～9月= 午前9時30分～午後6時30分
　10～3月= 午前9時30分～午後5時30分
　（最終入場は閉館の30分前まで）

休館日
　毎月第2、第4水曜日（祝日の場合は
翌日）、年末年始（12月29日～1月1日）

入館料
　一般=300円（240円）
　小・中学生=100円（80円）
　＊ （　）内は、20人以上の団体料金。

旧山崎家別邸
　この施設は、川越の老舗菓子屋「亀
屋」の5代目である山崎嘉七氏の隠居
所として大正14年に建てられまし
た。設計は、当時の住宅設計者として
第一人者である保岡勝也によるもの
です。建築から90年以上を経た現在
でも当時の姿がよく残されており、豪
商の別邸という独特の存在感と、設計
者のすぐれた技量を今日に伝える貴
重な施設です。

所在地
　松江町2丁目7-8
TEL 225-2727（川越まつり会館）

開館時間
　4～9月= 午前9時30分～午後6時30分
　10～3月= 午前9時30分～午後5時30分
　（最終入場は閉館の30分前まで）

休館日
　毎月第1、第3水曜日（祝日の場合は
翌日）、年末年始（12月29日～1月1日）

入館料
　一般=100円（80円）
　大学生・高校生=50円（40円）
　中学生以下=無料
　＊ （　）内は、20人以上の団体料金。

市立美術館
　「交流」をテーマに、川越ゆかりの作
家の作品を収集・公開。常設展（展示替
えあり）のほか、特別展を行います。ま
た、創作活動ができる創作室、発表の
場として市民ギャラリーを利用する
ことができます。

所在地
　郭町2丁目30-1　TEL 228-8080

開館時間
　午前9時～午後5時
　（入場は午後4時30分まで）

休館日
　月曜日（祝日の場合は翌日）
　年末年始（12月29日～1月3日）
　 特別整理期間（日程については、市
立美術館へお尋ねください）

観覧料
　一般＝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。
　 ＊ 企画展示室で行う特別展は、展覧会ごと

に観覧料が設定されています。

共通入館（観覧）券
　詳しくは、市立美術館へお尋ねくだ
さい。

創作室

利用時間 料金

午前9時～午後0時30分

各1,000円午後1時～4時30分

午後5時～8時30分

※ レインボーエリアおよび日高市以外に在
住の方は、使用料が各1,500円になりま
す。

クラッセ川越
　川越駅東口から徒歩3分の場所に
ある複合施設です。

所在地 菅原町23-10
 川越駅東口図書館（1階～3階） 
… 110ページをご覧ください
 川越駅東口老人憩いの家（3階） 
… 89ページをご覧ください
 川越駅東口児童館（4階） 
… 75ページ・81ページをご覧く
ださい
 国際交流センター（5階）
 川越駅東口多目的ホール（6階） 
… 114ページをご覧ください

クラッセ川越

開館時間、休館日
　市立博物館と同じ（館内消毒期間は
博物館のみ休館）

入館料
　一般＝100円（80円）
　大学生・高校生＝50円（40円）
　中学生以下＝無料
　＊ （　）内は、20人以上の団体料金。

本丸御殿

共通入館券
　共通入館券があります。詳しくは川
越まつり会館へお尋ねください。
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ウェスタ川越
　「多彩なふれあいによる地域活力の
創造拠点」をコンセプトに市、県、民間
事業者により整備された複合拠点施
設です。

所在地 新宿町1丁目17-17
文化芸術振興施設〔大ホール・リハー
サル室（小ホール）〕（入場口2階）＊1

男女共同参画推進施設（3階）＊2

市民活動・生涯学習施設（2階）＊3

子育て支援室（2階）
市民相談室（3階）
南公民館（1階）

＊1   オペラやコンサート、バレエ、演劇、歌舞
伎や能など、さまざまな舞台芸術や講演
会など多種多様に利用できる大ホール
と、ミニコンサートにも対応可能なリ
ハーサル室（小ホール）で構成される施
設です。

＊2    各種研修や会議で使用可能な研修室や
交流サロンで構成される施設です。

＊3   活動室、会議室のほか、グランドピアノ
やドラムセットをそろえた音楽室や和
室で構成される施設です。

公民館など
施設名 TEL・FAX 設備

中央
公民館

TEL 222-1394
FAX 226-2006

会議室、講座室、和
室1・2、実習室、講
習室1・2、音楽室、
暗室、軽体育室

さわやか
活動館

TEL 237-4890
FAX 237-4891

会議室、和室1・2、
軽体育室、音楽室

南
公民館

TEL 243-0038
FAX 240-1968

講座室1・2・3・4・
5、和室、実習室

北
公民館

TEL 222-1400
FAX 229-1210

会議室1・2・3、講
座室、和室、実習室

芳野
公民館

TEL 222-1873
FAX 229-1211

会議室、講座室、和
室1・2、実習室

古谷
公民館

TEL 235-1834
FAX 230-1020

会議室、講座室、和
室1・2、実習室

南古谷
公民館

TEL 235-1519
FAX 230-1021

会議室1・2、講座
室、和室、音楽室、
実習室

高階
公民館

TEL 242-6064
FAX 240-1751

講座室1・2・3、和
室1・2、音楽室、実
習室、工芸室、軽体
育室

高階南
公民館

TEL 245-3581
FAX 240-1752

講堂、会議室1・2・
3、講座室、和室、実
習室、工芸室

福原
公民館

TEL 242-5005
FAX 240-1753

会議室1・2・3、講
座室、和室、実習
室、集会室

大東
公民館

TEL 243-0022
FAX 240-1754

会議室1・2、講座室
1・2、和室、音楽室、
実習室、多目的室

大東南
公民館

TEL 242-0498
FAX 240-1755

集会室、学習室1・
2・3・4、休養室、保
育室

施設名 TEL・FAX 設備
霞ケ関
公民館

TEL 231-1009
FAX 239-1086

会議室、講座室、音
楽室、和室、実習室

霞ケ関西
公民館

TEL 227-6551
FAX 227-6710

講座室1・2・3、和
室、実習室

霞ケ関北
公民館

TEL 231-4455
FAX 239-1087

会議室1・2・3・4・
5、講座室、和室、音
楽室、実習室

伊勢原
公民館

TEL 237-5676
FAX 237-5677

会議室、学習室1・
2、講座室、集会室、
休養室・霞ケ関北
小学校特別教室
（音楽室、多目的
ホール、図工室、調
理実習室）

川鶴
公民館

TEL 233-9306
FAX 239-1088

会議室1・2・3、講
座室、工芸室、和
室、実習室、保育室

名細
公民館

TEL 231-0001
FAX 239-1166

会議室1・2、講座室
1・2、和室、音楽室、
実習室・多目的室

山田
公民館

TEL 224-4194
FAX 229-1212

会議室1・2・3・4、
講座室、和室、実習
室

展示・発表の場
 文化芸術振興施設〔大ホール・
リハーサル室（小ホール）〕
ウェスタ川越　TEL 249-3777

　申し込みについて、詳しくはお尋ね
ください。

設備
　大ホール（1712席、車いす席4席含
む、別途親子席10席）、リハーサル室
（小ホール）（約220㎡、せり上がり付）

所在地 新宿町1丁目17-17 
（ウェスタ川越1～4階）

休館日 なし

市民活動・生涯学習施設
設備

　活動室、会議室、音楽室、和室、ワー
クショップ・情報コーナー
　所在地、休館日、問い合わせは文化
芸術振興施設と同じです。

やまぶき会館
やまぶき会館　TEL 222-4678

　講演会・会議・ピアノ発表会等に適
した各種施設があります。

市立美術館市民ギャラリー
　創作活動の発表の場として、全面ま
たは半面の利用形態により、規模に合
わせた展示が可能です。
　所在地、休館日、問い合わせは市立
美術館と同じです。

西文化会館（メルト）
西文化会館　TEL 233-6711

　講演会・会議・舞踊・茶道等に適した
各種施設があります。

設備
　ホール（347席・車いす用5席）、展示
ロビー、会議室、研修室、和室、健康増
進室、創作室、リハーサル室

所在地 鯨井1556-1

休館日 火曜日、年末年始

中央図書館の展示室等
中央図書館　TEL 222-0559

　申し込みについて、詳しくはお尋ね
ください。

所在地
　三久保町2-9（中央図書館内）

南文化会館（ジョイフル）
南文化会館　TEL 248-4115

　グランドピアノ2台を完備した
ホールがあります。

設備
　ホール（358席・車いす用5席・親子
用5席）、会議室、和室、健康増進室、創
作室、トレーニング室、茶室、リハーサ
ル室

所在地 今福1295-2

休館日 火曜日、年末年始

北部地域ふれあいセンター
北部地域ふれあいセンター

TEL 223-7221
　申し込みについて、詳しくはお尋ね
ください。

設備
　多目的ホール（可動いす席201席）、
広間、会議室、和室、音楽室、創作室、調
理実習室

所在地 山田1578-1

休館日 火曜日、年末年始

設備
　ホール（508席・車いす用5席・親子
用5席）、会議室、リハーサル室

所在地 郭町1丁目18-1

休館日 火曜日、年末年始
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スポーツ施設
施設 設備 問い合わせ

川越運動公園
総合体育館

メインアリーナ・サブアリーナ・武道場・
弓道場・トレーニングルーム 総合体育館

TEL 224-8765
（火曜日休み）川越運動公園

テニスコート テニスコート・壁打ちコート

川越運動公園
陸上競技場 陸上競技場・サッカー場

陸上競技場
TEL 224-8881
（火曜日休み）

川越武道館 道場
（剣道・柔道・弓道など武道全般）

川越武道館
TEL 224-7220
（火曜日休み）

入間大橋緑地 ソフトボール場

公園管理事務所
TEL 222-1301
（月曜日休み）

市民グラウンド 野球場

城下公園 テニスコート

初雁公園 野球場・プール

芳野台南公園 テニスコート

芳野台
グラウンド 野球場

雁見緑地 広場

寺山緑地 野球場

安比奈親水公園 陸上競技場兼サッカー場・野球場・ソフ
トボール場・テニスコート

上戸緑地管理詰所
TEL 231-6401
（月曜日休み）

上戸緑地 サッカー場・野球場・ソフトボール場・マ
レットゴルフ場

御伊勢塚公園 ゲートボール場・テニスコート

笠幡公園 野球場

霞ケ関東緑地 マレットゴルフ場

山王久保緑地 テニスコート

的場緑地 広場・ソフトボール場

寺山緑地 ソフトボール場 山田市民センター
TEL 222-0693

上江橋緑地 グラウンドゴルフ場 古谷公民館
TEL 235-1834

高階運動広場 ソフトボール場・広場

高階市民センター
TEL 242-0600

高階南公共広場 広場

南部地域
公共広場 広場

八瀬大橋緑地 ソフトボール場 大東市民センター
TEL 243-3426

平塚緑地 ソフトボール場 名細市民センター
TEL 231-2202

スポーツパーク
福原 広場 福原市民センター

TEL 243-4015

かほく運動公園 広場 霞ケ関北公民館
TEL 231-4455

サンライフ川越 トレーニング室 サンライフ川越
TEL 225-5445
（月曜日休み）芳野台体育館 バレーボール、バドミントンなど

なぐわし公園
PiKOA（ピコア）

温水プール・トレーニングルーム・スタ
ジオ・多目的ホールなど

なぐわし公園PiKOA
（ピコア）
TEL 239-0315

東部地域ふれあいセンター
東部地域ふれあいセンター

TEL 236-2360
　申し込みについて、詳しくはお尋ね
ください。

設備
　多目的ホール、会議室、リハーサル
室、調理実習室、展示スペース

所在地 並木452-1

休館日 火曜日、年末年始

川越駅東口多目的ホール
川越駅東口多目的ホール

TEL 228-7723
　講演会、会議、軽運動などに利用で
きる、多目的ホールです。

所在地  菅原町23-10 
（クラッセ川越6階）

休館日 火曜日、年末年始

産業観光館（小江戸蔵里）
小江戸蔵里　TEL 228-0855

　申し込みについて、詳しくはお尋ね
ください。

設備 会議室、ギャラリー、広場

所在地 新富町1丁目10-1
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