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開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

1(日)
山田隆広門下生による
ピアノコンサート

関係者 11:30 11:45 16:30 株式会社　山田隆広ピアノオフィス

5（木） カツルミCD販売ライブ 関係者 - 17：00 20：00 角谷和俊

12(木) 12:30 13:00 14:30

13(金)
9:30
13:30

10:00
14:00

11:30
15:30

14(土)
川越女子高校　英語劇部
秋季自主公演

関係者 13:30 14:00 16:00 川越女子高校　英語劇部

20(金) 第二ひつじ幼稚園　音楽リズム発表会 関係者 9:15 9:30 12:00
学校法人ひつじ幼稚園　第二ひつじ幼稚園
【問】049-225-3208

22(日) ラボさいたま川越発表会 関係者 10:15 11:00 18:00 国際交流を考える会

23(祝）
おかあさんといっしょ宅配便
「ガラピコぷ～小劇場」

整理券
12:30
15:00

13:00
15:30

13:45
16:15

ＮＨＫさいたま放送局

25(水)
モンゴルの馬頭琴奏者　イラナ
コンサート

会員3,500円
新入会員4,500円

一般5,000円
18:00 18:30 20:30

川越音楽
【問】049-225-4292

ひつじ幼稚園　音楽リズム発表会 関係者
学校法人ひつじ幼稚園　ひつじ幼稚園
【問】049-222-1743

〒350-0053 川越市郭町1-18-1 TEL:049-222-4678／FAX:049-223-0313やまぶき会館

やまぶき会館・メルト・ジョイフル

ホール催し物カレンダー
今月の休館日：4日・10日・17日・24日

月
11
Nobember

●掲載内容は令和２年１０月１5日時点のものです。イベント詳細は各々に掲載されている問い合わせ先にてご確認ください。
※主催者の都合により内容が変更される場合があります。

※開場・開演・終演時刻は予定です。あらかじめご了承ください。

※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。

※各ホールの令和３年1１月利用の初日受付は、令和２年１２月２日(水）、午前１０時までです。

演奏をじっくり味わいたいタイプ
川越市施設管理公社ホームページ

川越 公社 で検索

◇川越市やまぶき会館

TEL：049-222-4678／FAX：049-223-0313

◇川越西文化会館メルト

TEL：049-233-6711／FAX：049-233-6175

◇川越南文化会館ジョイフル

TEL：049-248-4115／FAX：049-248-4118

※10/23（金）午前９時～先着
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今年は手作りで冬支度しませんか

講座を実施する会館に電話。電話申込

申込用紙（会館窓口で配布またはホームページからダウン

ロード）に必要事項を記入して講座を実施する会館に持参

またはFAX。

窓口・FAX

日時…12月7日（月）午前10時00分～

会場…川越市やまぶき会館 会議室

対象…一般 定員…12名 参加費…3,000円

やまぶき体験事業

正月飾り作成体験

日時…12月18日（金）午前10時00分～

会場…川越西文化会館メルト 会議室

対象…一般（未就学児入室不可）

定員…24名 参加費…2,500円

書道教室

～お正月にミニ掛け軸を飾ろう！～

日時…11月27日（金）午前10時00分～

会場…川越南文化会館ジョイフル 創作室

対象…18歳以上 定員…8名 参加費…3,500円

フラワーアレンジメント教室

クリスマスリース制作講座

１０月２３日 午前９時より
申し込み受付開始

金

ホームページはこちら ▶▶▶▶▶

ー 冬だからトライしたい、おとな向け講座揃えました ー



2020/10/15

開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

15(日) ピアノ発表会 無料 9:45
10:15
13:40

12:10
16:00

磯山　健二・忠史

安全大会 関係者 ー ー ー (株)ネクスコメンテナンス関東

安全大会 関係者 ー ー ー 日本ハイウェイサービス

22(日) 9:45
10:15
13:40

12:10
15:40

２３（祝） 9:30
10:00
13:30

12:00
16:00

開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

1(日) ピアノ発表会 関係者 11:15 11:30 20:00 鳥羽瀬ピアノ教室

３（祝） ピアノ発表会 関係者 9:00 10:00 19:00 カワイ音楽教室

7(土) 白いうさぎと黒いうさぎのピアノのコンサート 未定 未定 未定 未定
白いうさぎと黒いうさぎのピアノの
コンサート【問】090-2481-1819

8(日) 吉田歌謡教室コンサート 無料 10:30 11:00 17:00
吉田歌謡教室
【問】080-3009-7508

12(木) カラオケ発表会 無料 9:00 10:00 17:00
カラオケステージ発表会
【問】090-1426-1465

15(日) ピアノ発表会 関係者 13:30 14:00 16:00 直江ピアノ教室

28(土) 第７回おもだか会民謡発表会 無料 11:30 12:00 17:00
おもだか会
【問】049-246-6479

16(月)

ピアノ発表会 無料 磯山　健二・忠史

西文化会館 (メルト) 〒350-0815 川越市鯨井1556-1 TEL:049-233-6711／FAX:049-233-6715

南文化会館 (ジョイフル) 〒350-1151 川越市今福1295-2 TEL:049-248-4115／FAX:049-248-4118

発行：公益財団法人川越市施設管理公社 〒350-0053 川越市郭町1-18-7 TEL:049-225-8720 MAIL:info_kousya@kfp.or.jp @kawagoe_kousya

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策により催し物が中止または延期となる場合があります。

最新の情報は、主催者にご確認ください。また、ご自身の体調に十分配慮のうえ、風邪などの症状がある

お客様はご来館をお控えくださいますようお願いいたします。!

202１年１月５日(火) 14：00開演 （13：00開場）

会場：ウェスタ川越大ホール

川越市施設管理公社設立30周年記念事業

０歳から入場OK！大編成バンドならではの

大迫力サウンドをお届けします！

仲良しの動物たちが集まって吹奏楽部を結成！聴いて・観て・

楽しい演奏を全力で披露します。誰もが知っている童謡をアレ

ンジしたオリジナル作品から、吹奏楽の定番曲まで網羅した豪

華プログラム。吹奏楽ファンはもちろん、家族みんなで楽しめ

る大満足コンサートです。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2020年

６月２８日（日）から延期しました。

詳細は川越市施設管理公社ホームページにて。

||お問い合わせ||やまぶき会館 TEL:049-222-4678


