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開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

9(土)
2021　ニューイヤーガラコンサート
in川越

2,000円 10:30
14：00

11:00
14：30

13:00
16：30

（公財）川越市施設管理公社
【問】やまぶき会館 049-222-4678

11(祝) 大井音楽教室発表会　ｏｈｉｍｕｓｉｃ．ｃｏｍ 関係者 12:00 12:30 16:30
大井音楽教室
【問】049-231-5735

16(土)
県立川越高校吹奏楽部
第２２回ウィンターコンサート

関係者 13:00 13:30 16:00
県立川越高校吹奏楽部
【問】049-222-0224

17(日)
県立川越南高校吹奏楽部
ウィンターコンサート

整理券 13:00 14:00 16:30
県立川越南高校吹奏楽部
【問】049-244-5223

25(月) 篠笛　佐藤和哉コンサート
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

31(日) カワイ音楽教室　受賞者コンサート 関係者
9:45
12:45
15:45

10:00
13:00
16:00

12:00
15:00
18:00

カワイ音楽教室

〒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：１～３日・５日・12日・19日・26日

月1
January

h
取 扱 中

掲載内容は令和3年１月13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4年1月利用の初日受付は、令和３年2月1日(月）、午前１０時までです。

･･･やまぶき会館・メルト・ジョイフル（9:00～19:00）にてチケットを取り扱っています。
h
取 扱 中

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。

!
1
５
火

０歳から入場OK！

|お問い合わせ｜やまぶき会館 049-222-4678

ズーラシアン

ウインドオーケストラ ズーラシアン吹奏楽部！

・当日は500円増 ・3歳以上はチケットが必要 ・3歳未満は膝上鑑賞に限り無料

オリジナル作品から吹奏楽の

定番曲まで！豪華プログラム

会 場 ウェスタ川越 大ホール

全指定席料 金 １・２階席 ２,５00円 ３階席 １,500円

時 間 14:00開演 （13：00開場）

チケット

好評

発売中

◇川越市やまぶき会館 ・・・・・049-222-4678

◇川越西文化会館メルト ・・・・049-233-6711

◇川越南文化会館ジョイフル ・・049-248-4115

窓口販売

＆

電話予約

窓口販売 ◇ウェスタ川越・総合案内（１Ｆ）9時～19時

Web販売

◇KFPオンラインチケット

ＫＦＰ チケット で検索

◇スーパーキッズチケットセンター

スーパーキッズ チケット で検索

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。
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開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

10(日) THE MIX 関係者 12:30 13:00 16:00 (有)ジースタイル

17(日) 親子で楽しむ観劇 関係者 13:30 14:00 15:00 川越保育をよくする会

安全大会 関係者 - - - (株)ネクスコメンテナンス関東

安全大会 関係者 - - - 日本ハイウエイサービス

23(土) たんぽぽアコーディオンコンサート 1,000円 13:30 14:00 16:00
アコーディオンサークルたんぽぽ
【問】090-8687-8930（藤崎）

24(日) 講習会 関係者 10:30 11:30 16:00 （一財）全国福利厚生共済会

25(月) 講演会 関係者 - - - 本田労働組合

30(土)
メルトふれあいコンサート
名曲セレクション
ヴァイオリン＆ピアノの響宴

1,000円
13:30 14:00 16:00

（公財）川越市施設管理公社
【問】 西文化会館 049-233-6711

31(日) 2021年ニューイヤーバレエコンサート 関係者 16:30 17:00 19:00 伊藤京子バレエスタジオ

開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

9（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】049-246-4679

16(土) 武蔵野ふれあいの森コンサート 無料 13:00 13:30 16:30 高階地区地域子どもサポート委員会

17(日) ピアノ発表会 関係者 13:00 13:30 16:00 ベルカント　アカデミー

23(土) 双葉会ピアノコンサート 関係者 13:15 13:30 18:00 双葉会

24(日) 音はともだちコンサート　vol.19 関係者 13:00 13:30 16:00 ふくはら音楽教室

21(木)

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

h
取 扱 中

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

チケット

購入

文化３館

川越市やまぶき会館 ・・・・・・049-222-4678

川越西文化会館メルト ・・・・・049-233-6711

川越南文化会館ジョイフル・・049-248-4115

窓口販売＆電話予約 窓口販売ウェスタ

ウェスタ川越 総合案内（１Ｆ）

9時～19時

（川越市新宿町1-17-17）

KFPオンライン チケットサービス

WEB ＷＥＢ販売

ＫＦＰ チケット で検索

ウェスタ ・未就学児入場不可

会 場 川越西文化会館（メルト）

全自由席料 金 １,０00円

|お問い合わせ｜川越西文化会館(メルト） 049-233-6711

ピアノ：小田裕之ヴァイオリン：Duo Deux Fleurs
デュオ ドゥ フルール

ふれあいコンサート

ヴァイオリンデュオ＆

ピアノの響宴

1
30

土

時 間 14:00開演 （13：00開場）

文化３館 WEB

【演奏予定曲】

マスネ:タイスの瞑想曲

ベートーヴェン:

「春」より 第一楽章

サラサーテ：

ツィゴイネルワイゼン 他

打楽器アンサンブル

コンサート

1
30

土

|お問い合わせ｜やまぶき会館 049-222-4678

会 場 ウェスタ川越 小ホール

全自由席料 金 大人１,０00円 高校生以下 500円

パーカッション アンサンブル「トゥッティ！」

時 間

文化３館

第１部 11:00開演

０歳から楽しめる

ファミリーコンサート

第２部 15:00開演

ちょっぴり大人な

音楽会

※いずれも30分前開場

第１部 ・０歳から入場可・3歳以上はチケットが必要

・3歳未満は膝上鑑賞に限り無料

第２部 ・未就学児入場不可

※ 催し物名に二重線が引かれている場合は、主催者の都合により中止または延期になりました。

中止 中止


