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開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

2(金)
令和３年度　川越市医師会
川越看護専門学校入学式

関係者 13:00 14:00 15:30 川越市医師会川越看護専門学校

4(日) Ｋ☆ＴＯＭＢＯＹＳ　ダンス発表会 関係者 12:30 13:00 14:30 Ｋ☆ＴＯＭＢＯＹＳ

5(月)
県立川越高校軽音楽部
定期演奏会

無料 15:00 15:30 19:20 県立川越高校軽音楽部

8(木) ４月例会「経営セミナー」 関係者 17:30 18:00 21:00 （公社）　川越青年会議所

10(土)
県立川越女子高校英語劇部
春季自主公演

無料 13:30 14:00 15:00 県立川越女子高校　英語劇部

11(日) 長坂音楽教室ピアノ発表会 無料 9:30 10:00 13:00 長坂音楽教室

12(月) くすのき研修講演会 関係者 9:00 9:10 10:40 県立川越高校

24(土)
第３８回県立川越女子高校フォーク部
定期演奏会

無料 12:30 13:00 16:00
県立川越女子高校フォーク部
【問】049-222-3511

25(日)
県立川越高校古典ギター部
定期演奏会

無料 13:00 13:30 16:00 県立川越高校古典ギター部

29(祝）
川越東高校マンドリンギター部
第２６回定期演奏会

無料 14:00 14:30 16:00
川越東高校マンドリンギター部
【問】049-235-4811

〒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：6日・13日・20日・27日

月4
April

掲載内容は令和３年３月24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４月利用の初日受付は、令和３年５月1日(土）、午前１０時までです。

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。

!

あなたも川越の

文化芸術サポーター

私たち公益財団法人川越市施設管理公社（KFP)は、

川越市の文化芸術を盛り上げる活動しています。

一緒にお手伝いいただける文化ボランティア

「KFP文化サポーターズ」を募集しています。

詳細は（公財）川越市施設管理公社のホームページ

をご覧ください。

｜お問い合わせ｜ 公益財団法人川越市施設管理公社 TEL:049-225-8720 FAX:049-225-8715

ボランティア募集
コンサートなどのお手伝いをしてみませんか？

・KFPは Kawagoe City Facilities Management Puplic-Corporationの略称です。
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開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

2(金) 皆の郷　入社式 関係者 ー ー ー 社会福祉法人　皆の郷

10（土）
・

11（日）

（株）日本総合音楽研究
カルチャースクール発表会

関係者
9:30
15:15

9:45
15:30

12:00
17:00

（株）　日本総合音楽研究

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 日本ハイウエイサービス

24(土) 音楽教室発表会 関係者 12:30 13:00 16:00 池田音楽教室

25(日) ピアノ、エレクトーン発表会 関係者
10:00
12:45

10:30
13:00

12:30
17:00

工藤音楽教室

開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

2(金) 入学許可式 関係者
10:00
14:00

10:30
14:30

12:00
15:30

専門学校医学アカデミー　理学療法学科

3(土) プチ・ポコの会　ピアノ発表会 無料 11:00 11:30 18:00 プチ・ポコの会

4(日) 埼玉県組体操協会・日本縄跳び協会 関係者 - - - 埼玉県組体操協会・日本縄跳び協会

5(月)
埼玉県高校野球春季西部地区
予選抽選会

関係者 13:00 14:00 16:30 埼玉県高等学校野球連盟

10(土) 総会及び代表者会議 関係者 13:00 13:30 16:00 川越市ソフトボール協会

11(日) ミュージックスクールビバーチェ発表会 関係者 10:00 11:00 16:30
ミュージックスクール　ビバーチェ
【問】049-247-5667（原）

17(土) 荒木音楽教室ピアノ発表会 関係者 11:00 11:30 17:00
荒木音楽教室
【問】090-1202-0532（荒木）

18(日) 第７回おもだか会民謡発表会 無料 11:00 11:30 16:30
おもだか会
【問】049-246-6479

25(日) ピアノコンサート 関係者 12:00 12:30 16:00 浅子ピアノ教室

29（祝） 郷土民謡隆章派模範演奏会 関係者 9:00 9:30 18:30
郷土民謡隆章派
【問】049-243-2627（柴田）

15(木)

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

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

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

ホームページQRコード▶▶▶

みなさんのイベントや行事にアーティストを招きませんか？

「KFPアーティストバンク」は川越ゆかりのアーティストと

市民のみなさんを橋渡しする人材情報バンク事業です。

日常をアートの力でもっと素敵に豊かに彩りましょう♪

予算や規模に合わせて、アーティストをご紹介します。

お気軽に、お問い合わせください！

KFPアーツ で検索

KFPアーティストバンク
アートをもっと身近に

音楽・演劇・舞踊・伝統芸能・伝統文化・美術・工芸 等

・KFPは Kawagoe City Facilities Management Puplic-Corporationの略称です。

音楽

美術
・

工芸

※ 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。


