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開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

1(土) 大井音楽教室発表会　ｏｈｉｍｕｓｉｃ．ｃｏｍ 関係者 11:30 12:00 16:10
大井音楽教室
【問】049-231-5735

4(祝)
県立川越高校弦楽合奏部
第２８回定期演奏会

無料 13:30 14:00 16:00
県立川越高校弦楽合奏部
【問】049-222-0224

9(日)
第３４回山村学園高校吹奏楽部
定期演奏会

無料 13:00 13:30 15:00
山村学園高校吹奏楽部
【問】049-225-3565

15(土)
川越市制１００周年プレコンサート
中安千晶サマーコンサート

一般1,500円
70歳以上1,200円
高校生以下800円

13:30 14:00 16:00
川越やまぶき音楽鑑賞のつどい
【問】090-5413-7657（新井）

17(月) 川越市ＰＴＡ連合会　定期総会 関係者 13:30 14:00 16:00 川越市PTA連合会

22(土) 県立川越高校ＰＴ会後援会総会 関係者 13:00 13:15 16:30 県立川越高校ＰＴ会後援会

23(日) 茶道研究会 関係者 9:00 10:00 15:00 淡交会埼玉県西武支部

31(月)
大須賀ひでき
旅は続くよ何処までも～今を乗り越えて

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

〒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・1１日・18日・25日

月
5
May

｜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？

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をしています。

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

地域とのつながりを持ちたい

とにかく何かしたい!

新規申込が増えています♪

こんな方におススメです

文化活動が好き！

新しい体験をしてみたい

学校でできないことをしてみたい

自分の力を生かしたい

活動内容

イベント開催前の周知活動

当日の場内外のお手伝い
詳細はこちらからチェック↑

h
取 扱 中

掲載内容は令和３年5月10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5月利用の初日受付は、令和３年6月2日(水）、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。

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。

!
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開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

1(土) 第3回ポディウム音楽教室発表会 無料 12:30 13：00 16:00
ポディウム音楽教室
【問】090‐3527‐9641

３（祝） ミニコンサート 無料 ー ー ー 平野ピアノ教室

４（祝）
アンサンブル フェスティーヴォ
定期演奏会

整理券 13:30 14:00 16:00
フェスティーヴォ
【問】049-231-3153 (為貝)

5（祝） マンドリン演奏会 無料 ー ー ー ルーチェ

15(土) Love Dance Studio ダンス発表会 無料 ー ー ー (株）アルフォ

19(水)
西部地区学校事務研究会講演会
及び定期総会

無料 ー 14:30 16:30 西部地区学校事務研究会

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

23(日) 埼玉土建川越支部定期大会 関係者 9:30 10:00 16:00 埼玉土建一般労働組合　川越支部

26(水)
入間地区人権教育推進協議会
理事会及び定期総会

無料 ー ー ー 川越市役所 地域教育支援課

30(日)
佐野ギター教室
第66回発表会＆ミニコンサート
inSaitama

無料 12:45 13:00 16:30
佐野ギター教室
【問】049-287-6482

開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

５（祝） ピアノ発表会 無料 13:30 14:00 17:00
ピアノレッスン　宮澤
【問】049-244-0692

9(日) メッツォ　フォルテ　ピアノ発表会 関係者
10:00
14:00

10:15
14:15

12:00
16:00

メッツォ　フォルテ

23(日)
ユングフラウマンドリーネ
第２３回定期演奏会

招待 13:30 14:00 16:00
ユングフラウマンドリーネ
【問】049-243-3270（千葉）

24(月) 学総大会兼全国総体代表者会議 関係者 13:30 14:00 16:00
西部地区高体連
バスケットボール専門部

29(土) ピアノ発表会 無料 12:30 13:00 16:30
門倉音楽教室
【問】049-244-8867

30(日)
川越市制１００周年プレコンサート
中安千晶サマーコンサート

一般1,500円
70歳以上1,200円
高校生以下800円

13:30 14:00 16:00
川越やまぶき音楽鑑賞のつどい
【問】090-5413-7657（新井）

20(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

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

2021年1月に開催した、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！」の

公演映像をYoutubeで配信しています。

会場を沸かせた胸アツの公演を家でも楽しもう！

の公演動画配信を始めました
News！

動画はこちらから

ご覧いただけます

h
取 扱 中

※ 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。


