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開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

6(日) 第４０回武蔵野邦楽邦舞定期公演会 無料 10:00 11:00 15:00
武蔵野邦楽舞会
【問】049-235-5975

11(金)
仕事別グループリーダー・サブリーダー
委嘱書交付式並び研修会

関係者 13:00 13:30 15:45 （公社)川越市シルバー人材センター

13(日) 川越坂戸地区　春季演劇祭 無料 9:30 9:45 18:30
埼玉県高等学校文化連盟　演劇専門部会
【問】049-281-3535（坂戸高校　山田）

19(土)
県立川越高校ＰＴ会
家庭教育学級講演会

関係者 13:00 13:30 16:00 県立川越高校ＰＴ会

20(日）
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

26(土)
下總皖一生誕９０年記念特集グラビア誌
復刻チャリティーコンサート

前売り1,200円
当日　1,800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）

27(日) 川越少年少女合唱団　卒団式 関係者 12:45 13:00 16:30 川越少年少女合唱団

掲載内容は令和３年6月5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6月利用の初日受付は、令和３年7月1日(木）、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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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。

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↑



2021/6/5

開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

2(水)
(一社)埼玉県PTA安全互助会
定時社員総会

関係者 ー ー ー （一社）埼玉県PTA安全互助会

安全大会 関係者 9:00 9:20 11:45 武州ガス協力会

社内決起大会 関係者 - - - 昭和工業㈱

6(日) わかばの会リトルコンサート 関係者 13:15 13:30 16:00 大池音楽教室

13(日) 第５回　滝沢ピアノ教室音楽発表会 招待
10:15
13:30

10:30
13:45

12:30
16:00

滝沢ピアノ教室
【問】049－299－7274

16(水) 川越市教育研究会 関係者 14:00 15:30 16:30 川越市教育研究会

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 - - - 日本ハイウェイサービス

19(土) フラダンス発表会 関係者 - 12:30 15:30 フラホイケ

20(日) ピアノ発表会 関係者 14:15 14:30 18:00 （株）エイト楽器

26(土) 埼玉演歌道場　唄のつどい 無料 11:30 12:00 16:30 埼玉演歌道場

27(日) 春のさわやかコンサート 関係者 10:15 10:30 16:30 AKOバイオリン教室

28(月)
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）

開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

6(日)
２台ピアノ・アンサンブルコンサート
ｖｏｌ．１６

整理券 13:00 13:30 16:30
むさし野アンサンブル
【問】070-1525-7826

13(日) 金子ピアノ教室発表会 無料 13:00 13:30 16:30
金子ピアノ教室
【問】049-247-6314

20(日) エレクトーン・ピアノ発表会 無料 9:00 - 16:30
すずき音楽教室
【問】090-9362-3330

24(木) 保健講話 関係者 - - - 県立初雁高校

27(日) 小堤歌謡教室・発表会＆歌謡ショー 無料 9:00 10:30 18:30
小堤歌謡教室　【問】049-243-3942
　　　　　　　　　　　　　080-6704-3625

30(水)
Ｗ－ｃｕｐ２０２１支部予選会
西部支部大会　代表者会議

関係者 12:30 13:00 16:30 西部支部高体連バスケットボール専門部

18(金)

5(土)

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
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｜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

※ 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。


