
2021/7/29

開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

1(日)
Ｍａｍｉ　Ｄａｎｃｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ
勉強会　vｏｌ.３

関係者 13:30 14:00 15:55
Ｍａｍｉ　Ｄａｎｃｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ
【問】090-1208-6292

6(金) 17:00 17:30 20:00

7(土)
1１:00
16:00

1１:30
16:30

14:00
18:30

14(土)
城西川越和太鼓「欅」
第１１回定期演奏会

招待 12:30 13:00 15:00 城西大学付属川越高校　和太鼓「欅」

22(日) ミュージカル　眠れる森の美女
2,800円 13:00

16:00
13:30
16:30

15:30
18:30

（公財）川越市施設管理公社
【問】やまぶき会館049-222-4678

23(月）
川越西高校吹奏楽部
第３４回定期演奏会

招待 14:30 15:00 17:00
県立川越西高校　吹奏楽部
【問】049-231-2424

29(日) 大野音楽教室　サマーコンサート 無料 12:30 13:00 16:30 大野音楽教室

2,000円
東日本応援チャリティー公演
ミュージカル　「ハムレット」

ミュージカルカンパニー　すてっぷ１
【問】NPO法人アミィプラネッツ
049-226-3494

〒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：３日・10日・17日・24日・３１日

月
8
August

h
取 扱 中

https://www.kfp.or.jp/

h
取 扱 中

掲載内容は令和３年７月29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８月利用の初日受付は、令和３年９月1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。!

川越市施設管理公社ホームページ

川越 公社 検索

| お問い合わせ｜やまぶき会館 TEL:049-222-4678

劇団東少ミュージカル

ねむ もり びじょ

８月22日 (日)

全席指定 2,800円
※３歳以上大人、子ども同一料金

※２歳以下保護者膝上観覧無料

① 1３時３０分 ② １６時30分

（開場各回30分前）

会場：川越市やまぶき会館

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 ◇劇団東少・・・・・・・・ 03-6265-7070
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2021/7/29

開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

1(日) 10:30 10:45 18:40

2(月) 12:00 12:15 14:20

4(水) 9:30 9:45 14:15

8(日) THE　MIX　サマーナイト 無料 16:30 17:00 19:30
（有）　ジースタイル
【問】イースタジオ090-1407-2675

９（祝） 発表会 関係者 9:30 9:40 16:30 ノムラチルドレン

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

28(土)
大人気！アンディ先生の
マジックショー＆マジック教室！

1,500円
13:30 14:00 15:30

（公財）川越市施設管理公社
【問】西文化会館049-233-6711

29(日) 活動者会議 関係者 9:30 10:00 13:00 埼玉土建一般労働組合　川越支部

開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

4(水)
埼玉県高校野球西部地区
新人大会抽選会

関係者 9:30 10:00 11:30 埼玉県西部地区高等学校野球連盟

7(土) 海沼音楽教室発表会 関係者 13:00 13:15 16:15
海沼音楽教室
【問】海沼音楽教室ホームページ

8(日) ピアノ発表会 関係者 12:30 13:00 16:00 山之内ピアノ教室

9(祝） 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

28(土) おさらい会 関係者 9:30 10:00 15:00 ピアノ教室フルール

昭和楽器発表会 関係者 昭和楽器 川越店

一般2,000円
中高生1,000円
小学生以下無料

第８回　青少年劇団合同公演
『続・かぐや姫』

14(土)
・

15（日）

NPO法人文化活動支援会まつり
【問】049-277-3314

19(木)

12:00
15:00

12:30
15:30

14:00
17:00

〒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

h
取 扱 中

アンディ先生の

８月２８日
土

｜開場｜13:30
｜開演｜14:00

川越西文化会館（メルト）

３歳以上１,５００円
全席自由

※３歳未満は膝上鑑賞無料

◇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 ※お問い合わせは川越西文化会館メルトへ

７月１７日（土）9:00～

チケット発売

※ 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。


