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開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

6(土) 山田隆広門下生によるピアノコンサート 関係者 12:00 12:15 16:30
（株）山田隆広ピアノオフィス
【問】049-290-7662

7(日)
川越女声コーラス　うりんぼう
コンサート

整理券 14:10 14:30 16:00
川越女声コーラス
【問】049-283-2821

11(木) 地方創生交流会　～ＳＤＧｓセミナ―～ 招待
14:00
17:0０

15:00
17:30

16:30
19:00

あいおいニッセイ同和損害保険(株)
【問】049‐246-7260

13(土) 川越女子高校英語劇部秋季自主公演 招待 13:30 14:00 15:30 県立川越女子高校英語劇部

20(土) 第二ひつじ幼稚園　音楽リズム発表会 関係者 11:30 12:00 15:00 学校法人ひつじ幼稚園・第二ひつじ幼稚園

21(日)
川越市民文化祭
ブラスフェスタ川越２０２１

無料 13:00 13:30 16:00 川越市文化芸術振興課

23(祝）
ネパールのパンスリ奏者、
パンチャ ラマ「ヒマラヤの風」

会員3,500円
新入会員4,500円

一般5,000円
13:00 13:30 15:30

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：2日・9日・16日・24日・30日

月
11
Nobember

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

掲載内容は令和３年10月23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１１月利用の初日受付は、令和３年1２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

h
取 扱 中

チケット販売

| 会 場 | 川越西文化会館（メルト）

※未就学児入場不可

【演奏予定曲】 ◇ショパン：ノクターン（夜想曲）第２番 、 ワルツ第６番「子犬のワルツ」

◇ドビュッシー：２つのアラベスク第1番、 ベルガマスク組曲第3曲「月の光」

◇ラフマニノフ：幻想的小品集 プレリュード（前奏曲）「鐘」 Op.3-2 他

整理券申し込み

ピアノ：田知本桜子
メルトコンサート等文化活動事業

川越西文化会館メルト TEL：049-233-6711

川越市大字鯨井１５５６－１

全自由席

入場無料
要入場整理券

先着１２０席

１２月２０日 14：00開演月 （13：30開場）

ミニマム・コンサート
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開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

4（木）
・

５（金）
音楽リズム発表会 関係者 - 10:４５ 11:40 学校法人山口学園　川越ひばり幼稚園

7(日) 発表会 関係者 9:40 10:10 16:20 磯山音楽教室

13(土) 音楽発表会 無料 10:45 11:00 17:00 おんがくえん若葉教室

14(日) 津軽三味線　貢敏会　発表会 無料 10:30 11:00 16:00
津軽三味線　貢敏会
【問】090-2621-6046（小山）

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（株）

19（金） 音楽リズム発表会 関係者 - 10:４５ 11:40 学校法人山口学園　川越ひばり幼稚園

20(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
川越西文化会館（メルト）
【問】 049-233-6711

21(日) 発表会 関係者 9:30 10:10 15:40 磯山音楽教室

２２（月） 音楽リズム発表会 関係者 - 10:４５ 11:40 学校法人山口学園　川越ひばり幼稚園

23（祝） 発表会 関係者 9:40 10:10 16:00 磯山音楽教室

28(日) クレエＶｏｌ．１１　コンチェルト広場 無料 13:15 13:30 17:00
藤井祥子ピアノスタジオ
【問】090-2301-4587

２９（月） 音楽リズム発表会 関係者 - 10:４５ 11:40 学校法人山口学園　川越ひばり幼稚園

開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

３（祝） ピアノ発表会 関係者 13:00 13:30 16:20 直江ピアノ教室

6(土) ピアノ発表会 関係者 13:45 14:00 16:30 鳥羽瀬ピアノ教室

13(土) ポンパティーズチアダンス発表会 関係者 9:30 10:00 11:30 ポンパティーズチアダンス

14(日) 吉田歌謡教室コンサート 無料 10:00 10:30 17:00
吉田歌謡教室
【問】080-3009－7508（吉田）

19(金) 浄化槽指定採水員　更新　講習会 関係者 13:10 13:30 16:30 （一社）埼玉県環境検査研究協会

20(土)
しろいうさぎとくろいうさぎの
ピアノコンサート

関係者 13:30 13:45 16:30 しろいうさぎとくろいうさぎのピアノコンサート

21(日) ７０５＋Ｄａｎｃｅ　Ｌａｂ　おさらい会 関係者 15:00 16:00 18:00 ７０５＋ＤａｎｃｅＬａｂ

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

28(日) クレッシェンド　オータムコンサート 関係者 13:30 14:00 16:00 音楽教室クレッシェンド

11:40 学校法人山口学園　川越ひばり幼稚園

17(水)

音楽リズム発表会 関係者 - 10:４５

８（月）
・

10（水）
｜

12（金）

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
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※ 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。


