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2022/1/12

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

月
January

今月の休館日：１～４日・1１日・18日・２５日

やまぶき会館

〒350-0053

催物名

開催日

入場方法

２０２２ ニューイヤーガラコンサート
ｉｎ 川越

8(土)

9(日)

県立川越高校吹奏楽部
第２２回ウインターコンサート

16(日)

川越市人材発掘オーディション
～あなたの音楽力を次世代に～

2,000円
取扱中

開場

開演

TEL:049-222-4678／FAX:049-223-0313

終演

無料

13:00 13:30 16:00

無料

川越南高校吹奏楽部
ウインターコンサート

主催

10:00 10:30 12:30 (公財) 川越市施設管理公社
13:30 14:00 16:00 やまぶき会館【問】049-222-4678

h

20(木) 中央公民館かがやき学園 特別編
23(日)

川越市郭町1-18-1

9:30

10:00 15:00

県立川越高校 吹奏楽部
【問】049-222-0224
(公財) 川越市施設管理公社
やまぶき会館【問】049-222-4678

関係者

13:00 13:30 15:30 川越市中央公民館

整理券

13:15

14:00 16:00

川越南高校 吹奏楽部
【問】049-244-5223

24(月) レオナルド ブラーボ コンサート

会員3,500円
川越音楽
新入会員4,500円 18:00 18:30 20:30
【問】049-225-4292
一般5,000円

29(土) 参政党 2022全国キャラバン

一般2,000円
18:00
学生党員1,000円

30(日) カワイ音楽教室受賞者コンサート

関係者

9:45

18:15

21:00

参政党 埼玉支部
【問】070-1504-6512（勝又）

10:00 19:00 カワイ音楽教室 川越事務所

掲載内容は令和4年1月12日時点のものです。

川越市施設管理公社ホームページ

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。

川越

※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。

公社

検索

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

※各ホールの令和５年１月利用の初日受付は、令和４年２月２日(水）、午前１０時までです。
※ 取 扱 中 ･･･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。
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8
土

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。

ニューイヤーガラコンサート

ｉｎ川越

川越ゆかりの音楽家による新春を彩る華麗なコンサート

時間

午前の部 1０:30開演
午前の部 14:00開演

料金

２,０00

円

全指定席

会場

やまぶき会館

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
チケット購入

◇川越南文化会館ジョイフル ・・049-248-4115
|お問い合わせ｜やまぶき会館 049-222-4678
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16

オーディションを観に行こう！
川越市人材発掘オーディション

日

～あなたの音楽力を次世代に～

川越市内小学校でアウトリーチ活動(ワークショップ付き演奏会)の出演
を目指して川越にゆかりのあるアーティストが「オーディション」に挑みま
す。審査員気分でご覧ください♪

時間

1０:00開演

会場

やまぶき会館

入場無料&入退場自由

|お問い合わせ｜やまぶき会館 049-222-4678

2022/1/12

西文化会館 (メルト)

〒350-0815

催物名

開催日

川越市鯨井1556-1

入場方法

開場

開演

9:00

9:30

TEL:049-233-6711／FAX:049-233-6715

終演

主催

8(土)

ＳＶＥＣ合同練習会

関係者

9(日)

ＥＥ－ＳＴＵＤＩＯ ＴＨＥ ＭＩＸ ４ｔｈ

関係者

12:30 13:00 15:30

（有）ジースタイル イースタジオ
【問】049-270-9809

無料

13:30 14:00 16:00

川越市人権推進課
【問】049-224-5579

14(金) 川越市人権問題講演会
15(土) Ｍｒ．Ｓｈａｄｏｗひみつのねずみホテル

6,600円

23(日) ニューイヤーバレエコンサート

関係者

30(日) 『咲む』(えむ)上映会

1,200円

南文化会館 (ジョイフル)

12:30 13:00 14:30
(株)アイツー
15:00 15:30 17:00
15:15

15:30 17:30

伊藤京子バレエスタジオ
【問】090-1650-5538（伊藤）

10:00 10:30 12:30 川越市聴覚障害者協会
13:00 13:30 15:30 【問】090-1434-9273（小野）

〒350-1151

催物名

開催日

17:00 川越西高校

入場方法

川越市今福1295-2
開場

開演

TEL:049-248-4115／FAX:049-248-4118

終演

主催
メイピアノ教室
【問】090-4222-9649

8(土)

ピアノ発表会

関係者

13:00 14:00 16:00

9(日)

海沼音楽教室発表会

関係者

13:00 14:00 16:00 海沼音楽教室

川越市制100周年記念
22(土) 高橋ドレミ＆實川風ピアノデュオ
ジョイフル２台ピアノコンサート

一般 1,500円
こども(3歳以上）
500円

（公財）川越市施設管理公社
13:30 14:00 16:00 川越南文化会館（ジョイフル）
【問】049-248-4115

取扱中
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23(日) 音はともだちコンサート

関係者

13:30 14:00 16:00 ふくはら音楽教室

30(日) ２台ピアノ発表会

関係者

12:00 12:15

16:00 Ｍ＆Ｙピアノ教室

※ 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。

令和３年度公共ホール音楽活性化事業

１月２２日［土］ 14：00開演
|会場|

（13：30開場）

川越南文化会館（ジョイフル）

３歳以上入場可

| 料 金 | 一般 １,５00円 こども（小学生以下）５00円［全自由席］
［演奏予定曲］
ホルスト：組曲『惑星』より「木星」
モーツァルト:２台のピアノのためのソナタ ＫＶ．４４８
ブルグミュラー(編曲:田淵紗恵子):
二人のピアニストのためのブルグミュラーより“アラベスク" ほか

プレイガイド

◇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

※お問合せは川越南文化会館へ

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

