
やまぶき会館

開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

11(土)
県立川越高校弦楽合奏部
第３０回定期演奏会

関係者 13:30 14:00 16:00 県立川越高校 弦楽合奏部

12(日) 第３８回仲音楽教室ピアノ発表会 無料 10:00 10:30 18:30
仲音楽教室
【問】049-224-7311

15(水)
令和４年度埼玉県高等学校邦楽邦舞連盟
研究会

関係者 9:30 10:00 16:30 埼玉県高等学校文化連盟

17(金) 日本クラウン吟友会南関東 詩吟コンクール 無料 10:30 11:00 15:45
日本クラウン吟友会 南関東
【問】090-3240-9861(佐藤)

19(日) 川越少年少女合唱団 卒団式 関係者 14:45 15:00 16:15 川越少年少女合唱団

25(土)
県立川越西高校吹奏楽部
第３５回定期演奏会

無料 13:00 13:30 16:00
県立川越西高校 吹奏楽部
【問】049-231-2424

26(日) 県立川越高校ＰＴ会家庭教育学級講演会 関係者 13:30 14:00 15:30 県立川越高校ＰＴ会

西文化会館 (メルト)

開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

4(土) 安全大会 関係者 9:00 9:20 11:50 武州ガス協力会

4(土) 社員決起大会 関係者 13:00 13:30 16:30 昭和工業株式会社

5(日) カラオケハウスリズム リズム祭 無料 9:30 9:45 16:00 カラオケハウス リズム

12(日) 大池音楽教室 リトルコンサート 関係者 10:20 10:30 16:00 大池音楽教室

15(水) 安全大会 関係者 9:00 9:20 11:30 （株）ネクスコ・メンテナンス関東

15(水) 安全大会 関係者 13:00 13:30 15:30 日本ハイウエイ・サービス（株）

18(土) ピアノ発表会 無料 14:15 14:30 18:30 （株）エイト楽器

19(日) 発表会 関係者 12:00 12:30 15:30 フラホイケ

23(木) 危険物取扱者保安講習 関係者 12:30 13:00 16:30
公益社団法人
埼玉県危険物安全協会連合会

25(土) 埼玉県演歌道場 唄のつどい 無料 11:30 12:00 17:00 埼玉演歌道場

26(日)
アンサンブル・フェスティーヴォ
第16回定期演奏会

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

〒350-0053  川越市郭町1-18-1  TEL:049-222-4678／FAX:049-223-0313

〒350-0815  川越市鯨井1556-1  TEL:049-233-6711／FAX:049-233-6715

やまぶき会館 ・ メルト ・ ジョイフル

6 ホール催し物カレンダー
休館日：7日㈫・14日㈫・21日㈫・28日㈫

掲載内容は令和４年５月19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５年５月利用の初日受付は、令和４年６月１日(水）、午前10時までです。

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。

!
URL https//www.kfp.or.jp

川越 公社

イベント情報などの詳細は
川越市施設管理公社ホームページをご覧く
ださい。



南文化会館 (ジョイフル)

開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

5(日) ２台ピアノ・アンサンブルコンサート VOL.17 無料 13:00 13:30 16:30
むさし野アンサンブル
【問】070-1525-7826

12(日) 県央地区予選会 関係者 10:30 11:00 14:20 埼玉県民謡協会

23(木) １学年 保健講話 関係者 12:30 13:45 15:00 県立川越初雁高等学校

24(金) 北関東地区安全衛生大会 関係者 13:30 14:00 16:30 東亜道路工業（株）

※３歳以上大人、子ども共同一料金
※２歳以下保護者膝上観覧は無料

”客席参加型コンサート“

音楽のおもちゃ箱
～オーケストラを

のぞいてみよう～

2022年７月24日（日）

開演 午前11時00分
(開場 午前10時30分)

入場料 500円(全席自由)出演

アンサンブル ルディック
(令和元年度川越市人材発掘

オーディション合格者)

販売開始
6月4日(土) 午前9時～

入場料 2,800円(全席指定)

ミュージカル「人魚姫」

“国境のない純真な愛の物語”

2022年8月20日（土）

開演 ①午前11時00分
(開場 午前10時30分)

②午後2時30分
(開場 午後2時)

出演 人魚姫 … 小川真琴

王 子 … 渡辺和貴

隣国の王女 … 多田愛佳

※３歳以上大人、子ども共同一料金
※２歳以下保護者膝上観覧は無料

販売開始
6月3日(金) 午前9時～

【感染予防対策】 グループごとに間隔を空け着席いただきます。 その他感染予防対策は公社ホームページをご覧ください。

やまぶき会館 0歳から入場可能！

〒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）

気軽にクラシック♪ vol.1

2022年6 月 26 日(日)
入場料：各500円(全席自由) 定員：各35名 会場：リハーサル室

開場10:30
開演11:00（1時間程度）

SPICY4
(アコーディオンと3本の
クラリネットによるカルテット)

思わずクスッと笑えるコンサート

０歳から入場可能午前

開場13:30
開演14:00（1時間程度）

熊原 彩
チェロ演奏者

ピアノ伴奏なしの
チェロの音色を楽しんでみませんか

未就学児入場不可午後

2022年市内文化会館にて、川越市内で活動しているアーティスト（KFPアー
ティストバンク登録者）と心温まる＆楽しいコンサートを開催します。生の音に間
近で触れることができる特別なコンサートを体験してください。

2022年7月9日（土）･10日（日）

対 象 先着28枠（1日 14枠）最大4枠
（2時間）まで申し込み可能

午前9時30分～午後4時30分

参加費 1枠 2,000円

ホールで弾いてみよう♬
1枠の演奏時間は30分で4名まで参加できます。

ホールピアノ独り占め

西文化会館(メルト） ※5月14日（土）から西文化会館にて先着。

6月30日 7月7日･14日（全3回）

定 員 一般 定員10人

講師：大川 綾子

毎週木曜日 午前10時～11時

参加費

入門用オカリナ
（Ｃ管プラスチック製）付き

初心者オカリナ教室

3,500円

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 


