【夏のイベント 予定】
やまぶき会館

西文化会館

運動公園

7/24 ㈰ 楽器作りワークショップ

7/ 25㈪ 読書感想文教室

7/ 28㈭ フラダンス教室

ふれあいコンサート

7/ 27㈬ 書道教室

バックステージツアー

南文化会館

8/ 1 ㈪ 読書感想文教室

7/ 30㈯
8/ 7 ㈰
8/ 27㈯

かけっこ教室

8/ 3 ㈬ 宿題サロン

8/ 5 ㈮ 理科実験教室

8/ 4 ㈭

読書感想文教室

7/27 ㈬
舞台講座
28 ㈭

8/ 5 ㈮ バックステージツアー

8/ 5 ㈮ 天体観測教室

8/ 6 ㈯

紙飛行機教室

7/27 ㈬ 理科実験教室

8/ 19㈮ ゾートロープ教室

8/ 10㈬ 絵画教室

8/ 20㈯

小学生工作教室

8/ 3 ㈬ 読書感想文教室

8/ 27㈯

8/ 25㈭ バックステージツアー

中国伝統芸能祭

劇団東少ミュージカル
8/20 ㈯
「人魚姫」

（公財）川越市施設管理公社 今後のお勧め企画
～やまぶき会館・メルト・ジョイフル・総合体育館～

※新型コロナウイルス感染症予防及び拡散防止のため、ご参加またはご来場される皆様にお願い事項がございますので、
裏面をご確認ください。また、やむを得ない事情により、催し物が中止になる場合があります。あらかじめご了承ください。
開催事項の変更は、川越市施設管理公社ホームページでお知らせします。

川越市市制施行100周年記念事業

気軽にクラシック ♪

― 次のような対策を行っています －
□催し物は基本的に定員の半分以下で実施し、参加者同士の距離を確保しています。
□スタッフは、全員マスクまたはフェイスシールドを着用しています。
□館内および会場で入口付近に消毒液を設置します。
□ホール催し物のチケットは、スタッフが目視で確認します。お客様ご自身で半券を切り取ってご入場ください。
□やむを得ず公演を中止もしくは延期または内容を変更する場合があります。
その場合は、川越市施設管理公社のホームページでご案内いたします。

※ vol.1からvol.3のチケットを2公演以上購入された方の特典として、
vol.4のチケットを1枚200円引きでご購入いただけます。

6/26
(日)

南文化会館(ジョイフル）

川越運動公園総合体育館 （川越市下老袋３８８-１）
Tel 049-224-8765
Fax 049-225-6482

ピアノ伴奏なしのチェロの音
色を楽しんでみませんか。

アコーディオンと3本の
クラリネットで見て、聴い
て楽しめるコンサートを
お届けします。

（川越市郭町１-１８-１）
Fax 049-223-0313

川越南文化会館 ジョイフル (川越市今福１２９５-2）
Tel 049-248-4115
Fax 049-248-4118

販売開始日5月7日(土)9:00～【先着】

vol.1

思わずクスッと笑えるコンサート♬

皆様のご協力をお願いいたします。

（川越市鯨井１５５６-１）
Fax 049-233-6715

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。

【入場料・会場】
Vol.1～3 入場料：500円(全席自由)
定員：35名 会場：リハーサル室

◎来場、参加について
□当日検温時に発熱（37.5℃以上）または頭痛や咳などの症状がある場合はご入場いただけません。
□来場時にはマスクを着用し、手指消毒を行ってください。
□会場入場時に検温を行います。時間に余裕をもってお越しください。

川越西文化会館 メルト
Tel 049-233-6711

2022

＆ホール催し物カレンダー(6月)

ー 皆様にお願い ー
◎ご参加いただくために必要なこと
□予約時に氏名、連絡先をお伺いいたします。※感染などが生じた場合、必要に応じて保健所等の公的機
関へ提出する場合があります。

川越市やまぶき会館
Tel 049-222-4678

５

イベントガイド

熊原 彩
チェロ演奏者

０歳から入場可
※3歳未満ひざ上に限り無料

詳しくは
(公財）川越市施設管理公社HPまで
URL https://www.kfp.or.jp/

川越 公社

開場10:30
開演11:00（1時間程度）

SPICY4
今
8/4
(木)

後

の

未就学児入場不可

予

開場13:30
開演14:00（1時間程度）

定

やまぶき会館

10/7
(金)

vol.2

E＆Y Piano Duo

Duo Iris
ピアノとヴァイオリンのアンサンブル

開場 10:30

開場 10:30 開演 11:00（1時間程度）

開演 11:00（1時間程度）

やまぶき会館

販売開始日：8月4日(木)9:00～【先着】

vol.4

４団体によるスペシャルコラボ！
子どもから大人まで楽しめる特別なクリスマスコンサート。
パーカッション アンサンブル トゥッティ

Percussion Ensemble ｢TUTTI!｣

【編集・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 TEL049-225-8720

vol.3

ピアノ連弾 、 ピアノと鍵盤ハーモニカを使ったアンサンブル
販売開始日：6月10日(金)9:00～【先着】

12/4
(日)

西文化会館(メルト）

打楽器アンサンブル

リズミッション

Rythmission

フィグール サクソフォン

カルテット

Figur Saxophone Quartet

アンサンブル・ルディック

入場料：大人1,500円 小学生以下 800円
会 場：やまぶき会館 ホール
開場 13:30
開演 14:00 （2時間程度 途中休憩あり）

６

やまぶき会館・メルト・ジョイフル
南文化会館 (ジョイフル)

ホール催し物カレンダー

開催日

入場方法

5(日) ２台ピアノ・アンサンブルコンサート VOL.17

やまぶき会館
開催日

催物名

11(土) 県立川越高校弦楽合奏部 第３０回定期演奏会
12(日) 第３８回仲音楽教室ピアノ発表会
15(水)

催物名

令和４年度埼玉県高等学校邦楽邦舞連盟
研究会

17(金) 日本クラウン吟友会南関東 詩吟コンクール
19(日) 川越少年少女合唱団 卒団式
25(土) 県立川越西高校吹奏楽部 第３５回定期演奏会
26(日) 県立川越高校ＰＴ会家庭教育学級講演会

入場方法
関係者
無料
関係者

無料
関係者
無料
関係者

開場

開演

終演

主催

13:30 14:00 16:00 県立川越高校 弦楽合奏部
10:00 10:30 18:30
9:30

仲音楽教室
【問】049-224-7311

無料

催物名

4(土) 安全大会

5(日) カラオケハウスリズム リズム祭

13:30 14:00 16:00

日本クラウン吟友会 南関東
【問】090-3240-9861(佐藤)

14:30 15:00 16:30 川越少年少女合唱団
13:00 13:30 16:00

県立川越西高校 吹奏楽部
【問】049-231-2424

13:30 14:00 15:30 県立川越高校ＰＴ会

開場

開演

関係者

9:00

9:20

無料

終演

主催

11:50 武州ガス協力会

12(日) 大池音楽教室 リトルコンサート

関係者

15(水) 安全大会

関係者

15(水) 安全大会

関係者

18(土) ピアノ発表会

無料

13:00 13:30 16:30 昭和工業株式会社
9:30

9:45

16:00 カラオケハウス リズム

9:00

9:20

11:30 （株）ネクスコ・メンテナンス関東

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）

川越西文化会館(メルト）

※5月14日（土）から川越西文化会館にて先着。

初心者オカリナ教室

ホールピアノ独り占め

2022年

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。

毎週木曜日 午前10時～11時

2022年

6月30日 7月7日･14日（全3回）

7月9日（土）･10日（日）

午前9時30分～午後4時30分

定 員
一般

対象

定員10人

14:15 14:30 18:30 （株）エイト楽器
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

アンサンブル・フェスティーヴォ
第16回定期演奏会

3,500円

参加費

入門用オカリナ
（Ｃ管プラスチック製）付き

1枠 2,000円

講師：大川 綾子

※4月号でご案内させていただきました参加費等につきまして、内容変更をおこなったことに伴い、参加費の変更をさせて頂くことになりました。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

販売開始 6月4日(土) 午前9時～

公益社団法人
埼玉県危険物安全協会連合会

無料

11:30 12:00 17:00 埼玉演歌道場

無料

13:30 14:00 16:30

※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。

販売開始 6月3日(金) 午前9時～

”客席参加型コンサート“

劇団東少ミュージカル

「人魚姫」

～オーケストラを
のぞいてみよう～
2022年

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)

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)

【感染予防対策】

8月20日（土）

2022年

開演 ①午前11時00分

７月24日（日）

※3歳未満ひざ上に限り無料

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。

“国境のない純真な愛の物語”

音楽のおもちゃ箱

フェスティーヴォ
【問】049-231-3153（為貝）

※主催者の都合により内容が変更される場合があります。

0歳から入場可能！

川越市やまぶき会館

掲載内容は令和４年5月2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。

!

先着28枠（1日 14枠）
最大4枠（2時間）まで
申し込み可能

13:00 13:30 15:30 日本ハイウエイ・サービス（株）

関係者

26(日)

むさし野アンサンブル
【問】070-1525-7826

10:20 10:30 16:00 大池音楽教室

19(日) 発表会

25(土) 埼玉県演歌道場 唄のつどい

主催

10:00 16:30 埼玉県高等学校文化連盟

入場方法

関係者

終演

13:00 13:30 16:30

参加費
4(土) 社員決起大会

開演

12(日) 県央地区予選会

西文化会館 (メルト)
開催日

開場

(開場
出演
人魚姫
… 小川真琴
王 子
… 渡辺和貴
隣国の王女… 多田愛佳 他

午前10時30分)

②午後2時30分
(開場

午後2時)

入場料 2,800円(全席指定)
※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

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。

