
※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。

（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～

イ ベ ン ト ガ イ ド
＆ホール催し物カレンダー(9月)

8
2022

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。

◎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。

― 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。

皆様のご協力をお願いいたします。

【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

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

川越市やまぶき会館 （川越市郭町１-１８-１）
Tel 049-222-4678 Fax 049-223-0313 

川越西文化会館 メルト （川越市鯨井１５５６-１）
Tel 049-233-6711 Fax 049-233-6715

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

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

入場料 2,800円(全席指定)

劇団東少ミュージカル

「人魚姫」

“国境のない純真な愛の物語”

2022年8月20日（土）

開 演 ①11:00(開場10:30)

②14:30(開場14:00)

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
※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

販売窓口
南文化会館、西文化会館、やまぶき会館

ら く も ん ず

ジョイフル寄席 「落語者達」

2022年9月24日（土）

開 演 14:00(開場13:30)

入場料 2,500円(全席自由)

出演

三遊亭鬼丸、入船亭扇里、林家きく磨、蜃気楼龍玉、柳家小せん

FM NACK5ゴゴモンズでお馴染み、三遊亭鬼丸が同期の真打を
率いてジョイフルへ参上!

南文化会館(ジョイフル）

※未就学児の入場はご遠慮ください。

出演 中国太陽芸術団

2022年8月27日（土）

入場料 高校生以上 2,000円
中学生以下 1,000円
(全席自由)

※3歳未満膝上に限り無料

開 演 ①10:30(開場10:00)

②14:00(開場13:30)

販売窓口

西文化会館、南文化会館、やまぶき会館

西文化会館(メルト）

曜 日 教 室 名 日 時 対 象 時 間 参 加 費 募集人数

月曜日
ヨ ガ 教 室 R4年8月22日～R4年11月7日

※9/19、10/10は休講日（全10回）

18歳以上 10:30～11:30 7,000円 20人

ピ ラ テ ィ ス 教 室 18歳以上 19:00～20:00 7,000円 20人

水曜日 リ ト モ ス 教 室
R4年8月24日～R4年11月9日

※9/14、9/28は休講日（全10回）
18歳以上 14:00～15:00 7,000円 12人

木曜日

骨 盤 体 操 教 室
R4年8月25日～R4年11月10日

※9/22、11/3は休講日（全10回）

18歳以上 10:00～11:00 7,000円 20人

キ ッ ズ ダ ン ス 教 室
小学4年生

～小学6年生
19:00～20:00 7,000円 12人

金曜日
Z U M B A 教 室 R4年8月26日～R4年11月11日

※9/23、11/4は休講日（全10回）

18歳以上 14:00～15:00 7,000円 12人

キックエクササイズ教室 18歳以上 19:00～20:00 7,000円 12人

令和4年度 生涯スポーツ教室のご案内
健康な毎日を過ごすために、体を動かしてみませんか？初心者でも大丈夫です。皆様のお越しをお待ちしております！

【申込み方法】往復ハガキにてお申込み（1人1教室）

詳しくは、（公財）川越市施設管理公社ホームページをご覧いただくか、川越運動公総合体育館にお問い合わせください。

運動公園

やまぶき会館

好評販売中‼

好評販売中‼

好評販売中‼

© Waki Hamatsu

出演：Duo Iris

2022年10月7日（金）

気軽にクラシック Vol.3

会 場 リハーサル室

開 演 11:00(開場10:30)

入場料：500円(全席自由)  
※定員：35名

ピアノとヴァイオリンのアンサンブル

チケット販売窓口
８月4日（木）より販売開始
西文化会館

販売窓口 やまぶき会館 他

出演：E＆Y Piano Duo

リズム遊びあり！

0歳から楽しめる 鍵盤祭り♪

気軽にクラシック Vol.2

2022年8月4日（木）

会 場 リハーサル室

開 演 11:00(開場10:30)

入場料：500円(全席自由)  
※定員：35名

販売窓口 やまぶき会館

やまぶき会館

やまぶき豊穣寄席

出演

入船亭扇遊・古今亭菊之丞・柳亭小痴楽

柳貴家雪之介≪大神楽曲芸≫

明るい笑顔が豊かに実る

2022年10月29日（土）

【お得なセット券】

2公演分セット券＝5,400円

1/28(土)新春寄席
詳しくはホームページをご覧ください。

開 演 14:00(開場13:30)

入場料 3,000円(全席指定)
※未就学児の入場はご遠慮ください。

販売窓口
やまぶき会館、西文化会館、南文化会館 他

好評販売中‼

※公演時間：2時間程度※公演時間：1時間程度

※公演時間：1時間程度

※公演時間：２時間30分程度



やまぶき会館

開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

3(土) 第44回河川浄化大会 無料 ９:30 10:00 16:00 新河岸川を守る会

4(日) 茶道研究会 関係者 9:00 10:00 13:00
淡交会埼玉県西武支部
【問】049-225-9564

10(土) 第１２回埼玉育児院チャリティーコンサート 2,000円 13:15 14:00 16:00
埼玉育児院 後援会
【問】049-222-1378 (西村)

11(日) くっきぃず音楽院 The 26th Our Concert 関係者 13:00 13:30 19:30
くっきぃず音楽院
【問】049-226-3796

14(水) 中央かがやき学園 関係者 13:00 13:30 15:30 川越市中央公民館

17(土) くっきぃず音楽院 The 26th Our Concert 関係者 9:30 10:00 19:00
くっきぃず音楽院
【問】049-226-3796

18(日)
Amabile Band Ensemble
第６回定期演奏会

無料 13:20 14:00 15:40
Amabile band Ensemble
【問】080-1396-9910 (演奏会実行委員会)

19(祝) 川越市民文化祭「邦舞のつどい」 無料 11:30 12:00 16:00
川越市役所 文化芸術振興課
【問】049-222-0394 
(川越市舞踊連盟 石川)

22(木) 荒馬座公演（川越市立保育園） 関係者
10:00
13:30

10:15
13:45

10:55
14:25

公益財団法人 川越市施設管理公社

24(土) 交通安全大会 無料 13:00 13:30 15:30
川越交通安全協会
【問】049-224-1609 

25(日) ヤマノミュージックサロン川越 音楽祭 無料 11:15 11:30 20:30
(株)山野楽器 丸広川越店
【問】049-223-4022 

26(月)
メゾソプラノ＆テノールの夕べ
陳曦（チェンシー）＆倉石 真

会員・新会員
3,500円

一般4,500円
18:00 18:30 20:30

川越音楽
【問】049-225-4292

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9
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

1(木) 秋季埼玉県高校野球大会西部地区予選抽選会 関係者 14:00 14:30 16:30 埼玉県西部地区高野連

4(日) ピアノ発表会 招待 13:30 14:00 16:30 弘子音楽教室

11(日) 土屋ピアノ教室発表会 関係者 13:15 13:30 15:00 土屋ピアノ教室

17(土) 敬老の日の集い 関係者 9:30 10:00 11:30 五ツ又自治会

18(日) プラネット音楽教室発表会 無料
10:00
13:00
16:00

10:30
13:30
16:30

12:30
15:30
19:00

プラネット音楽教室

24(土)
川越市制100周年記念
ジョイフル寄席 落語者達（らくもんず）

2,500円 13:00 14:00 16:30
公益財団法人 川越市施設管理公社
川越南文化会館 【問】049-248-4115

25(日) 郷土民謡隆章派おさらい会と講習会 関係者 9:00 11:00 18:00
郷土民謡隆章派
【問】049－243－2627（柴田）

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

3(土) サークルたんぽぽ アコーディオンコンサート
1,000円

小学生500円
13:30 14:00 16:00

川越アコーディオンサークル 「たんぽぽ」
【問】090-9247-8681（貝瀬恒子）

4(日) 秋のさわやかコンサート 関係者 13:00 13:30 16:00 ＡＫＯバイオリン教室・ドルチェピアノ教室

11(日) 朗読喫茶 噺の籠ＳＴＡＧＥ
指定席

7,000円
14:30
17:30

15:00
18:00

16:30
19:30

(株)ハピネット・メディアマーケティング
【問】stage_info@hsn.happinet.co.jp

（ハピネット舞台担当）

15(木) 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

23(金) Ｈ.Ｍ.Ｃ.こどもコンサート Ｖol.2
大人2,000円
小人1,000円

12:45 13:30 14:30
袴田音楽事務所
【問】080-4688-2226

25(日) Act The Family ８周年Dａｎｃｅ発表会 関係者 15:00 15:30 18:30
Act The Family ダンスサークル
【問】080-6626-7374

29(木) 危険物取扱者保安講習 関係者 12:30 13:00 16:30
(公社)埼玉県危険物安全協会連合会
【問】048-834-7784

掲載内容は令和４年8月1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8月利用の初日受付は、令和４年9月１日(木）、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。!

やまぶき会館

. vol4
気軽にクラシック♪

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♬

販売開始日： 10月上旬販売予定

入場料 大人 1,500円 小学生以下 800円(全席自由) ※３歳未満膝上限り無料

2022年12月4日(日) 開演 14:00（開場 13:30）
※2時間程度 途中休憩あり

トゥッティー

フィグールリズミッション

ルディック

西文化会館(メルト）

視覚を超越した繊細な旋律と、堂々とした立ち居振る舞い、数々の舞台を経験してきた
彼の生き様が音に現れ、視覚障害であることを全く感じさせない、全盲のバイオリニスト白
井崇陽による情感溢れる歌声とバイオリンのコンサート。

TAKAAKI  SHIRAI  Special Concert
白井 崇陽 スペシャルコンサート

2022年10月29日（土）

入場料 1,500円（全席自由）
※３歳未満は膝上鑑賞無料

開演 14:00（開場 13:30）

チケット販売窓口 ８月26日（金）から販売開始

西文化会館、南文化会館、やまぶき会館 他

《主な演奏曲≫

◇糸 ◇情熱大陸
◇地上の星 ◇タンゴメドレー


