
※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・川越運動公園～

イ ベ ン ト ガ イ ド
＆ホール催し物カレンダー(12月)

11
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 －
□スタッフは、全員マスクを着用しています。
□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

声楽家＆オペラ歌手等が一堂に会して豪華なコンサートで新年を迎えます。

2023ニューイヤーガラコンサートin川越
2023年1月7日（土） ①開演 13:00 (開場12:30）

②開演 16:30 (開場16:00） ※各回2時間程度 途中休憩あり

販売開始日： 11月4日(金) 午前9時～ ※電話予約は11月5日午前9時～ 入場料 2,000円(全席自由)

【販売窓口】 やまぶき会館、西文化会館、南文化会館 他

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 R5年1月16日～R5年3月27日

※2/20を除く（全10回）

18歳以上 10:30～11:30
6,500円

20人

ピ ラ テ ィ ス 教 室 18歳以上 19:00～20:00 20人

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！

運動公園

【申込み方法】往復ハガキにてお申込み（1人1教室） 12月18日（日）必着 ※応募者多数の場合は、抽選となります。

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、川越運動公園総合体育館にお問い合わせください。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

やまぶき新春寄席

出演 柳家喬太郎・玉川奈々福【浪曲】・立川吉笑・江戸家小猫≪動物ものまね≫

2023年1月28日（土）開演 14:00 (開場13:30）

入場料 3,000円 (全席指定)

笑う門には福来る

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

vol.4気軽にクラシック♪

川越市内の小学校でワークショップ付き演奏会を開催してきた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曲・演出いっぱいのコンサート♬

2022年12月4日（日） 開演 14:00 (開場13:30）

トゥッティー

フィグール

【販売窓口】 やまぶき会館、西文化会館、南文化会館、KFPオンラインチケットサービス

やまぶき会館

※2時間程度 途中休憩あり

正 月 飾 り 教 室

やまぶき会館

2022年12月 9日（金）

時間 10:00～12:00

参加費 3,000円

南文化会館(ジョイフル）

2022年12月16日（金）

時間 10:00～12:00

参加費 3,500円

【申込方法】 各会館事務室にて令和4年11月11日（金）午前９時から
申込用紙（会館窓口で配布またはホームページからダウンロード）に必要事項を記入し、会館窓口にて申し込み

年末年始を飾るお正月飾りは、自分の思いを込めて手作りしてみませんか？

往復ハガキの記入例

○ 往信（総合体育館あて） ○ 返信（申込者あて）

何も記入しない

350-0848

川越市下老袋388-1

川越運動公園総合体育館

「○○教室」係

往 信

教室名

郵便番号

住所

氏名（フリガナ）

年齢

電話番号

（必ず連絡が取れる番号）

申込者住所

申込者氏名

返 信

好評販売中‼

好評販売中‼

【販売窓口】 やまぶき会館、西文化会館、南文化会館、KFPオンラインチケットサービス

ルディック

リズミッション



やまぶき会館

開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

2(金) ひまわり南幼稚園 おゆうぎ会 関係者 9:00 9:30 12:30 学校法人ひまわり学園 ひまわり南幼稚園

3(土) 川越第一小学校開校１５０周年記念式典 関係者 9:00 9:15 11:30 川越第一小学校

4(日)
市制施行１００周年記念 気軽にクラシックvol,4
どきどき！わくわく！クリスマスコンサート

大人
1,500円
小学生以下

800円

13:30 14:00 16:00
公益財団法人川越市施設管理公社
【問】049‐222-4678(川越市やまぶき会館)

7(水) 川越市ＰＴＡ講演会 関係者 9:10 9:30 11:30 川越市地域教育支援課

8(木) 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

10(土) 第４６回川越市民クリスマス 1,000円 13:30 14:00 16:00
川越市民クリスマス
【問】049-222-1429

11(日) ひまわり幼稚園 おゆうぎ会 関係者 9:00 9:30 17:00 学校法人ひまわり学園 ひまわり幼稚園

17(土) 川越工業高校吹奏楽部 定期演奏会 無料 13:00 13:30 16:00
川越工業高校 吹奏楽部
【問】049-222-0206

18(日) カワイ音楽コンクール 関係者
9:45
14:45

10:00
15:00

13:30
17:30

カワイ音楽教室

25(日) 川越南高校 吹奏楽部 ウインターコンサート 整理券 13:15 14:00 16:15
川越南高校 吹奏楽部
【問】049-244-5223

26(月) カワイ音楽コンクール 関係者
9:45
14:45
17:30

10:00
15:00
17:45

13:30
16:30
19:00

カワイ音楽教室

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12

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

３(土) しろいうさぎとくろいうさぎのピアノのコンサート 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のコンサート

4(日) 楓の会 バイオリン発表会 無料 12:30 13:00 16:00 楓の会 【問】090-5384-1408

10(土)

X’mas Party 2022 関係者 10:00 10:30 11:30 Dance Team ☆ ひまわり

”音楽のなかまたち” （ピアノ・声楽発表会） 無料 13:30 14:00 16:00 小島音楽教室 【問】049-295-2717

11(日) ピアノ発表会 無料
10:00
13:30

10:15
13:45

13:00
16:30

ピアノ教室フルール

12(月) 夢の歌謡祭 in 川越 無料 10:00 10:30 19:00
夢の歌謡祭 in 川越
【問】 090-9234-0888

17(土) ふじ保育園音楽会 関係者 9:00 9:30 11:30 ふじ保育園 【問】049-225-4316

18(日) リトルぴあのコンサート ～34th～ 関係者 13:30 14:00 16:30 聖ピアノ教室 【問】 070-1525-7826

24(土) Bright Dance Crew ダンス発表会 関係者 13:30 14:00 15:20
Bright Dance Crew
【問】070-8987-6775

25(日) ピアノ発表会 関係者 12:30 13:00 16:00 金井音楽教室

28(水) 第56回 カワイ音楽コンクール 関係者
9:45
14:45

10:00
15:00

13:30
17:30

カワイ音楽教室

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

1(木) 発表会 関係者 10:15 10:45 11:30 学校法人山口学園 川越ひばり幼稚園

2(金) 発表会 関係者 10:15 10:45 11:30 学校法人山口学園 川越ひばり幼稚園

4(日) ピアノ＆エレクトーン発表会 無料 12:00 12:30 16:30 金子音楽教室

5(月) 発表会 関係者 10:15 10:45 11:30 学校法人山口学園 川越ひばり幼稚園

7(水) 発表会 関係者 10:15 10:45 11:30 学校法人山口学園 川越ひばり幼稚園

８(木) 発表会 関係者 10:15 10:45 11:30 学校法人山口学園 川越ひばり幼稚園

10(土) ピアノ＆エレクトーン発表会 関係者 13:00 13:30 17:00 村﨑 和子

11(日) Sunny Piece 発表会 「Day by day」 無料 15:30 16:00 18:00 Sunny Piece

12(月) 発表会 関係者 10:15 10:45 11:30 学校法人山口学園 川越ひばり幼稚園

14(水) クリスマス発表会 関係者 9:15 9:30 16:30 マーガレット保育園

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

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）

16(金) クリスマスコンサート 関係者 12:40 13:00 15:00 ココス英語幼稚園

17(土) バリアフリー音楽会～ほのぼのVol.11～ 無料 13:00 13:30 15:00
ほのぼの実行委員会
【問】090-5999-9215

18(日) 藤井祥子ピアノスタジオ発表会 無料 13:15 13:30 17:30
藤井祥子ピアノスタジオ
【問】090-2301-4587

26(月) すまいりコンサート 無料 13:00 13:30 15:00
ファミリーねっとスマイリ
【問】049-237-1154

28(水) ＭＤＣ Christmas Party 整理券 13:30 14:00 16:00
MDC  DANCE SCHOOL
【問】090-5555-6310

掲載内容は令和４年11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11月利用の初日受付は、令和４年12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。!

ジョイフルふれあいコンサート

販売開始日： 11月19日(土)午前9時～ ※電話予約は11月20日午前9時～

入場料 600円(全席自由) ※３歳以下膝上に限り無料

2023年1月28日(土) 開演 10:30 (開場10:00）

南文化会館(ジョイフル）

【販売窓口】南文化会館、やまぶき会館 西文化会館

ジョイフルで0歳からのコンサートデビューを！

クラリネット3人とアコーディオン1人という異色のカルテット。
陽気なメンバーたちのノリノリのダンスも楽しめます。


