
※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(3月)

2
2023

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

入場無料 入退場自由2023年2月12日（日） 開演 10:00

南文化会館(ジョイフル）

※詳しくは、南文化会館にお問い合わせ下さい。

舞台で演奏するのは初めてのお子様から、長年演奏活動をしているベテラン演
奏者まで、おんがく好きが集まった発表会。最新の話題曲から古典の名曲まで、
多種多様なレパートリーの演奏をどうぞお楽しみに！

【プログラム】
クララ・シューマン 3つのロマンス、幸田延 ヴァイオリンソナタ第一番
NHK大河ドラマ「篤姫」「江～姫たちの戦国」「真田丸」よりメインテーマ ほか ※曲目は変更する場合があります。

西文化会館(メルト）

新井理穂 ＆澤村桜子

デュオ・リサイタル
～ 音楽史を彩る女性たち ～

2023年2月4日（土）開演 14:00 (開場13:30）

入場料 1,000円(全席自由)※未就学児入場不可

【販売窓口・電話予約】 西文化会館、やまぶき会館、南文化会館

好評販売中‼

女流作家の作品や、女性が題材となった作品をヴァイオリンとピアノでお届けします。

曜 日 教 室 名 日 程 対 象 時 間 募集人数 参 加 費

月曜日
い き い き 体 操 教 室 ①

4月10日～6月26日

60歳以上 9:30～11:30

各35人
（抽選）

各4,500円

女 性 健 康 体 操 教 室 30歳以上の女性 14:00～15:30

木曜日

い き い き 体 操 教 室 ②

4月13日～7月13日

60歳以上 9:30～11:30

ソフトエアロビクス教室 18歳以上 13:00～14:30

令和5年度

体力をつけて、健康な毎日を過ごしましょう！皆様の参加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） 3月17日（金）必着

※応募者多数の場合は、抽選となります。 ※詳しくは、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

クラシックの名曲に隠された魅力を発見し、あなたの生活に潤いと心豊かなひとときを！

■内容
①クラシックの名曲解説と鑑賞
②作曲家のエピソードと作品の時代背景
③名演奏家の紹介
④音楽関連映画の紹介と見どころ 等

クラシック音楽講座

［講師］ 八木原宗夫

4月14日(金) ・ 28日(金)

各回 9：30～11：50

4月は、ベートーヴェン特集

ピアノソナタ14番「月光」の自筆譜、
交響曲第５番「運命」・第６番「田園」の秘話、
ハイリゲンシュタットの遺書、
「不滅の恋人」への手紙の謎、ベートーヴェンの映画紹介 他

４月から９月 有名作曲家の解説を各月２日で完結！

受講料：各回1,500円（資料代含む。）

募 集：20名程度 ※18歳以上
（最低開講人数5名）

【申し込み】令和5年2月1日午前9時から受付開始 ※詳しくは、やまぶき会館にお問い合わせください。



やまぶき会館

開催日 催 物 名 入場方法 開場 開演 終演 主 催

4(土) Love Dance Studio Spirits発表会 関係者 13:30 14:00 17:00 株式会社アルフォ

5(日) 令和４年度 川越地区消防組合 定例表彰式 関係者 10:00 10:30 12:00 川越地区消防局

15(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
【問】049-222-1394

17(金) 川越市自主防災会連絡会 講演会 関係者 13:00 14:00 15:40 川越市自主防災会連絡会

18(土)

ひまわり幼稚園 卒業式 関係者 9:00 9:30 11:00 学校法人 ひまわり学園 ひまわり幼稚園

書展穹授賞式 関係者 13:30 14:00 16:00
穹社
【問】090-5784-4392（武藤）

19(日)

ベリーズ・ラブベリーズ 発表会 無料 12:00 13:00 16:00
川越キッズチアベリーズ
【問】090-3527-7657（今井）

2023年度埼玉県
第4種サッカーリーグ戦西部地区 代表者会議

関係者 17:30 18:00 20:00 川越市サッカー協会 川越市サッカー少年団

21(祝) 第３回川越水上公園スポーツクラブフェスタ2023 関係者 13:30 14:00 16:00
公益財団法人埼玉県公園緑地協会
川越公園管理事務所
【問】049-241-2287（川越水上公園スポーツクラブ）

24(金) The Greatest Showman 整理券 16:30 17:00 18:00
ＫＧＳＭ
【問】048-871-7404（中川）

26(日) 川越南高校ダンス部 卒業公演・現役Live 招待
13:00
17:30

13:30
18:00

15:00
19:00

川越南高校ダンス部

30(木) 県立川越高校 軽音楽部 定期演奏会 無料 11:30 12:00 16:00
県立川越高校 軽音楽部
【問】049-222-0224（倉繫）

31(金) 定年・勧奨退職者辞令交付式 関係者 13:00 14:00 15:30 川越市役所 職員課

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3

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) ピアノ研究会 関係者 12:00 12:30 16:30 聖ピアノ教室

8(水) 卒業証書授与式 無料 10:30 11:00 12:30 専門学校 医学アカデミー理学療法学科

12(日) 金子ピアノ教室 発表会 無料 13:00 13:30 16:30
金子ピアノ教室
【問】049-247-6314

19(日) 舞台 「不思議の国々のアリス」 関係者 13:00 13:30 15:30
NPO法人文化活動支援会まつり
【問】049-277-3314

21(祝) 小熊ピアノ教室 スプリングコンサート 関係者 13:00 13:30 16:00
小熊ピアノ教室
【問】090-5205-7793

26(日) 音研カルチャースクール発表会 関係者
10:20
16:20

10:30
16:30

12:00
18:00

日本総合音楽研究カルチャースクール

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) ピアノ発表会 無料 13:15 13:30 16:30
上野紀子ピアノ教室
【問】049-222-9689 (上野紀子)

5(日)
令和4年度
第一学院高等学校 卒業証書授与式

招待 12:30 13:00 14:00 第一学院高等学校 川越キャンパス

11(土) ＹＯＵＦＥＳ ～ＪＡＭＳＴＡＧＥ～ 関係者 12:15 12:45 16:00 株式会社アルフォ

12(日) ピアノ・エレクトーン発表会 無料 10:30 11:00 16:00
青山有子音楽教室
【問】049-234-2008

16(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

18(土) 第13回定期演奏会「美韻の会」 無料 13:10 13:30 16:10
松山女子高等学校 箏曲部
【問】0493-22-0251

19(日) パステル音楽院 発表会 無料 9:40 10:00 18:30
パステル音楽院
【問】0120-971-496
（パステル音楽院ハツカリセンター）

21(祝) ピアノ発表会 無料 13:00 13:30 16:45
久保田ピアノ教室
【問】049-271-5602

25(土) 坂戸西高校音楽部 第16回定期演奏会 無料 13:30 14:00 16:30
坂戸西高等学校 音楽部
【問】049-286-9473

26(日) 茶道研究会 関係者
9:00
12:30

9:30
13:00

12:00
15:00

淡交会埼玉県西武支部

27(月) かすみフラミンゴキッズ発表会 関係者 14:30 14:45 16:00 かすみフラミンゴキッズ

29(水) スプリングコンサート2023 無料 17:20 18:00 20:00 猪谷幸菜

31(金) 卒園式 関係者 12:40 13:00 16:00 ココス英語幼児園

掲載内容は令和5年2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6年2月利用の初日受付は、令和5年3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。!
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