
運動公園

※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(4月)

３
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

西文化会館(メルト）

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

（全１２回）

60歳以上 9:45～11:15

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

（全１２回）

60歳以上 9:45～11:15

ソフトエアロビクス教室 18歳以上 13:00～14:30

令和5年度
毎日を楽しく過ごすための体力づくりをしませんか？

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、運動公園総合体育館にお問い合わせください。

5月31日

6月7日・14日・21日・28 日（ 全 5 回）

定 員 10人※18歳以上
［講師］ ERI

毎週水曜日 14：00～15：00

参加費 5,000円 ※参加費は初回にお支払いください。

ダンス歴21 年。
埼玉・東京のダンススクールに通う。
短期間のLA 留学にて様々なダンスを学ぶ。
ジャンル：HIP HOP
カッコイイ系からセクシー系いろいろやります！
現在は大人から子供、男女問わず指導し、
講師メインで活動中。

メルト ダンス教室 ～HIP HOP を踊ろう ～

【申し込み】令和5年4月24日(月)午前9時から受付開始（先着順） ※詳しくは、西文化会館にお問い合わせください。

テレビなどで見るカッコいいダンスを踊ってみたい初心者でも大丈夫です！この機会に楽しく踊ってみませんか？

5月25日 6月1日・8日（全3回）

定 員 10人※18歳以上
おおかわ りょうこ

［講師］ 大 川 綾 子

毎週木曜日 午前10時～11時

参加費 3,500円
入門用オカリナ（Ｃ管プラスチック製）付き

洗足学園大学音楽学部卒業、同
大学専攻科修了。
フルートを辻中政恵氏、渡部享氏、
酒井秀明氏の各氏に師事。
現在、一般財団法人ヤマハ音楽振
興会フルート科オカリナ科の認定講
師としてレッスン活動の他、音の泉メ
ンバーとして学校音楽鑑賞会、福
祉施設等で演奏活動中。
これまでに、茨城県守谷市、つくば
みらい市の公民館でオカリナ講座を
担当。

初心者オカリナ教室

【申し込み】令和5年4月17日(月)午前9時から受付開始（先着順） ※詳しくは、西文化会館にお問い合わせください。

20名程度 ※18歳以上
（最低開講人数5名）

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！

各回1,500円（資料代含む。）

【申し込み】 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
または、お電話での申し込みも受け付けています。

定 員

参加費

好評受付中

曜 日 教 室 名 日 程 対 象 時 間 募集人数 参 加 費

月曜日
ヨ ガ 教 室 5月8日～7月10日

（全10回）
18歳以上

10:30～11:30 各20人
（先着）

各 6,500円
ピ ラ テ ィ ス 教 室 19:00～20:00

【申込み方法】 運動公園総合体育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

2(日) 長坂音楽教室 ピアノ発表会 無料 11:00 12:00 15:30 長坂音楽教室

8(土) 川越女子高校英語劇部 春季自主公演 招待 13:00 13:30 15:00 川越女子高校英語劇部

9(日) イルカン♪牧声会♪スプリングコンサート 整理券 12:30 13:00 16:30 男声合唱団イル・カンパニーレ

16(日) 山﨑麻矢モダンバレエスタジオ 2023年発表会 招待 14:30 15:00 17:00 山﨑麻矢モダンバレエスタジオ

19(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

22(土) 第40回川越女子高校フォーク部 定期演奏会 無料 13:00 13:30 16:00
川越女子高校フォーク部
【問】049-222-3511

23(日) 県立川越高校古典ギター部 第53回定期演奏会 無料 13:00 13:30 16:00 県立川越高校古典ギター部

29(祝) 川越東高校マンドリンギター部 第28回定期演奏会 無料 14:00 14:30 16:05
川越東高校マンドリンギター部
【問】049-235-4811

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4
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(土) ピアノ発表会 無料
10:00
13:45
17:30

10:15
14:00
17:40

13:30
17:30
18:30

長谷川真理ピアノ会
【問】080‐3924-0971（坂口）

2(日) ピアノ・バイオリン発表会 無料 12:45 13:00 16:00
ベルカント アカデミー
【問】049‐243‐2735

3(月) 入学許可式 関係者 9:30 10:00 11:00 専門学校医学アカデミー理学療法学科

5(水) 埼玉県高校野球春季西部地区大会抽選会 関係者 14:00 14:30 16:30 埼玉県高校野球連盟

8(土) 組体操発表会 関係者 13:00 13:30 15:30 埼玉県組体操協会・日本なわとび協会

9(日) 荒木音楽教室 ピアノ発表会 無料 11:00 11:30 16:00
荒木音楽教室
【問】090-1202-0532

16(日) ピアノ発表会 関係者 13:15 13:30 16:00
音楽教室 Ｆｌｕｇｅｌ
【問】049‐293‐7878

30(日) ピアノコンサート 関係者 12:00 12:30 16:20 浅子ピアノ教室

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(土) ひつじ幼稚園ピアノ発表会 関係者 13:15 13:30 16:00 ひつじ幼稚園 ピアノ教室

2(日) 住友あおい自治会 第４８回通常総会 関係者 9:00 9:30 12:00 住友あおい自治会

9(日)
女声合唱団アンサンブルファンタジア
第４回演奏会

500円 13:30 14:00 15:30
アンサンブルファンタジア
【問】049-244-8912(岡野明子)

12(水) 令和5年度 第一学院高等学校 入学式 招待 12:00 12:30 14:00 第一学院高等学校 川越校

15(土) 入学式 関係者 13:30 14:00 15:30 わせがく夢育高等学校川越キャンパス

16(日) ピアノ・エレクトーン発表会 関係者 10:15 10:30 15:30 森音楽教室

20(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）

22(土) 海沼音楽教室発表会 関係者 14:30 15:00 16:30
海沼音楽教室
【問】080-3445‐2384

23(日) 佐野ギター教室発表会＆ミニコンサート 無料 12:45 13:00 16:30
エストレーラ
【問】049-287-6482(佐野ギター教室)

29(祝) 音楽発表会 無料
12:15
15:45

12:30
16:00

15:15
19:00

おんがくえん若葉教室

30(日) ｍｅｌｏｄｙピアノ発表会 無料 13:00 13:30 15:45 ｍｅｌｏｄｙピアノ教室

掲載内容は令和5年3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3月利用の初日受付は、令和5年4月1日(土）、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。!

広 告 掲 載 募 集

「 イ ベ ン ト ガ イ ド 」 発行部数
発行日 毎月1日に約1,000部
増刊号 約20,000部
公社ホームページにもカラーで掲載
川越市施設管理公社ホームページに掲載する「バナー広告」も募集しています。

●●●定期演奏会
●月●日 ●：●●開演
入場料 ●●●円
会 場 ●●●●●●

主催 ●●●●●●

【お問合せ】 （公財）川越市施設管理公社事務局 TEL049-225-8720 または、川越市施設管理公社ホーム
ページよりお問い合わせください。

皆様の疑問・質問に会館コンシェルジュとして、スタッフが内容に応じアドバイスさせていただきます。

やまぶき会館・西文化会館(メルト）・南文化会館(ジョイフル）

会場見学可能！お気軽にお問い合わせください。

ホールを使って催し物を開きたい。

予算はどのくらい必要なんだろう？

子ども会の集まりの場所を探してる。

飲食の持ち込みできるのかな？

窓口・電話・メールにて、ご相談ください。会場見学につきましては、利用状況の確認が必要となります。必ず、ご予約をお願いします。

【相談例】
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