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ウェスタ川越で9月に行われる催事・講座からのお知らせ・創業支援ルームからのお知らせ

イ ベ ント ス ケ ジ ュー ル

月

2018 年 9 月・10 月 ウェスタ川越 イベントスケジュール 第 36 号 平成 30 年 8 月 20 日発行（毎月 1 回発行）［編集・発行］指定管理者 NeCST（ネクスト）

● 発 行日時 点で主 催者発表のあったイベントのみを掲 載しています。（ 最 新 の 催 事 情 報はウェスタ川 越 H P でご確 認ください 。）
●イベント詳 細は、 各々に掲載されているお問い合わせ 先にてご確 認ください 。

提 ：提案事業…川越市の承認を受け、 指定管理者

A ：A 席

B ：B 席

㉄：お問い合わせ先

NeCST（ネクスト）が実施する事業

指 ：指定席

自 ：自由席

当 ：当日券

PS：PS 席

SS ：SS 席

S ：S 席

窓 ：ウェスタ川越窓口でもチケット・整理券の取り扱いあり、参加申し込み可能 ※一部取り扱いがない券種もございます。

※申込期間や発売開始日については各お問い合わせ先にてご確認ください。

大ホール

8（土） 12:00 第37回高齢社会をよくする女性の会 全国大会 in 川越

自 2,000円
（9/9多目的ホール参加費含む） ㉄049-2773744／koureikawa@yahoo.co.jp（大会事務局）

9（日） 14:00 音楽の集「ナスカ」カルミナ・ブラーナ演奏会

自

15（土） 14:00

２音大クラシック・コンサート
～尚美学園大学＆東邦音楽大学の競演～

3,000円 ㉄03-3814-4495（ナスカ事務局）

一般 自 1,000円
（ 当 1,500円） 高校生以下 自 入場無料（要
チケット） ㉄049-224-6157（川越市文化芸術振興課）

14:00
19（水）
北島三郎コンサート2018 歌と共に…
17:30

指

8,640円 ㉄03-3355-3553（株式会社アイエス）

29（土）
13:00 第8回大学ビッグバンド ジャズフェスティバル
30
（日）

一般 自 2,000円 学生 自 1,000円 ㉄049-222-0046／
窓
masahiro-yamazaki@deluxe.ocn.ne.jp（AMF実行委員会）

小ホール

一般 3,000円 学生 2,000円 ㉄049‐248‐7863
（佐々木崇コンサート事務局）
自 入場無料 ㉄eming18jul@yahoo.co.jp
（EMIエレク
トーン・ピアノ教室）

2（日） 14:30 EMIエレクトーン・ピアノ教室 第１回発表会
6（木） 10:00 川越童謡コーラス

自

9（日） 17:30 池田かつ美 メゾソプラノリサイタル

自

13（木） 10:00 川越童謡コーラス
提

ウェスタ川越 KOEDO お笑いグランプリ vol. 4 予選会

17（月・祝） 14:00

提

スマホで簡単 超 ！ 動画編集術

19（水） 14:00 みんなで歌おう
「小江戸川越童謡の会」9月例会
20（木） 10:00 うたえ！ 木曜ほっとパーク

入場無料（要整理券、定員150名） ㉄049-249-3777
（ウェスタ川越指定管理者NeCST）
受け付け終了 ㉄049-249-3777（ウェスタ川越指定管理者
NeCST）
一般 自 1,200円 会員 自 1,000円 ㉄049-224-6403（小
江戸川越童謡の会 三島）
自 1,000円
（要会員登録、当日手続き可能） ㉄048-7282421（うたえ！木曜ほっとパーク）
自

ソプラノデュオでおくる オータムコンサート
〜心地よいハーモニーをあなたに〜
提 ウェスタ川越
『クラシック名曲の旅』～どこかで聴いた名曲シリーズ～
24（月・休） 11:00
弦楽四重奏でまなぶ旅 第1回 ハイドン、モーツァルト「弦楽四重奏黎明期」
27（木） 10:00 川越童謡コーラス

多目的ホール

ホール区分

1（土）
10:00 住友不動産 新築そっくりさん 住まいの大リフォーム博
2（日）

ホール区分

2（日） 14:00

窓

C・D
A

ホール区分

B・C

関係者のみ参加可能 ㉄048-728-8033（彩の国いきがい大学川
越学園）
関係者のみ参加可能 ㉄048-728-7951（彩の国いきがい大学川
越学園）
自 2,000円
（9/8大ホール参加費含む） ㉄049-277-3744／
koureikawa@yahoo.co.jp（大会事務局）

ホール区分

6(木)

10:00 平成30年度 いきがい大学川越学園（一般）

ホール区分

9:00

9(日)
10（月）

17（月・祝）

全面

ホール区分

全面

13:40
彩の国大学コンソーシアム公開講座
15:25

ホール区分

入場無料（要事前申し込み） ㉄049-279-2705（彩の国大学コン
ソーシアム公開講座分科会事務局）

ホール区分

関係者のみ参加可能 ㉄048-728-8033（彩の国いきがい大学川
越学園）

ホール区分

入場無料（要事前申し込み） ㉄049-279-2705（彩の国大学コン
ソーシアム公開講座分科会事務局）

ホール区分

一般5,000円 学生3,000円（要事前申し込み） ㉄ info@kkh-

C・D

9:00 平成30年度 いきがい大学川越学園(専攻）

12(水)
13（木）

第37回高齢社会をよくする女性の会
全国大会 in 川越

全面

13:40
彩の国大学コンソーシアム公開講座
15:25

全面

C・D

A・B・C juku.com（「小江戸川越ホスピタリティ塾」運営事務局 江守）
ホール区分

全面

ホール区分

A・B

13:40
彩の国大学コンソーシアム公開講座
15:25

入場無料（要事前申し込み） ㉄049-279-2705（彩の国大学コン
ソーシアム公開講座分科会事務局）
関係者のみ参加可能 ㉄048-728-8033（彩の国いきがい大学川
越学園）
関係者のみ参加可能 ㉄048-728-7951（彩の国いきがい大学川
越学園）

19(水)

9:00 平成30年度 いきがい大学川越学園(専攻）

ホール区分

20(木)

10:00 平成30年度 いきがい大学川越学園（一般）

ホール区分

全面
全面

第六回 玄心書展
22（土）
9:00
23（日・祝）

ホール区分

24(月・休) 12:00 コエドビール祭2018 in 川越

ホール区分

全面
全面

13:15 2018年度秋季障がい者ワークフェスタ

26(水)

9:00 平成30年度 いきがい大学川越学園(専攻）

一般 自 1,000円（ 当 1,200円） 小中高生 自 500円 ㉄0906542-3952（映画「米軍が最も恐れた男 その名は、カメジロー」
上映実行委員会 勝俣明夫）

ホール区分

C・D

21（金） 13:00

入場無料 ㉄048-601-1607（東京矯正管区成人矯正第二課）

ホール区分

全面

ホール区分

全面

窓

入場無料 ㉄049-232-0589（玄心書道会 清水華渓）
入場無料（飲食販売あり） ㉄0570-018-777（「コエドビール祭
2018 in 川越」実行委員会）
入場無料（要事前申し込み、当日参加可能）㉄049-249-8772／info-kawagoe@
welbe.co.jp（埼玉県発達障害者就労支援センター ジョブセンター川越）
関係者のみ参加可能 ㉄048-728-8033（彩の国いきがい大学川
越学園）

『 ウェスタ川越の講座 』 からのお知らせ
窓

700円 ㉄080-5410-9242（岩田）

一般 自 1,500円（ 当 1,700円） 学生 自 １,000円（ 当 1,200円）
窓
㉄049-247-4794（まいまい倶楽部 井上）
一般 自 1,000円 大学生以下 自 ５００円（定員180名）
窓
㉄049-249-3777（ウェスタ川越指定管理者NeCST）
月団費3,000円 ㉄0120-104-315（童謡コーラス支援事務局）

13:40
1（土）
彩の国大学コンソーシアム公開講座
15:25

9:30 年金・ライフプランセミナー（郵便局・ゆうちょ銀行）

2,000円 ㉄049-233-2104（池田）

自

親子で身体を動かそう☆わくわくリトミック体験

23
（日・祝） 14:00

2（日）

入場無料 ㉄090-5557-8160（高野）

入場無料（要事前申し込み） ㉄049-279-2705（彩の国大学コン
ソーシアム公開講座分科会事務局）

C・D

9:00 平成30年度 いきがい大学川越学園(専攻）

25(火)

月団費3,000円 ㉄0120-104-315（童謡コーラス支援事務局）

16（日） 13:30

9:30

窓

月団費3,000円 ㉄0120-104-315（童謡コーラス支援事務局）

8（土） 14:00 男声合唱団「みちくさ」第２回演奏会

22（土）

窓

ホール区分

5(水)

10:00 映画「米軍が最も恐れた男
17（月・祝） 14:00
18:00 その名は、カメジロー」上映会

一般 S 5,500円 大学生以下 S 5,000円 一般 A 4,500円
大学生以下 A 4,000円 ㉄049-249-3777（ウェスタ川越
指定管理者NeCST）

1（土） 14:00 佐々木崇 珠玉の室内楽コンサートⅠ 〜室内楽の名曲〜

13:40 彩の国大学コンソーシアム公開講座
15:25

窓

㉄0120-240-540（カンフェティ） 窓

自

4（火）

15（土）
10:00 第4回 ウェスタ川越矯正展
16（日）

茂木大輔の生で聴く のだめカンタービレの音楽会Vol.2
22
（土） 15:00
“黒木くん祭り! オーボエ祭り!!” ウェスタ川越スペシャル企画

自

3（月） 13:40

窓

S 5,800円

提

9月 ウェスタ川越 イベントスケジュール

13（木） 19:00 小江戸川越ホスピタリティ塾

20（木） 14:00 フォレスタコンサート in 川越

A 5,300円

多目的ホール Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

2018

【 先着受け付けの講座】 9/21（金）9 : 00 〜 受け付け開始

特別講演会 第三弾

開催日時：11/18（日）14：00～16：00 会場：2階活動室1 受講料：800円／全1回 定員：40名

【 抽選受け付けの講座】受付期間 9/21（金）9 : 00 〜 9/28（金）9 : 00

抽選期間内で定員に達しなかった場合、 先着順にて受け付けいたします。

暮らしの学問 実践栄養学

開催日時：11/16（金）～1/25（金）14：30～16：30 会場：3階研修室4 受講料：3,600円／全5回 定員：20名

プログラミングラボ

開催日時：11/17（土）～1/19（土）①10:00～12:00（小学3年生〜）②14:00～16:00（小学5年生〜中学生）
会場：２階活動室4 受講料：3,500円／全3回 定員：各 10名

臨床美術ワークショップ

開催日時：11/28（水）～3/27（水）10：00～12：00 会場：3階研修室3

■お申し込み www.westa-kawagoe.jp/course

受講料：3,600円／全5回 定員：1 5 名

■講座お問い合わせ【MAIL】
entry@westa-kawagoe.jp 【TEL】049-249-1186 ※電話でのお申し込みはできません。

講座内容は変更になる場合がございます。 予めご了承ください。 講座の詳細についてはウェスタ川越 HP、 チラシ等をご覧ください。

創業支援ルームからのお知らせ

入場無料
（ 要事前申し込み） ㉄049-279-2705
（彩の国大学コ
ンソーシアム公開講座分科会事務局）

埼玉県よろず支援拠点 出張相談会

入場無料 ㉄atsukawa.kazuto@j.sumitomo-rd.co.jp
（住友
不動産株式会社 熱川）

開催日時：9/12（水）
・20（木）
・26（水）9：00〜17：00 会場：5階 創業支援ルーム内 費用：無
料 ㉄0120-973-248（公益財団法人埼玉県産業振興公社埼玉県よろず支援拠点事務局）

女性創業相談会 in ウェスタ川越

開催日時：9/13（木）10：00〜16：00 ※相談時間は50分です。 会場：5階 創業支援ルー
ム内 費用：無料 ㉄048-711-2222（創業・ベンチャー支援センター埼玉）

セカンドキャリア（シニア）創業相談会 in ウェスタ川越

開催日時：9/8（土）10：00〜16：00 ※相談時間は50分です。 会場：5階 創業支援ルーム
内 費用：無料 ㉄048-711-2222（創業・ベンチャー支援センター埼玉）

経営力向上ミニセミナー

開催日時：9/5（水）
・12（水）
・19（水）
・26（水）18：00〜20：00 会場：5階 創業支援ルーム
内 受講料：無料 ㉄0120-973-248（公益財団法人埼玉県産業振興公社埼玉県よろず支
援拠点事務局）

入場無料（ 要事前申し込み） ㉄川越市、富士見市、ふじみ野市、
坂戸市、鶴ヶ島市、三芳町、越生町、毛呂山町、鳩山町、川島町の郵便局・
ゆうちょ銀行まで直接お問い合わせ

平成30年度メンタルヘルス講演会「発達障害を知り ホール区分 入場無料（ 要事前申し込み） ㉄049-227-5102（ 川越市保健所
財産に変えるメソッド～生きづらさは克服できる～」 B・C・D 保健予防課 精神保健担当）
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小ホール

2018

ウェスタ川越で 10 月に行われる催事・講座からのお知らせ・創業支援ルームからのお知らせ

イ ベ ント ス ケ ジ ュー ル

月

㉄：お問い合わせ先

NeCST（ネクスト）が実施する事業

指 ：指定席

自 ：自由席

当 ：当日券

PS：PS 席

SS ：SS 席

S ：S 席

窓 ：ウェスタ川越窓口でもチケット・整理券の取り扱いあり、参加申し込み可能 ※一部取り扱いがない券種もございます。

※申込期間や発売開始日については各お問い合わせ先にてご確認ください。

大ホール

6（土） 13:00

公益社団法人埼玉県理学療法士会45周年記念事業
「夢・はぐくむ！」〜さまざまな人との関わりを通して〜

入場無料（要事前申し込み）㉄jimushitsu1971@saitamapt.or.jp（公益社団法人埼玉県理学療法士会 事務室）
自

一般 S 5,000円 大学生以下 S 4,500円 一般 A 4,000円

ウェスタ川越『クラシック名曲の旅』〜どこかで聴いた名曲シリーズ〜
大学生以下 A 3,500円 オーケストラとめぐる旅［全3回セット］
（S席）
7（日） 14:00 オーケストラとめぐる旅
一般13,500円 大学生以下12,150円
第1回 スペインからロシアへ〈アランフェス〉＆〈展覧会の絵〉
提

窓

㉄049-249-3777（ウェスタ川越指定管理者NeCST）

8（月･祝） 13:30
10（水） 18:30
14:00
17:30

13（土） 14:00

ウェスタ川越 KOEDO お笑いグランプリ vol.4
決勝大会
提

川越特選寄席 三遊亭好楽・春風亭昇太・ナイツ

入場無料（要整理券※8/28〜配布） ㉄049-249-3777（ウェ
スタ川越指定管理者NeCST）
自

S 4,000円

A 3,500円

式会社イズム）

B 3,000円

㉄048-872-1113（株

五木ひろしコンサート2018

指

7,560円 ㉄03-3355-3553（株式会社アイエス）

川越マンドリンクラブ 第20回定期演奏会

自

入場無料 ㉄049-225-0093（事務局 渡辺礼子）

窓

窓

窓

指 1,000円 ㉄049-249-3777
（ウェスタ川越指定管理者
NeCST）

窓

「人生フルーツ」
＋
「居酒屋ばぁば」スペシャル上映会
21（日） 13:15
＆伏原健之監督トークショー

1,500円 ㉄049-249-3777（ウェスタ川越指定管理者
NeCST）

窓

21（日） 18：45 「人生フルーツ」単発上映会

1,000円 ㉄049-249-3777（ウェスタ川越指定管理者
NeCST）

窓

27（土）

14:00
18:00

28（日） 13:00
28（日） 19:00

夢スター歌謡祭 細川たかし 長山洋子
〜ふたりのビッグショー〜

指

PS 7,344円

ループ）

SS 6,264円

㉄0570-064-724（株式会社夢グ

第13回 童謡・唱歌フェスティバル IN川越2018

自

サッカー2級・3級審判資格更新講習会

関係者のみ参加可能（要事前申し込み） ㉄qyh01421@nifty.
com（埼玉県西部地区サッカー審判委員会）

入場無料 ㉄049-287-6535／090-7736-9932（前田千惠子）

小ホール

4（木）

10:00 川越童謡コーラス

月団費3,000円 ㉄0120-104-315（童謡コーラス支援事務局）

4（木）

14:00 合唱講座 〜心を繋ぐハーモニー〜

500円（要事前申し込み） ㉄049-296-2000 / infor@
yamamura-tandai.ac.jp（山村学園短期大学 公開講座係）

6（土）

13:00 津軽三味線 貢敏会おさらい会

自

₇（日）

10:50 ベビーカーコンサート in 川越（第9回）

一般 自 700円 乳幼児 自 300円 ㉄080-5037-7177／
minikoedo@gmail.com（櫻井）

9（火）

自

18（木） 10:00 うたえ！ 木曜ほっとパーク

9:30

stella piano circle 10月 弾き合い会

10（水） 14:00 みんなで歌おう
「小江戸川越童謡の会」10月例会

1（月）
3（水）
4（木）

1,000円（要会員登録、当日手続き可能） ㉄048-728-2421

（うたえ！木曜ほっとパーク）

一般 1,200円 会員
川越童謡の会 三島）

自

1,000円 ㉄049-224-6403（小江戸

全面

平成30年度 いきがい大学川越学園（専攻）

ホール区分

10:00 平成30年度 いきがい大学川越学園（一般）

ホール区分

9:00

全面
全面

ホール区分

11（木） 10:00 平成30年度 いきがい大学川越学園（一般）

ホール区分

9:00

全面
全面

入場無料 ㉄049-229-5522（株式会社求人ジャーナル 川越営
業所）
関係者のみ参加可能 ㉄048-728-8033（彩の国いきがい大学
川越学園）
関係者のみ参加可能 ㉄048-728-7951（彩の国いきがい大学
川越学園）
関係者のみ参加可能 ㉄048-728-8033（彩の国いきがい大学
川越学園）
関係者のみ参加可能 ㉄048-728-7951（彩の国いきがい大学
川越学園）

12（金） 13:00
13（土）
第38回武蔵野書展
14（日） 10:00
15（月）

ホール区分

20（土） 14:00 第58回城西大学薬学部 生涯教育講座

ホール区分

9:00

全面

平成30年度 いきがい大学川越学園（専攻）

27（土）
10:00 2018武州ガスくらし快適応援フェスタ
28（日）

C・D

ホール区分

全面

ホール区分

全面

入場無料 ㉄049-261-2538（武蔵野書人会事務局 明石）

一般2,000円（城西大学・城西国際大学の薬学部在学生及び卒業
生、または日本薬学会の会員証提示で無料） ㉄03-6267-4550
（株式会社毎日学術フォーラム）
関係者のみ参加可能 ㉄048-728-8033（彩の国いきがい大学
川越学園）
入場無料 ㉄049-241-9000（武州ガス株式会社）

創 業 支 援 ル ームからのお知らせ
埼玉県よろず支援拠点 出張相談会

開催日時：10/10（水）
・18（木）
・24（水）9：00〜17：00 会場：5階 創業支援ルーム内 費用：無料
㉄0120-973-248（公益財団法人埼玉県産業振興公社埼玉県よろず支援拠点事務局）

女性創業相談会 in ウェスタ川越

開催日時：10/11（木）10：00〜16：00 ※相談時間は50分です。 会場：5階 創業支援ルーム内
費用：無料 ㉄048-711-2222（創業・ベンチャー支援センター埼玉）

セカンドキャリア（シニア）創業相談会 in ウェスタ川越

開催日時：10/13（土）10：00〜16：00 ※相談時間は50分です。 会場：5階 創業支援ルーム内
費用：無料 ㉄048-711-2222（創業・ベンチャー支援センター埼玉）

経営力向上ミニセミナー

開催日時：10/3（水）
・10（水）
・17（水）
・24（水）18：00〜20：00 会場：5階 創業支援ルーム内
受講料：無料 ㉄0120-973-248（公益財団法人埼玉県産業振興公社埼玉県よろず支援拠点事務
局）
アクセス
■JR川越線、東武東上線「川越駅」西口より徒歩約5分
■西武新宿線「本川越駅」より徒歩約15分

入場無料 ㉄090-2621-6046（貢敏会会主 小山貢敏）

自

ホール区分

13:00 転職プラザ×就活プラザ in 川越

自

要事前申し込み ㉄stellapianocircle@gmail.com（stella
piano circle）

月団費3,000円 ㉄0120-104-315（童謡コーラス支援事務局）

平成30年度 いきがい大学川越学園（専攻）

10（水）

24（水）

21（日） 10：30 「居酒屋ばぁば」単発上映会

指

多目的ホール Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

提 ：提案事業…川越市の承認を受け、 指定管理者

12（金）

月団費3,000円 ㉄0120-104-315（童謡コーラス支援事務局）

25（木） 10:00 川越童謡コーラス

●イベント詳 細は、 各々に掲載されているお問い合わせ 先にてご確 認ください 。

B ：B 席

11（木） 10:00 川越童謡コーラス

2018 年 9 月・10 月 ウェスタ川越 イベントスケジュール 第 36 号 平成 30 年 8 月 20 日発行（毎月 1 回発行）［編集・発行］指定管理者 NeCST（ネクスト）

● 発 行日時 点で主催者発表のあったイベントのみを掲 載しています。（ 最 新 の 催 事 情 報はウェスタ川 越 H P でご確 認ください 。）

A ：A 席

1 0月 ウェスタ川越 イベントスケジュール

〒3 5 0 -1 1 2 4 埼 玉 県 川 越 市 新 宿 町 1 -1 7 -1 7
TEL. 049-249-3777

施設予約専用

049-249-1182

9：00〜19：00（点検日等の休館日を除く）

MAIL info@westa-kawagoe.jp
ウェスタ川 越の
イベント情 報を
ネットで ゲット！

ウェスタ川 越

検索

www.westa-kawagoe.jp

「本川越駅」よりバスをご利用の場合
■「本川越駅」西武バス乗り場 ①番
・ 新所02、本55系統「川越駅西口」下車 徒歩約５分
・ 本53、本54系統「ウェスタ川越前」下車すぐ
■「本川越駅」西武バス乗り場 ②番
・ 川越35、川越35-1系統「ウェスタ川越前」下車すぐ
●駐車場は左折での入場となります。 ●利用料金：入庫後
1時間無料以後1時間ごとに200円。 ●駐車場は204台分
ありますが、大変混雑が予想されるため、なるべく公共交
通機関をご利用ください。
無 料
メール
会 員

※掲載内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。 ※各イベントは発行時点で、チケット販売・受け付けが終了している場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

