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大ホール

6月
日付

1(木)
3(土)
7(水)
10(土)
11(日)
19(月)
22(木)
24(土)

開演

ウェスタ川越
ウェスタ川越

イベントスケジュール
イベントスケジュール
6 月開催のイベント一覧
11 月開催のイベント一覧

イベント詳細は、各々に掲載されている電話番号・メールアドレスまでお問い合わせください
SS：SS席

S：S席

A：A席 指：指定席

イベント名

自：自由席

当：当日券

チ：ウェスタ川越窓口でもチケット・整理券の取り扱いあり
（一部取り扱いがない券種もございます。）

入場 方 法

イベント名

お問い合わせ

一般：指 5,000円 会員：指 3,500円 チ 049-225-4292／kawagoe-ongaku@msc.biglobe.ne.jp
18 : 30 前田憲男 メモリーズ・オブ・ユー ゲストシンガー 渡辺真知子
新入会員：指 4,500円
川越音楽
049-226-2491
16 : 00 ワイズメンズクラブ国際協会第20回東日本区大会
無料
川越ワイズメンズクラブ（埼玉ＹＭＣＡ川越センター内）
03-3222-7982
14 : 30
チ
SS 7,000円
吉幾三45周年記念コンサート
（株）ベルワールドミュージック
18 : 00
amano60th.kawagoe@gmail.com
チ
15 : 00 天野正道 60th記念公演 アニバーサリー・コンサートツアー 川越公演 自 1,000円
佐藤正人
090-4096-3452／daiju1961@almond.ocn.ne.jp
自 1,000円
14 : 00 混声合唱団川越牧声会 第29回演奏会
混声合唱団 川越牧声会
03-6240-1052
S 4,000円 A 3,000円
14 : 00
チ
小江戸 特撰東西落語名人会
エイフル企画（株）
18 : 30
お試し席：2,000円
049-225-5703
（代）／dantai@kawagoeshi-syakyo-or.jp
9 : 30 第40回川越市シニア春季芸能大会
無料
川越市老人クラブ連合会
指 6,500円
（ 当 7,000円）
第30回川越いもの子作業所
049-223-0008／sasaerukai@crest.ocn.ne.jp
自 5,500円
（ 当 6,000円） チ
18 : 00
川越いもの子作業所チャリティコンサート実行委員会
「華原朋美・藤澤ノリマサ」チャリティコンサート
障害者・小学生以下：自 4,000円

25(日) 14 : 00

リハーサル室

日付

平成29年5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）

開演

《創立25周年記念》川越フィルハーモニー管弦楽団
川越市民文化祭 第27回 定期演奏会

自 800円
（ 当 1,000円） チ

イ ベインベ
トン
名ト 名

4(日) 13 : 00 大人の音楽演奏発表会

入場 方 法

お問い合わせ

無料

11(日) 14 : 00 川越混声合唱団 第5回ハートフル・コンサート

無料（要入場整理券）

18(日) 13 : 30 秀明英光高等学校 第18回吹奏楽部演奏会

無料

21(水) 14 : 00 みんなで歌おう
「小江戸川越童謡の会」6月例会

一般：自 1,200円
会員：自 1,000円

25(日) 14 : 00 クラシック専科第28回ジョイントリサイタル

（ピアノ・声楽・サックス演奏会）

多目的ホール Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

日付

開演

無料
入場方法

イベント名

開催ホール

A・B

1(木) 9 : 30 さくらほりきり「手作りふれあい広場」

無料

8(木) 9 : 00 平成29年度 いきがい大学川越学園(専攻）

関係者のみ参加可能 全面

10(土) 13 : 00 第2回 英語でニッポンを語ろう！コンテスト in 川越

無料（要事前申し込み） 全面

12(月) 11 : 00 カイゴのお仕事カフェｉ
ｎ 川越

無料

14(水) 9 : 00 平成29年度 いきがい大学川越学園(専攻）

関係者のみ参加可能 全面

15(木) 10 : 00 平成29年度 いきがい大学川越学園（一般）

関係者のみ参加可能 全面

16(金) 18 : 00 太蔵流「今の世の中こう生きる」講師 杉村太蔵

無料（要事前申し込み） 全面

17(土) 14 : 00 健康公開講座「骨粗しょう症・膝の痛み」

無料（要事前申し込み） C・D

18(日) 10 : 00 池田屋ランドセル展示受注会

無料

全面

A・B

18(日) 10 : 00 年金・ライフプランセミナー（郵便局・ゆうちょ銀行） 無料（要事前申し込み） C・D
21(水) 9 : 00 平成29年度 いきがい大学川越学園(専攻）
22(木) 10: 00 平成29年度 いきがい大学川越学園(一般）
28(水) 9 : 00 平成29年度 いきがい大学川越学園(専攻）
29(木) 10 : 00 外国人案内ボランティア育成講座

お問い合わせ

049-286-0686
清水音楽研究所
090-8477-4336
川越混声合唱団（代表：吉野）
048-781-8821
秀明英光高等学校（担当:矢口）
049-224-6403
小江戸川越童謡の会（担当：三島）
049-286-0686
クラシック専科
お問い合わせ

0436-25-2222
（株）さくらほりきり
048-728-8033
彩の国いきがい大学川越学園
080-4165-7432
「英語の通じる街」実行委員会
0422-70-2113
ユメックス（株）
048-728-8033
彩の国いきがい大学川越学園
048-728-7951
彩の国いきがい大学川越学園
049-265-6390／seibu@takuken.or.jp
（公社）埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部
03-3642-4193／ykohara@ync.ne.jp
（株）読売・日本テレビ文化センター（担当：戦略室 小原由起子）
0120-15-8983
池田屋
以下の郵便局・ゆうちょ銀行まで直接お問い合わせ下さい。

（川越市、富士見市、ふじみ野市、坂戸市、鶴ケ島市、
三芳町、越生町、毛呂山町、鳩山町、川島町）

048-728-8033
彩の国いきがい大学川越学園
048-728-7951
関係者のみ参加可能 全面 彩の国いきがい大学川越学園
048-728-8033
関係者のみ参加可能 全面 彩の国いきがい大学川越学園
048-833-2992 ／ jigyo@sia1.jp
無料（6/1までに
要事前申し込み） A・B （公財）埼玉県国際交流協会

関係者のみ参加可能 全面

049-249-3777 9 : 00〜19 : 00（点検日等の休館日を除く)

info@westa-kawagoe.jp

049-246-7426 とよしま
090-3477-1040 益田

http: //www.westa-kawagoe.jp
Twitter @westa̲kawagoe
Facebook ウェスタ川越

※主催者発表のあったイベントのみを掲載しています。※駐車場には限りがございますので、電車・バスなど公共交通機関でのご来館をお勧めいたします。 ※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。
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日商簿記３級講座

講座名・当月の開講日【テーマ】

講座日程

受講料

6/8〜11/9 毎週木曜日

講師：奥隅晏宏［税理士］ 全21回 9：30〜11：30

・15（木）
・22（木）
・29（木）
8（木）

ウェスタ川越の講座

川越文化コンシェルジュ講座

定員

会場

23,500円 24名

3階
研修室 4

1,050円 60名

2階
活動室 1

無料 15名

2階
活動室 5

6,600円 15組

3階
研修室 3

40,000円 24名

3階
研修室 4

第二弾

【 川越プレミアムが発信する文化資産】
11（日）
【 ユネスコ無形文化遺産としての川越氷川祭の山車行事】
25（日）

6/11、6/25 日曜日
全2回 14：00〜16：00

まちラボ特別編 まちでつくるプロジェクト

6/18、7/16、9/3 日曜日

講師：
（11日）櫻井理恵［（株）櫻井印刷所取締役社長］
（25日）田中敦子［川越市文化財保護課副課長］

【「まち」の発見！ 】
18（日）

講師：浅見俊哉［キュレーター・写真作家・KAPL代表］ 全3回 14：00〜17：00
ゲスト講師：遠藤一郎［未来芸術家］

6/20〜3/20
毎月第３火曜日
講師：守屋球子［臨床美術士］ 全9回 10：00〜12：00

臨床美術ワークショップ
20（火）

医療事務資格取得講座

6/20〜11/7 毎週火曜日
全20回 13：30〜15：30
講師：斉藤智津子 協力：
（株）
ソラスト

20（火）
・27（火）

おやこキモノ塾
24（土）

講師：石田智美［NPO法人川越きもの散歩］ほか

6/24、7/8、7/22 土曜日
全3回 9：00〜13：00

12名 2階
2,700円
（6組） 和室

こちらの講座は受け付けを終了しております
■パソコン 夜間コース：2（金）
・9（金）
・16（金）
・23（金）
・30（金） ■ヨガ 一般コース：2（金）
・16（金）
・30（金） ■TOEIC® 集中対策講座（入門編／応用編）：
3（土）
・10（土）
・17（土） ■タブラ：4（日）
・18（日） ■健康生活支援：6（火）
・13（火） ■ECO LIFE デザイン 子どもと一緒の環境講座〜みどりを広げて
【まち
ラボ シリーズ】： 6（火）
・27（火） ■語学講座 英語 : 7（水）
・14（水）
・21（水）
・28（水） ■宅建士資格取得講座 ： 7（水）
・14（水）
・21（水）
・28（水） ■美術 前期 :
7（水）
・21（水） ■ヨガ シニアコース : 9（金）
・23（金） ■毎日のくらしステップアップ：19（月） ■芸術文化史 ジャズ : 25（日）

6月8日(木)お申し込み受け付け開始の講座

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。

講座名

開講日

舞台芸術WS〈演劇〉しゃべるワークショップ
こども茶道教室

7/2（日）から
7/18（火）から

講師

室田百恵［俳優］
七五三掛宗桜［裏千家茶道助教授］

ZINE編集（ビギナーコース／ステップアップコース）

8/5（土）から

大津ゆかり［MOUNT ZINEディレクター・イラストレーター］

舞台芸術WS〈コンテンポラリーダンス〉うごくワークショップ

8/9（水）から

川合ロン［ダンサー・振付家］

映像編集

8/26（土）から

浅沼奨［映像クリエイター］

特別講演会第二弾 「南極の不思議」

8/27（日）

重松孝太朗［第56次南極地域観測隊隊員］

お申し込み

Web http: //www.westa-kawagoe.jp/course
Mail entry@westa-kawagoe.jp

お問い合わせ

ウェスタ川越講座お問い合わせ専用電話
※電話でのお申し込みは承っておりません。

Fax 049-249-1180
窓口 ウェスタ川越 1 階総合案内

9 : 00〜19 : 00(点検日等の休館日を除く)

049-249-1186

※講座内容、受け付け状況等については変更になる場合がございます。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

ウェスタ川越 5 階にある創業支援ルームが主となり実施するビジネス相談会です。

相談会名・当月の開催日・主催

費用

時 間・場 所

お問い合わせ

女性創業相談会 in ウェスタ川越

無料

10：00〜16：00※相談時間は50分です。 048-711-2222
創業・ベンチャー支援センター埼玉
5階 創業支援ルーム 相談室

埼玉県よろず支援拠点 出張相談会

無料

9：00〜17：00
5階 創業支援ルーム 相談室

8（木）

主催：創業・ベンチャー支援センター埼玉（（公財）埼玉県産業振興公社）

13（火）
・15（木）
・27（火） 主催：（公財）埼玉県産業振興公社 埼玉県よろず支援拠点事務局

0120-973-248

（公財）埼玉県産業振興公社

