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※特に断りがない限り、本誌掲載の公演・講座などの事業の主催は NeCST です。

EVENT INFORMATION

提案事業

ミュージカル『ミス・サイゴン』
日本初演30周年記念公演
11/11（金）・12（土）・13（日）12：00開場／13：00開演　 大ホール
全席指定　🆂15,000円／🅰10,000円／🅱4,500円
2022年、今、奏でる――命をかけて貫いた愛
1992年の日本初演からエンジニア役を演じ続け
る市村正親さんの出身地、埼玉・川越で大千穐
楽を迎えます!
■製作：東宝

埼玉・川越公演キャストスケジュール

※その他のキャストスケジュールはウェスタ川越公式ウェブサイトをご覧ください。

11/11（金） 11/12（土） 11/13（日） 大千穐楽
エンジニア 市村正親 市村正親 市村正親

キム 昆 夏美 屋比久知奈 昆 夏美
クリス 海宝直人 チョ・サンウン 小野田龍之介
ジョン 上原理生 上野哲也 上原理生
エレン 松原凜子 仙名彩世 松原凜子
トゥイ 神田恭兵 西川大貴 神田恭兵
ジジ 青山郁代 則松亜海 青山郁代

劇団四季ミュージカル               6/29（水）一般発売

『ロボット・イン・ザ・ガーデン』
8/19（金）17：15開場／18：00開演　 大ホール
全席指定　🆂9,900円／🅰6,600円／🅱3,300円
壊れかけたら、直せばいい。家族の絆も、ロボットも。
壊れかけのロボットとの出会いが、止まっていた男の人生をふ
たたび動かし始める――。2015年に、イギリスの作家デボラ・インストールによって生
まれた小説「ロボット・イン・ザ・ガーデン」は、世界各国で多くのファンに愛されてい
ます。そんな物語を、劇団四季がオリジナルミュージカルとして舞台化。心に傷を抱え
た男と壊れかけのロボットによる、トラブルだらけの旅。イギリスを飛び出し、アメリカ、
日本……やがてふたりは心を通わせていく……。大切なものに気づき、成長していく物
語を、オリジナルの楽曲と華やかな演出で彩ります。さあ、あなたもロボットと、心温ま
る旅にでかけてみませんか？

※ 3 歳未満のお子様のご入場はご遠慮く
ださい。

提案事業

川越市文化芸術振興課、やまぶき会館、メルト、
ジョイフル、KFPオンラインチケットサービス   

撮影：阿部章仁　※写真は過去の公演より

川越市市制施行100周年記念事業

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～
9/10（土）13：00開場／14：00開演 大ホール
全席自由　1,000円（当日1,500円）
小中高生無料  小学生の同伴者１名無料（要チケット）

尚美ウィンド・フィルハーモニー
「ブラバン万歳!吹奏楽にできること」～野球応援からポップスまで～
演奏前に尚美学園大学後藤教授によるクラシックコンサート鑑賞マナーについ
てのレクチャーを行います!

【曲目】F．レハール / 山本訓久編曲：ワルツ《金と銀》、酒井格：《大仏と鹿》、
福田洋介 ：《さくらのうた》、岩井直溥：ポップス・マーチ《すてきな日々》、
J．シベリウス/C．マカリスター編曲：交響詩《フィンランディア》

東邦音楽大学管弦楽団
【曲目】A.ドヴォルジャーク：交響曲第9番 ホ短調 op.95「新世界より」

■主催：川越市　■後援：川越市教育委員会、（公財）川越市施設管理公社、
指定管理者NeCST
■お問い合わせ：
川越市文化芸術振興課 049-224-6157（平日8時30分～17時15分）
※ 100 周年記念事業として、指揮者への質問を募集します（質問への回答は演奏会
当日に配布するプログラムに掲載します）。ご応募いただいた方から抽選で 10 名様
に粗品をプレゼントします!

川越市制100周年記念

会員
特典公演

※チケット発売日表記中の “会員” とはウェスタ川越webメンバーズ会員のことです。ウェスタ川越webメンバーズ会員の方は『ウェスタ川越オンラインチケットサービス』をご利用ください。

期間：7/7（木） 12：00 ～ 7/17（日） 23：59
※購入枚数3枚まで。 ※予定枚数に達し次第、受け付け終了。

wm会員先行販売につきまして

※未就学のお子様のご入
場はご遠慮ください。

 Pコード511-995  劇団四季   

 Pコード513-336  ローソンチケット
Lコード 35173   ※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

会員：7/7（木）｜一般：7/26（火）発売

尚美ウィンド・フィルハーモニー 東邦音楽大学管弦楽団

7/1（金）発売

応募はこちら
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チケット
購入方法

 ウェスタ川越1階総合案内窓口販売 
9：00～19：00 （点検日等の休館日を除く）  ※電話でのご予約は承っておりません。

 ウェスタ川越オンラインチケットサービス 
https://p-ticket . jp/westa-kawagoe 
※ご予約受け付けは各発売日当日の12：00からです。 

※本紙発行後にチケットが完売とな
る場合がございます。 ※やむを得な
い事情により、出演者・内容等が変
更になる場合がございます。 ※公演
中止の場合を除き、お買い求めいた
だきましたチケットのキャンセル、変
更等はできません。

 チケットぴあ https://pia. jp

 イープラス https://eplus. jp

 それぞれのご案内をご覧ください。

ウェスタ川越 検索  
www.westa-kawagoe.jp

ウェスタ川越
公式ウェブサイト

会員募集中!
入会金・年会費 無料

ウェスタ川越
webメンバーズ

お問い合わせ：ウェスタ川越 〒350-1124 埼玉県川越市新宿町1-17-17　TEL 049-249-3777  9：00～19：00（点検日等の休館日を除く） ※お電話でのお申し込みは承っておりません。

ウェスタ川越
新型コロナウイルス
感染防止への取り組み

お申し込み WEB  https://www.westa-kawagoe.jp/course  FAX  049-249-1180  窓口  ウェスタ川越1階総合案内 講座専用SNS @kouza.westa @kouza_westa @kouza_westa

あらたな
学 び をここから

各講座のお問い合わせ

049-249-1186
e n t r y @ w e s t a - k a w a g o e . j p

電話でのお申し込み
は承っておりません（ ）

経営・ビジネス情報経営・ビジネス情報  相談会など毎月開催しています  相談会など毎月開催しています お申し込みは主催者まで。  お問い合わせは創業支援ルーム TEL 049-249-1185お申し込みは主催者まで。  お問い合わせは創業支援ルーム TEL 049-249-1185
女性創業相談会 in ウェスタ川越　7/14（木） 10：00～16：00 
■会場：5階創業支援ルーム内　■相談時間：50分　■費用：無料
■主催：創業・ベンチャー支援センター埼玉（公益財団法人 埼玉県産業振興公社）
※詳細・お問い合わせは、創業・ベンチャー支援センター埼玉ウェブサイトか、048-711-2222まで

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止させていただく場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

埼玉県よろず支援拠点 出張相談会　7/13（水）・21（木）・27（水） 9：00～17：00
■会場：5階創業支援ルーム内　■費用：無料 
■主催：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 
※詳細・お問い合わせは、公益財団法人埼玉県産業振興公社ウェブサイトか、0120-973-248まで

日商簿記3級取得講座  6/27（月）10：00～受け付け開始（先着）

2022年11月29日の日商簿記検定試験3級合格を目指す全15回の講座です。
■日時：8/2（火）～11/15（火） 14：00～16：00　■会場：3階研修室4
■受講料：20,000円／全15回（テキスト代、受験料含む）　■定員：30名
■備考：日商簿記検定試験3級（試験日 11/29（火） 会場 ウェスタ川越 3階研修室4）
■講師：玉川善章（学習簿記インストラクター）

こども科学 夏の天体観測  6/27（月）10：00～受け付け開始（先着）

8/6（土）「スライムで夜空をつくろう!」
8/7（日）「ビニール傘に星座を描いてみよう!」
■時間：14：00～16：00　■会場：2階活動室3
■受講料：500円／全1回　■定員：各12名　
■対象：小学生　■講師：糸賀富美男（星と宇宙のミニ博物館「青星」館長）

ベビーマッサージ　 6/27（月）10：00～受け付け開始（先着）

ベビーマッサージは赤ちゃんの成長を促進したり、ママ・パパにもリラックス効果が期待できます。

■日時：①8/19（金） ②9/9（金） ③9/16（金） 9：30～11：30
■会場：3階研修室2・3　■受講料：1,000円／全１回　
■定員：① ②12組24名 ③13組26名　
■対象：3か月～11か月の赤ちゃんと保護者　
■講師：小宮しのぶ（ベビーマッサージセラピスト）

SDGs アウトサイダーアート編  6/27（月）10：00～受け付け開始（先着）

障害の有無や年齢に関わらず、誰でも参加できる絵画ワークショップです。
■日時：8/21（日）  14：00～16：00　■会場：3階研修室2・3
■受講料：無料／全1回　■定員：10組20名
■対象：障害のある方（子どもから大人まで）、家族の方、一緒に参加したい方、
アートや福祉の分野に関心のある方など誰でも参加できます。　
※2人1組のペアでお申し込みください。
■講師：粟田千恵子（NPO法人あいアイ・あいアイ美術館館長）

わたし×心×カラダ 夏  6/27（月）10：00～受け付け開始（先着）

変わっていく女性のライフステージに合わせて、「家族」と「お金」についてじっくり考えてみませんか?
■日時：8/23（火） 9：45～11：45　■会場：3階研修室4
■受講料：無料／全1回　■定員：24名
■講師：岩田ひろみ（女性専門メンタルヘルス・ラボ さいたま代表）

提案事業

小江戸川越第九の会 合唱・オーケストラ団員募集申し込み受け付け終了
※ 5/27 をもちまして、お申し込み受け付けは終了いたしました。多数のお申し込みをい
ただきまして、誠にありがとうございました。 ※結果の通知は 6/20 までに申込書に記
入されているメールアドレスにお知らせいたしました。 提案事業川越市制100周年記念

ホールのお仕事体験

コンサートをつくってみよう!
君もウェスタの一員になれる!
『一緒』に感動をつくろう!
「コンサートをつくるお仕事」といえば、ど
んなことを思い浮かべますか? プロの演奏
家にご出演いただき、みんなでつくったオリ
ジナルのコンサートを、ウェスタ川越小ホー
ルで開催します! コンサートの本番にむけ
て、コンサートの内容を決めたり、チラシを
つくったり…ウェスタ川越のスタッフと活動
日に準備を重ね、集まったみんなでオリジナ
ルのコンサートをつくってみよう！
昨年度は6名の小学生がコンつくメンバー
ズとして参加し、たくさんの創作楽器とともに子どもも大人も楽しむことの
できるコンサートを企画・制作しました。コンサートのチケットは完売！大成
功を収めました。
■出演：Rythmission（KFPアーツ登録者）
■参加費：1,000円
■募集人数：8名　川越市内在住の小学4～6年生対象
※申し込み多数の場合は書類選考の上、決定いたします。 
※原則、活動日の全日程とコンサート当日に参加可能であること。

■活動日・本番日
 9月  3日（土） 9：30～11：30 「コンサートをつくるお仕事ってなあに?」
 9月17日（土） 9：30～11：30 「コンサートの内容を考えよう!」
 10月  1日（土） 9：30～11：30 「チラシを作ろう!」
 11月  5日（土） 9：30～11：30 「コンサート会場の下見をしよう!」
 11月19日（土） 9：30～11：30 「コンサートの準備をしよう!①」
 12月17日（土） 9：30～11：30 「コンサートの準備をしよう!②」
2023年
 1月14日（土） 14：00～18：00 「明日は本番日!前日準備をしよう!」
 1月15日（日）  9：00～17：00 「コンサート本番日!」
※活動内容・日程は状況に応じて変更となる場合がございます。

■申し込み方法
チラシ裏面の申込用紙（ウェスタ川越公式ウェブサイトより要ダウンロード）に必要事項をご記入
の上、下記いずれかの方法でお申し込みください。

【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）

【MAIL】entry@westa-kawagoe.jp
※件名に「コンサートをつくってみよう!」と明記してください。 
※必ず記入された参加申込書を添付し、送信してください。
■申込受付期間
7月11日（月）～7月31日（日）
※応募規定、応募詳細はチラシまたはウェスタ川越公式ウェブサイトを
ご確認ください。

写真は2021年の様子

参加者
募集!
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解説!  舞台用語 ❸
大入り
【おおいり】

興行が成功し、たくさんお客さまが来たこと
例「大入り袋（おおいりぶくろ）」　大入りの際に、関係者に祝儀として配られる袋

劇 場 好きのための
猫スタンプ 発売中!


