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3月26日(■)
小江戸川越

小江戸川越 春の舟遊

5月3日(祝)4日(lln)5日m)

ヾ
 ヽ
｀

小江戸川越 春まつリフイナーレイベント

0小 江戸

"起

緑曰大会 …… 5月 3日 (祝, 4日 (祝)

0小江戸川越民師大会 …………  5月 5日(机)

:¦!す騨}義ド喘¦¦¦ギイυ
″tも

111,■

乏

迎命テレヒ小説¦つはさJこ今場し

た[ラシオほてとJが1日限定て

`¦■ 春よつりのl●報をはじめ ,遅

のまちの情,:を発l_します FMラ

シオを持ってお出かけくたさ0ヽ

一錢
・　
　
　
　
　
♯

響

‘
≫

グ
ピ

周波数 39 8MHz



ヽ

名 称 日
〓
寸 場 所 概 要

オープニングイベント
3月 26日 (■)
10:00´ -16:oo

蔵造りの町並み周辺本丸御殿前
‖越藩大赳 武 F・はしこ桑り

殿 i流し マーチンクバンド消¨
■●,チJア′ ¦口旧中′●■ ,ヽ

春の舟遊
3月26日(■)13130～16100

27日(日口000■500(増水嘲よ輌上)
氷,い申社裏新河岸

',可

畔 皓着き場が新たに整備された新祠制 ‖=て

餃とともに小工いの青を満喫 乗,,は無ド

フィリ― レ

縁日大会
5月 3日 (祝)～4日 (祝)
]O:OO～ 16i00 蓮書寺 1照野神社境内

叔霰で業 じめるイベン ト多数

期間中は 日山崎蒙別邸(1/A江町2丁 日)の
蒔踪

`ヽ

閣 ●弔■

民踊大会

まうり期間内(3/26

5月 5日 (祝)く荒天中止〉
10:00‐-12:00

～5/5)併 催事業】

蓮馨寺境内 故郷音楽普及会と共催.
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名     称

川越桜まつり

日 日寺

3月 20日 (日)～4月 5日 (火) 喜多院 蓮聾寺ほか

場 所 お 問 い 合 せ

川越筒工会議所業務課
TEL:049229-1820

およげ鯉のぼくん !!
3月26日(■)]OЮ帷

掲揚珊■13月26日(■)～5月5日(祝) 大正浪浸夢通り商店街
大正浪浸夢通り商店街(振)
T巨Li049 222‐]728

立門前ギャラリー
3月 26日 (土)～5月 5日 (祝)

]]:00^16100
(雨天時は一部長示中止〉

立門前商店街
立門前商栄会

TELi049 224‐ 2915

小江戸川越蔵の街
を着物姿で散策

3月26日 (土)]]00～
〈雨天中止〉

埼玉りそな銀行川越支店前
川越の律引こ着物姿を増やす会
TEL1049‐2224592

新河岸川桜まつり
3月27日 (日)]]¦〇〇～

く雨天中止〉
北公民館前 新河岸,じ可畔

市役所環境保全課
TEL:049224-5894(直 通)

'¦し
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買場l17綾市 n織物市場20]]
3月27日 (日)]]:00～ ]6:00

〈雨天決行〉
川越織物市場

川越織物市場の会
TEL1049‐ 22259]4

川越不動蚤の市 3月 28日 (月)、4月 28日 (本) 成田山川越別院
1成田JJ ltl別1児

TEtt049 222 01フ3
釘月23日 い 当市)

第19回 川越市園芸総合晨
4月 1曰(金)ヽ3に([D〈 in天決行〉

1 2日 10【00-]61oo

3日  10100-15:Oo

川越市農業ふれあいセンター

多目的ホール
‖越市園芸総合展実行委員会
T匡Li049 222 6486

小江戸川越の桜と蔵の町を歩く
4月 2日 (■)9100～ ]230
(申込綺切3/28(月 )消印有効)

川越駅東日 本川越駅
(社月1越市シル′ヽ一人材センター

TEL:049222‐ 2075

第4回
小江戸川越着物姿コンテスト

4月2日(■)]3130～く雨天中止〉 蓮熙寺境内
コンテスト事昴局

TEL 049 226 0799(金上日のみ

'
川越水上公園さくら祭り

4月3日(日)]0100～15iOO
く雨天中止〉 川越水上公園

(財)埼玉県公園緑地協会
TEL1049‐ 2412241

石日の春まつり
4月3日(日)予備日4月10日(日)

10100～14:00
石田藤宮神社境内

石田囃子連
TEL:049‐2254565

¦ムlt,

香龍デー 4月 8日 (金) 迎斡寺境内
jl■習寺

TEL:0492220043

川越菜子屋横丁春まつり
4月9日(■)]3100～ ]5100
10日(日)10130～ 15100

菜子屋横丁
川越菓子屋横丁会

T匡Li049 222‐ 2510

小江戸落語会
4月 9日 (■)14100～
(未就学児の入場不可)

やまぶき会館
(nl売1500円 当日2000円 )

E l l l響認馴 電鵠
川越囲碁まつり 4月 9曰 (■)13:OO～ 蓮馨寺境内及び前堂

川越□碁まつり実行委員会
TEL1048‐ 668‐58]8

石原のささらlll子舞
4月 1フ日(日)9:OO～ ]6:〇〇
〈雨天時は石原町公民館にて〉

石原田11丁 目観音寺境内
石原のささりll子舞保存会
TEL:049-2246090

中福の神楽
4月19日(火)1フ,00～18:00

く雨天決行〉
中福稲荷神社

中福南自治会
TEL1049‐ 2430730

喜多院宝物特別展 4月 22日 (金)～5月 5日 (祝)
8:50～ ]6:50

菖多院
目田  喜多院寺務所
TEL:0492220859

川越れんげまつり20]1 4月 29日 (ネ兄)10100～ 15100 川越市農業ふれあいセンタ=
‖越市農業ふれあいセンター

TEL:049226-655]

第 ]5回 新河岸′への集い
4月 29日 (祝)'Oi00～ 15100

〈雨天中止〉
新河岸旭橋付近

新河岸自治会
TELi049 245 1505

フリーマーケット
5月3日(祝)]〇:〇〇～15:OO
く雨天時は翌4日 (祝)〉

大正浪漫夢通り商店街
連雀町繁栄会通り

連雀口]繁栄会
TEL:049222234]

花まつり合同法要 5月 3日 (祝)]3:00～ 蓮馨寺境内 川越市佛教会
TEL:049 222060フ

西武鏃道 J 円ヽ急電鉄
江ノ島電鉄合同

のんびり,Vう &ウォーク

5月3日(祝)9:30～]100受 付
く雨天決行荒天中止〉

川越市内(本川越駅を ll
西武鉄道(株)スマイル&スマイル部
TELi04 2926 2222

山車の展示と居囃子

5月3日(祝)4日(祝)
]0:00～ 15100く荒天中止〉

小江戸蔵里
徳川家光の山車

標会囃子連TEL 040 227 5200

5月 3日 (祝)4日 (祝)
]Oi00～ 1フ:00

連雀口J熊野神社
太田道濯の山車

連雀町自治会TEL 049 222 061フ

5月 4日 (祝)5日 (祝)
]O:00～ 16:00(予 定)

元田Ji丁 目稲荷神社前
牛若丸の山車

元ll T目自治会TE[0492220151
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