
焼津文化会館　大ホール
日 曜 催し物 開演

終演 問い合わせ先 入場等

9 土 舘野泉 ピアノ･リサイタル 13：30 
15：30

焼津市焼津文化会館
☎054（627）3111 有料

10 日 令和3年 焼津市はたちの集い

11：00  
12：00 焼津市社会教育課

☎054（662）0570 関係者
13：30  
14：30

11 月祝
憧れのステージでピアノを弾こう！ 10：00 

17：00
焼津市焼津文化会館

☎054（627）3111 要申込
13 水

16 土 生活発表会 9：00 
12：00

ひばり幼稚園・東新田ひばりこども園
☎054（259）2502 関係者

24 日 焼津市少年少女合唱団ゆりかもめ　
第32回 定期演奏会

13：30 
15：30

焼津市立大井川南小学校
荒井　　　　　　　　　　　☎054（622）0288 要整理券

30 土 DRUM TAO THE BEST LIVE 
祭響-Saikyo-

12：30 
14：10 焼津市焼津文化会館

☎054（627）3111 有料
16：30 
18：10

31 日 クラシックで遊ぶ！
スギテツ“新春”音楽会

14：00 
15：00

テレビ静岡
☎054（261）7011 要申込

大井川文化会館ミュージコ
日 曜 催し物 開演

終演 問い合わせ先 入場等

10 日
令和３年 焼津市はたちの集い 10：00 

11：00
焼津市社会教育課　

☎054（662）0570
関係者

令和３年 焼津市消防団出初式【中止】 15：00 
16：30

焼津市地域防災課　
☎054（623）2572

11 月祝 ソーシャルディスタンス 
三山ひろしコンサート

13：00 
15：00 焼津市大井川文化会館　

☎054（622）8811 有料
17：00 
19：00

23 土
ムージカ音楽教室 発表会Vol.16

19：30 
21：00 ムージカ音楽教室

鈴木　　　　　　　　　　　☎054（628）2287 関係者
24 日 9：45 

17：00

焼津文化会館　小ホール
日 曜 催し物 開演

終演 問い合わせ先 入場等

17 日 次世代の医師を育む講演会【中止】 13：00 
15：00

静岡県中部健康福祉センター地域医療課
☎054（644）9273 要申込

1 月の催し物案内 １月の休館日◆４日㈪、12日㈫、18日㈪、25日㈪　年末年始の休館日◆12月29日㈫～１月３日㈰
このご案内は、令和２年12月１日現在の使用申請に基づいて作成したものです。詳細につきましては、各主催者にお問い合わせください。

ハガキに「答え・郵便番号・住所・氏名・年齢・職業（学校名）・ご意見」をご記入の上、下記までご郵送
ください。正解された方の中から抽選で、景品をプレゼントします。
応募期限／1月6日㈬必着
あて先／〒425-8585 焼津市三ケ名1550　焼津文化会館パズル係

応 募 方 法

今月号の景品

①2/7 杉山清貴 10名

コ ハ ク ド ノウ
コ イ ビ キ ヅ
ア カ ヤ ツキ

シ ヤ ク ヤ ク
カ ワ ダ シタ
ス テ ン チ ヌ
ミ イ ラ ア ズキ

先月号のクロスワード

応募総数125（有効120）

①舘野泉    （15/120）

タテノイズミ

※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

〇の部分を並び替えると楽器の名前になるよ !

クロスワードパズル
【頭の体操レベル】★★☆☆☆ らくちんね！

タテのカギ
１．竹刀
２．猫
３．丑
４．釦
６．東京
８．唐津
９．黄河
11．飛蝗
13．霞
14．都市
15．船

ヨコのカギ
１．島根
３．鱓
５．今年
７．烏賊
９．紺
10．辣韭
11．罰
12．画家
14．豆腐
16．束子
17．鼠

１１ ２２ ３３ ４４

５５ ６６

７７ ８８ ９９

1010

1111 1212 1313

1414 1515

1616 1717

※参加者は申込み及び
　参加料が必要全席自由 入場無料

第30回 ミュージコピアノマラソン
大切にしたい。あなたの奏でる心

ミュージコ恒例イベント「ミュージコピアノ
マラソン」を開催します。平成4年の開館当初
から続くこのイベントは、今回で30回目を迎
えます。ミュージコ自慢のフルコンサートピ
アノ3台で奏でる楽しさ、ホールで演奏する醍
醐味を多くの皆様に体感していただきたいと
思います。ソロはもちろん、ご家族やお友達と
のアンサンブルも大歓迎！初心者の方や再び
弾き始めた方も気軽に参加してみませんか。

5
2021

大井川文化会館 ホール

土22 日23
募集要項■いべにゅ2月号（1月24日発行）掲載

問合せ■大井川文化会館 TEL.054-622-8811

ピアノマラソンは所定の申込み用紙に必要事項をご記入
の上、往復ハガキに貼付し郵送でのお申込みとなります。

開催
決定

視聴方法■右記のQRコードを読み取り、
焼津文化会館公式YouTubeチャンネル
からご覧ください。

新型コロナウイルス感染拡大の状況を受け、出演者所属事務所の判断により開催を見送らせて
いただくことになりました。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

12/26土

人生100年時代！自分史に新たな歴史を刻む!!
何か新しいことをやりたいと思っているあなたに朗報。焼津文化会館では、初心者を対象に全
4回のマジック・ワークショップを開催します。やっている自分も楽しめて、周りの方も笑顔
にできるマジック。講師には、静岡県のマジック界を代表するマジシャンオイル（日本奇術協
会所属）を迎え、楽しくマジックのスキル・アップを目指します。マジックに興味を持つ仲間と
一緒に盛り上がろう！

日　　程■2021年2月13日（土）、2月20日（土）、2月28日（日）、3月6日（土）　※全4回
時　　間■14：00～16：00
会　　場■焼津文化会館 3階第1練習室　※3月6日のみ3階会議室
対　　象■市内在住又は在勤で50歳以上の方
定　　員■10名程度　※先着順（定員になり次第締切）
参 加 料■5,000円　※教材費（マジックグッズ代）含む
応募方法■所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、焼津文化会館までお申込みください。
　　　　　申込用紙は、焼津文化会館窓口にて配布、または会館ホームページからダウンロードできます。
応 募 先■焼津文化会館　FAX◇054-628-5176　メール◇ybk@yaizu-kosya.jp

初めてのマジック教室in焼津
焼津おとな倶楽部講座

日　　程■2021年3月4日（木）、3月5日（金）、3月11日（木）、3月12日（金）、3月18日（木）、
　　　　　3月19日（金）、3月25日（木）、3月26日（金）　※全8回
時　　間■13：30～15：30
講　　師■焼津市工芸協会 山本好恵
会　　場■焼津文化会館 3階会議室
対　　象■市内在住又は在勤・在学の方
定　　員■5名 ※先着順（定員になり次第締切）
参 加 料■5,000円 ※作品の大きさによって追加料金がかかる場合があります。（材料費）
応募方法■電話◇焼津文化会館 054-627-3111 ※大井川文化会館でのお申込みはできません。
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e


