
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

7 火
JAおおいがわ感謝の集い【中止】

14：00
19：45 大井川農業協同組合

☎054（646）5102 関係者
8 水 11：00

16：45

18 土
志太こどもミュージカル 2021

「さよなら、モーツァルト!」【延期】

17：00
20：00 焼津市焼津文化会館

☎054（627）3111 有料
19 日 13：30

16：30

20 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

22 水 令和3年度 第2回 焼津地区
安全運転管理者等法定講習

9：00
16：30

焼津地区安全運転管理協会
☎054（623）5337 関係者

23 木祝 ピアノ発表会 14：00
16：15

服部
☎054（623）2126 関係者

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

24 金 さわやかクラブやいづ連合会
クラブ大会

13：30
15：00

さわやかクラブやいづ連合会
☎054（622）3543 関係者

25 土 白石光隆 ピアノ・リサイタル 14：00
16：00

焼津市焼津文化会館
☎054（627）3111 有料

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

5 日 県文協中部地区第2ブロック
郷土芸能祭

12：50 
16：00

焼津市文化連盟事務局　
☎054（624）7522 関係者

12 日 財津和夫コンサート2021 
with姫野達也 ～All Izz Well～

17：00 
19：20

焼津市大井川文化会館　
☎054（622）8811 完売

20 月祝 しばふdeコンサート
「秋の名月と二胡の音色」

18：30 
19：30

焼津市大井川文化会館　
☎054（622）8811 無料

23 木祝 きらきら星ピアノ教室 発表会【延期】 9：45 
11：30

きらきら星ピアノ教室　
☎054（636）6287 関係者

29 水 藤枝市立高洲中学校 
鷹の羽合唱祭

9：30 
15：00

藤枝市立高洲中学校　　
田丸　　　　　　　　　　　☎054（635）0781 関係者

9 月の催し物案内 ９月の休館日◆６日㈪、13日㈪、21日㈫、27日㈪
このご案内は、令和３年８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。

8月27日（金）から会館公式YouTubeチャンネ
ルで配信される「白石光隆のおうちでクラシッ
ク講座」の連動企画としてピアノリサイタルを
開催します。テーマは“ショパン”。動画配信に
引き続き、数々の名曲をユーモア溢れる解説と
共にお楽しみいただけるプログラムとなりま
す。動画とは違う、コンサートホールで聴くピ
アノの音色の迫力や響きをぜひ、体感してみて
ください。

焼津文化会館 小ホール

動画配信事業「おうちでクラシック」連動企画!!

財津和夫コンサート2021
with姫野達也～All Izz Well～
1972年「魔法の黄色い靴」でデビュー。その後
「心の旅」をはじめ「青春の影」「虹とスニーカー
の頃」など、数々のヒット曲を生み出した
チューリップの財津和夫と姫野達也。今回のコ
ンサートでは「All  Izz Wel l」と銘打って、
チューリップや財津ソロから洋楽のカバーな
ど、心に染みわたるナンバーを堪能していただ
きます。明日からも「きっと、うまくいきま
す！」ぜひ、お楽しみください。

日
16：15開場
17：00開演

大井川文化会館 ホール
全席指定6,000円 ※未就学児入場不可

9 12

大井川文化会館開館30周年

焼津文化会館・大井川文化会館ミュージコ（公益財団法人焼津市振興公社主催事業）のチケットが両館
でお申込み・ご購入いただけます。また、下記URLより無料会員登録をすることによりインターネッ
トで座席を画面上から選んでチケットをご購入いただけます。

注1）発売日はインターネット申込みを除き、開催館以外での申込みはできません。（一部公演を除く）
注2）発売日の電話申込みは座席指定ができません。　
注3）申込み後のキャンセルはご遠慮ください。
注4）各公演のチケット料金・参加料金等はすべて税込みとなっております。
注5）発売日（インターネット先行受付公演は除く）はインターネット用座席、窓口用座席、電話用座席等、発売日の各

受付方法で座席を平等に設定しております。そのためインターネット用に公開されている座席が全ての空席で
はありませんのでご了承ください。なお、翌日以降は全ての空席をインターネット上へ公開しております。

注6）ソーシャルディスタンス確保のため座席を前後左右あるいはグループ毎に１席間隔を空けて販売しています。
注7）申込時にいただいた個人情報は、公演において新型コロナウイルス感染者が確認された場合など必要に応じて

保健所等の公的機関へ提供する場合がございます。
注8）発売日および公演日は、状況により中止または延期となる場合がございます。必ずホームページ等で最新情報を

ご確認ください。

大好評企画！「憧れのステージでピアノを弾こう！」の参加者を募集します。多くのピアニスト
から愛される世界三大ピアノ「スタインウェイ」のフルコンサートピアノを演奏してみません
か。コンサートさながらの反響板を設置した本格的な舞台環境で演奏することができます。プ
ロのピアニストが弾いたホール・ピアノで贅沢なひとときを、ぜひご体験ください。

憧れのステージでピアノを弾こう！
焼津文化会館の大ホールを独り占め！

開催日時■令和３年９月20日（月・祝）10：00～17：00
会　　場■焼津文化会館 大ホール
参 加 料■１区分（50分）2,000円　※１組１区分のみ。５名まで利用可（同伴含む）。
利用区分■①10：00～②11：00～③12：00～④13：00～⑤14：00～⑥15：00～⑦16：00～
　　　　　※利用時間は準備・片付けの時間を含みます。
申込方法■電話◇054-627-3111
　　　　　※受付先着順（全区分埋まり次第終了） ※大井川文化会館での申込みはできません。
注意事項■小学生以下のお子様は保護者の同伴が必要となります。
　　　　　ピアノの特殊奏法（弦に直接触れる等）はご遠慮ください。
　　　　　ピアノ発表会やレッスン、営業目的や金銭が発生する使用はご遠慮ください。

8/25水

先月号のクロスワード

応募総数123（有効110）
①細坪基佳　（10/110）

ザイツカズオ

※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1つの答えになるよ！

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．
２．
３．
４．
６．
８．
9．
11．
13．
14．
15．

クロスワード、◯◯の体操
静岡県は川勝平太
ドラム◯◯、第六◯◯、文化会◯◯
一昔前は「背広」と言っていました
ウィリアム1世やルイ8世の異名
○○走り、○○勝手、魔法○○
自分の意見を押し通して譲らない事
エスパルスの本拠地
エジプト、ピラミッド、ツタンカーメン
太陽、アルカリの反対、息子
中山○○、白石○○、菅野◯◯

ヨコのカギ
1．
３．
5．
7．
9．
10．
11．
12．
16．
17．

おとなりの県
黒い鳥の代表
earthquake
門◯◯、◯◯ぼっくり、◯◯並木
◯◯密度、大腿◯◯、拳○○
焼津の名産の一つ
「恣意」何と読む
○○木、○○れ、○○と罰
ポケット○○、学習○○、昆虫○○
「祠」何と読む

応
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／9月1日（水）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

①文化センター手ぬぐい 10名

ア ン チ ヨ ビ
ヒ ザ ー ワ ニ
ラ ア ズ キ ラ
イ ワ シ ツ バ メ
ズ カ ラ テ ツ
ミ ホ ジ ゲ コ

シ シ オ ド シ

11 22 33 44

55 66

77 88 99

1010

1111 1212 1313

1414 1515

1616 1717


