
Takashi Hirano土
15：30開場
16：00開演

世良公則 KNOCK KNOCK 2022 with渡辺美里＆NAOTO

至極のアコースティックライブをあなたへ
今年デビュー45周年を迎え、俳優とし
ても活躍中の世良公則がミュージコに
登場します。様々なゲストを迎えてお贈
りする「KNOCK KNOCK」シリーズが、
県内についに決定！！大井川公演では、
渡辺美里とヴァイオリニストNAOTOを
迎えて、珠玉のひとときを皆様にお届け
します。ご家族・お友達と、ぜひ足をお運
びください。

大井川文化会館 ホール
全席指定5,500円 ※未就学児入場不可
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地域の皆様にクラシック音楽を身近に感じていただくため発足された『クラシック
友の会』。良質な演奏を気軽に楽しんでいただくため、2022年度も豪華ラインナッ
プを皆さまへお届けします。会員特典盛りだくさんでお得な友の会！皆さまのご入
会を心よりお待ちしております。

Thanks to Your Noble Shadow お陰様で
ドキュメンタリー映画上映＆ピアノコンサート

第二次世界大戦前に来日し、75年間、日
本の学校で英語教育に携わったアイル
ランド人修道女シスター・パスカルのド
キュメンタリー映画『Thanks to Your 
Noble Shadow お陰様で』を上映。上映
後には、音楽を担当したピアニスト、ア
レキザンダー・加藤ウィラスによる生演
奏のほか、『小泉八雲』をテーマとして新
たに作曲した楽曲を披露。

募集要項
対　　象■小学生以上（小学生は保護者同伴で入場可）
募集人数■300名（先着順）
応募期間■8月26日（金）～9月9日（金）必着
応募方法■往復はがきの『往信用裏面』に、①氏名（ふり

がな）、②郵便番号、③住所、④電話番号を記
入。【※複数名での入場希望の場合は代表者
のみ①～④を記入し、その他の入場希望者は
氏名のみ記入してください。】『返信用宛名
面』には代表者の氏名、郵便番号、住所を記入
し、下記まで郵送してください。

宛　　先■〒425-0071 焼津市三ケ名1550番地
焼津小泉八雲記念館（☎054-620-0022）
※焼津文化会館・大井川文化会館では申込で
きません。

土
13：00開場
13：30開演

焼津文化会館 小ホール
全席自由 入場無料（要申込み）
9 24

ラウドヒル計画  エイトビート「Five Star」焼津公演
静岡発水平線行き! 未来に届ける約束の物語!

男性8人による精鋭舞台集団「エイト
ビート」が焼津に登場！静岡が決して忘
れてはいけない世界レベルの戦後史「第
五福竜丸事件」をテーマに、演劇×ダンス
×殺陣×映像がコラボする必見のエン
ターテインメント！今、静岡で生きる人
に、かつて静岡で生きた人に、これから
静岡に生まれる人に捧げる完全静岡オ
リジナル作品をお楽しみください。

日
14：30開場
15：00開演

焼津文化会館 大ホール
全席指定2,000円 ※学生（25歳以下）1,100円

※4歳以上有料
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“クラシック友の会”2022年度 会員募集
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※3歳以下は保護者1名につき1名ひざ上鑑賞可。ただし、お席が必要な場合は有料。

写真：鈴木元気

2022年度クラシックシリーズ協賛企業
クラシックシリーズを私たちは応援しています！

平田耕治タンゴ・カルテット
本場アルゼンチンの情熱と哀愁のタンゴ

16歳でタンゴの本場アルゼンチン・ブ
エノスアイレスに渡り、アルゼンチンタ
ンゴの神髄を体得した平田耕治が
ミュージコに降臨。バンドネオン、ヴァ
イオリン、コントラバス、ピアノの高い
音楽性とダンスも加わり、まるでアルゼ
ンチンにいるような気分を味わえるこ
と間違いなし。情熱と哀愁のタンゴの世
界を、ぜひお楽しみください。

那須亜紀子（ヴァイオリン） 永易理恵（ピアノ）

平田耕治（バンドネオン）

セサル・カニサレス＆アマウリ・マリーナ（ダンス）

藁科基輝（コントラバス）

日
13：30開場
14：00開演

大井川文化会館 ホール
全席指定3,500円 ※友の会3,000円

※未就学児入場不可

12 18

速　報
ママもパパも一緒に0歳前からのコンサート
ECOモーションとすてきなプレゼント

10月9日（日）開催決定!!
大井川文化会館 ホール

0歳前から乳幼児に贈る、
ママとパパも一緒に初めてのコンサートin焼津

11月30日（水）開催決定!!
焼津文化会館 3階和室

※窓口販売及びチケットの引換えは10月30日（日）～
※申込み初日完売の場合、窓口販売等はありません。

ネット■https://yyk1.ka-ruku.com/yaizu-s/
電 話■054-622-8811

しまじろうコンサート
サンタのくにのクリスマスレストラン

サンタのくにのクリスマスレストラン
に遊びに来たしまじろうたち。ケーキの
完成に必要な魔法のフルーツ「アイス・
ベリー」を、とりっぴいが食べちゃっ
た！「アイス・ベリー」を探しに氷の森へ
出発するしまじろうたち。パーティーま
でに、大事なケーキを完成できるので
しょうか。体をつかって楽しめる参加型
コンサートでクリスマスを楽しもう！

チケット発売■10月22日（土）9：00～
ネット■https://yyk1.ka-ruku.com/yaizu-s/
窓  口■焼津文化会館   電話■054-627-3111

日
①14：00開演
②17：00開演

焼津文化会館 大ホール

12 11

焼津文化会館・大井川文化会館ミュージコで開催しているクラシックシリーズは、
上記クラシックシリーズ協賛企業様の多大なるご支援により実施しております。
なお、ご協賛いただける事業者様がいらっしゃいましたら、ご協賛の特典を含みご
説明をさせていただきますので、焼津文化会館までお問合せください。

※2歳以下は保護者1名につき1名ひざ上鑑賞可。ただし、お席が必要な場合は有料。

ファミリーミュージカル「人魚姫」
3世代で楽しむミュージカル

元モーニング娘。小川麻琴、元AKB48・
HKT48多田愛佳、2.5次元人気俳優渡辺
和貴を迎え、ミュージカル人魚姫を開催
します。人魚のマリーナ姫は、海上に出
ることが許された誕生日に王子様に恋
をします。美しい声と引き換えに人間の
姿になり、愛する王子様の幸せを願うア
ンデルセンの名作をご家族でお楽しみ
ください。

金

大井川文化会館 ホール
全席指定2,500円 ※高校生以下1,000円

※3歳以上有料

9 23 祝・
13：30開場
14：00開演

浅野祥 Autumn Concert
～名曲を奏でる音楽会～

童謡・JAZZ・POPS・演歌・洋楽・民謡な
ど、三絃で織りなす至極の名曲たち。
ジャンルにとらわれずボーダーレスに
津軽三味線を奏でる浅野祥が、秋に聴き
たい世界の名曲をピアノとのデュオで
お届けします。情熱迸る津軽の音色か
ら、木漏れ日のような柔らかな音色ま
で。秋の昼下がり、そんな音楽に身を委
ねてみませんか？

土
13：30開場
14：00開演

焼津文化会館 小ホール
全席指定3,000円 ※高校生以下1,500円

※2歳以下入場不可

9 17
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ミュージコなつかシネマ「モダン・タイムス」
喜劇王チャールズ・チャップリンの傑作映画

資本主義社会や機械文明の中で、労働者
個人の尊厳が失われ、機械の一部分のよ
うになっていることを風刺した名作喜
劇。工場での単純作業で精神を病んだ
チャーリーが騒動を起こし、その後愛す
る人に出会い…人間が頑張るためには
何が必要か。頻繁にでてくるアクション
シーン・音楽と共に85年の時を経ても
十分に楽しめる映画です。

日

大井川文化会館 ホール
全席指定500円
9 18 13：00開場

13：30上映

1963  Roy Export S.A.S. All Rights Reserved

記念コンサート（2022年度）にご招待

会員募集中!
対象公演チケットが1公演につき2枚まで500円引

全席指定3,480円 ※3歳以上有料
※会館特別価格

※2歳以下は保護者1名につき1名ひざ上鑑賞可。ただし、お席が必要な場合は有料。

※会館での販売は通常席のみとなります。

©Benesse Corporation 1988-2022／しまじろう

日
13：30開場
14：00開演12 4

オペラ名曲コンサート
～森谷真理（Sop）＆村上敏明（Ten）～

「椿姫」「トゥーランドット」「セビリアの
理髪師」など数々の名作がひしめくオペ
ラ発祥の国・イタリア。日本を代表する
オペラ歌手・森谷真理（ソプラノ）と村上
敏明（テノール）が、イタリアの作曲家に
よるオペラの魅力を余すところなくご
紹介します。アリアの美しい旋律と豊潤
な歌声に包まれるひとときを存分にご
堪能ください。

焼津文化会館 大ホール
全席指定3,000円 ※友の会2,500円

※未就学児入場不可
チケット発売■9月25日（日）9：00～

ネット■https://yyk1.ka-ruku.com/yaizu-s/
窓  口■焼津文化会館   電話■054-627-3111

タクミジュン

チケット申込■10月29日（土）10：00～

スイングがなければ意味がない、パリの空の下、テネシー
ワルツ、キャラバンの到着、夜空ノムコウ、サマータイム、
りんご追分、コーヒールンバ、津軽じょんから節 ほか

Photo in Portugal by Rodrigo Sergio


