
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。

舞台芸術の神髄、原点への回帰

世界観客動員数800万人超え、和太鼓を
驚異のパフォーマンスで表現する、新時
代のN IPPONエンターテイメント
“DRUM TAO”。新作舞台「KAIKI」は、和
太鼓に初めて触れた瞬間の気持ちをコ
ンセプトに、TAOへ出会ったときのあの
気持ちへと誘う。今、根本からの“原点回
帰”を追求し、人間本来の「強さ」を精神
性高い世界観で表現する、渾身の舞台!!

ミュージコロビーコンサートVol.79
デジタル管楽器“エアロフォン”に魅せられて

ボタンを押さえてマウスピースに息を
吹き込むことで木管・金管楽器、シンセ
サイザーなど様々な音色を奏でること
ができるデジタル管楽器“エアロフォ
ン”。今回のロビーコンサートは、音楽ユ
ニット「なほこまり」の小池真梨と川村
菜穂子が音色豊かなエアロフォンの魅
力をお伝えします。新しい楽器に興味の
ある方は、ぜひおこしください。

昔日の面影～ラフマニノフ交響曲第２番第３楽章による～
＜川村菜穂子＞、Touring!＜川村菜穂子＞、
情熱大陸＜葉加瀬太郎＞ ほか
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対　　象■焼津市内在住または在学の小学生から
　　　　　大学生まで（2022年4月1日時点）
招待人数■30名 ※応募多数の場合抽選
応募方法■ハガキまたはメールに①郵便番号
　　　　　②住所③氏名（ふりがな）④学校名⑤学年
　　　　　⑥好きな音楽や舞台などのジャンル
　　　　　⑦今回の募集を知ったきっかけを
　　　　　ご記入の上、下記まで応募ください。
応募締切■11月23日（水祝）必着
宛　　先■〒425-8585 焼津市三ケ名1550
　　　　　焼津文化会館 学生招待 係
E -ma i l■ybk＠yaizu-kosya.jp
※当選された方のみ、ハガキにてお知らせいたします。

市内の学生を30名様ご招待!!

“クラシック友の会”2022年度 会員募集
※2歳以下は保護者1名につき1名ひざ上鑑賞可。ただし、お席が必要な場合有料。

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！

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。

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

大井川吹奏楽団 第26回定期演奏会 楽しいお歌と手遊び&おうた紙芝居
ぶーちゃんとやおちゃんがお届けする

演SOU会
３年ぶりの一般向け公演となります。演
奏できることに感謝して、日々練習に取
り組んでいます。今年のテーマは、「演
SOU会」。走、創、騒・・いろいろな「そう」
の漢字からイメージした皆様もよく
知っている曲を集めました。聴くのはも
ちろん、観ても楽しい大井川吹奏楽団の
定期演奏会。皆様のお越しを団員一同心
よりお待ちしております。

日
13：00開場
13：30開演

大井川文化会館 ホール
全席指定 入場無料（要整理券）
11 27

なかなか自由のきかない普段の生活、制
限されてしまう場所。様々な面でストレ
スをためていませんか？焼津文化会館
では妊娠中・乳幼児を育児中のお母さ
ん、お父さん、そして赤ちゃんへ、癒しの
場として贈るミニコンサートを開催し
ます。途中で泣いてしまっても大丈夫！
出入りも自由！！みんなと一緒に気軽
に楽しめるコンサートです。

チケット発売■11月26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

整理券配布■10月28日（金）9：00～
窓　口■大井川文化会館

白石光隆Jazzな Piano Concert
平日の昼下がりに訪れる、豊かなひと時を…

クラシック講座でお馴染みのピアニス
ト白石光隆による『Jazzな P i ano  
Concert』を開催します。今回は、ジャズ
を中心にジャズに影響を受けたクラ
シック音楽を、ユーモア溢れるトークと
共にお届けします。リズムやビートが強
調される“ジャズ”と旋律に重きが置かれ
る“クラシック”。平日の昼下がりに、気軽
に楽しみませんか？

水
13：15開場
14：00開演

焼津文化会館 小ホール
全席指定1,000円 ※未就学児入場不可

2
2023 1 岩切 等

焼津文化会館 3階和室

対　　象■妊娠中・乳幼児を育児中の方及び家族
定　　員■各回20名程度（先着順）※1組4名以内

※参加申込は電話のみの受付けとなります。
※大井川文化会館での申込みはできません。

0歳前から乳幼児へ贈る、ママとパパも一緒に初めてのコンサート

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！

日
①14：00開演
②17：00開演

焼津文化会館 大ホール

12 11
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。

©Benesse Corporation 1988-2022／しまじろう

1st Stage
鷲の舞うところ、エル・カミーノ・レアル　ほか
2nd Stage
スーパーマリオブラザーズ、銀河鉄道999　ほか

※窓口販売及びチケットの引換えは11月30日（水）～
※申込み初日完売の場合、窓口販売等はありません。

チケット申込■11月29日（火）9：00～
ネット■https://yyk1.ka-ruku.com/yaizu-s/
電 話■054-622-8811

大井川寄席一月公演
柳家あお馬・三遊亭ぐんま  福寄席

笑う門には福来る。平日昼間にワンコイ
ン（500円）の落語で笑って、心も体もあ
たたまりませんか。落語本来の可笑し
さ、可愛さ、くだらなさを素直に表現す
るべく日々奮闘中の柳家あお馬と新作
落語（自作）、古典落語両方を武器にする
三遊亭ぐんまが登場します。落語協会所
属二ツ目の二人の落語を楽しみに、ぜひ
ご来場ください。

※未就学児入場不可

大井川文化会館 ホール
全席指定500円

13：30開場
14：00開演1

2023 25 水

スギテツ with 栗コーダーカルテット
クラシックで遊ぼう！

～ピタゴラブラボー音楽実験室 in 焼津～
クラシックで笑顔を創るデュオ「スギテ
ツ」が帰ってくる！NHK Eテレ「ピタゴ
ラスイッチ」のテーマ曲でお馴染み「栗
コーダーカルテット」をゲストに迎え、
ファミリーで楽しめるコンサートをお
届けします。ヴァイオリンとピアノとリ
コーダーによる大胆な解釈で奏でられ
るベートーヴェンなど、異色のコラボな
らではのステージをお楽しみに!!

※高校生以下1,000円
※3歳以上有料

焼津文化会館 小ホール
全席指定3,000円

14：30開場
15：00開演2

2023 12 日

人生100年時代！自分史に新たな歴史を刻む!!
焼津文化会館では、今年も全５回のマジック・ワークショップを開催。自分も楽しめて、まわり
の人も笑顔にできるマジック。３回目となる今回も講師に静岡県のマジック界を代表するプ
ロマジシャン オイル氏を迎え、楽しみながらスキルアップを目指します。仲間と一緒にマ
ジックを習って人気者になってみませんか！ 

日　　程■2023年1月28日（土）、2月4日（土）、2月11日（土祝）、2月18日（土）、2月25日（土）
時　　間■各日14：00～16：00
会　　場■焼津文化会館3階 第1練習室
対　　象■マジックに興味のある市内在住または在勤で50歳以上の方
定　　員■15名　※申込多数の場合抽選
参 加 料■5,000円　※教材費含む
申込方法■所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、12月23日（金）までに焼津文化会館へお申込みください。
　　　　　申込用紙は、焼津文化会館窓口にて配布、またはホームページからダウンロードできます。また、
　　　　　ホームページの専用フォームからも直接申込みができます。
申 込 先■焼津文化会館窓口、FAX◇054-628-5176、ホームページ◇http://www.yaizu-kosya.jp/yaizubunka/
そ の 他■当落結果は12月中にハガキにてご連絡いたします。

誰でもできる! マジック教室in焼津～これで私も人気者!?～
焼津おとな倶楽部講座

11/24木

参加申込

9時受付開始

金
18：00開場
18：30開演

大井川文化会館 ロビー

12 2
全席自由 入場無料

チケット発売■12月10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

10：00開場
10：30上映

やいづシネマ劇場
「青い山脈」「嵐を呼ぶ男」
大迫力のスクリーンで名作映画をお届
けする「やいづシネマ劇場」。今回は「青
い山脈」、「嵐を呼ぶ男」の２作品を一挙
上映します。吉永小百合・浜田光夫・高橋
英樹による青春映画「青い山脈」と、ス
ティック片手に「おいらはドラマー」と
唄い出すシーンで有名な昭和の大ス
ター石原裕次郎主演の「嵐を呼ぶ男」。ぜ
ひ、お楽しみください！

焼津文化会館 小ホール
全席指定500円 チケット発売■12月18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

2
2023 19 日

①10：30～12：10  青い山脈
②13：00～14：40  嵐を呼ぶ男上映時間
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