
425-8585 
静岡県焼津市三ケ名1550番地
Tel.054-627-3111 Fax.054-628-5176

421-0205 
静岡県焼津市宗高888番地
Tel.054-622-8811 Fax.054-622-8822

※1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。

※各回入替制
※2歳以上有料

映画 『それいけ!アンパンマン ドロリンとバケ～るカーニバル』
元気100倍！“笑顔”と“勇気”の大冒険！

アンパンマンたちにオバケたちが住む
街で開催される楽しく華やかな祭り「バ
ケ～るカーニバル」の招待状が届く。変
身が苦手なオバケの男の子・ドロリンは
心から楽しむことができなくひとり
ぼっちに。一方、「バケ～るカーニバル」
をめちゃくちゃにしようと、ばいきんま
んが大暴れ！アンパンマンたちはみん
なの街を守り抜くことができるのか。

大井川文化会館 ホール
全席指定500円

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV ©やなせたかし／アンパンマン製作委員会2022

①10：00上映
②14：00上映1

2023 22 日

※窓口販売及びチケットの引換えは12月6日（火）～
※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■12月4日（日）10：00～
ネット■https://yyk1.ka-ruku.com/yaizu-s/

※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。

※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
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

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、イタリアオペラの魅
力を楽しいお話と共に余すところなく
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

タクミジュン

オペラ「ジャンニ・スキッキ」～私のお父さん＜プッチーニ＞、
オペラ「トゥーランドット」～誰も寝てはならぬ＜プッチーニ＞、
オペラ「椿姫」～乾杯の歌＜ヴェルディ＞ ほか

※4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。
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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

4 日 オペラ名曲コンサート
～森谷真理（Sop）＆村上敏明（Ten）～

14：00
15：50

焼津市焼津文化会館
☎054（627）3111 有料

8 木 小川幼稚園 音楽会 9：15
11：30

小川幼稚園
☎054（629）2188 関係者

11 日 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

14：00
15：15 焼津市焼津文化会館

☎054（627）3111 有料
17：00
18：20

14 水 梅沢富美男＆研ナオコ
『アッ』とおどろく夢芝居

12：00
14：30 焼津市焼津文化会館

☎054（627）3111 完売
16：00
18：30

18 日 静岡大学吹奏楽団
第55回 定期演奏会

15：00
17：30

静岡大学吹奏楽団
☎090（8023）3680 有料

22 木 静岡県立島田商業高等学校 音楽部
第66回 定期演奏会

18：00
20：00

静岡県立島田商業高等学校
音楽部顧問   ☎0547（37）4167 有料

27 火 角野隼斗×亀井聖矢
２台ピアノコンサートツアー2022【振替公演】

19：00
21：00

焼津市焼津文化会館
☎054（627）3111 完売

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

1 木 焼津市 民生委員児童委員
退任式・委嘱状伝達式

13：30 
15：30

焼津市地域福祉課
☎054（631）5530 関係者

2 金 ミュージコ ロビーコンサートVol.79 18：30 
19：30

焼津市大井川文化会館
☎054（622）8811 無料

3 土
ムージカ音楽教室発表会Vol.18

14：50 
17：00 ムージカ音楽教室

☎054（628）2287 関係者
4 日 9：45 

16：30

17 土
生活発表会 9：45  

11：30
わかばみや保育園

☎054（635）8902 関係者

モンゴル国立馬頭琴交響楽団演奏会 19：00 
21：00

焼津市スポーツ課
☎054（626）9413 申込終了

18 日 平田耕治タンゴ･カルテット 14：00 
16：00

焼津市大井川文化会館
☎054（622）8811 有料

25 日 ピアノ発表会
「12月のちいさなコンサート」

13：00 
16：00

加藤ピアノ教室
☎054（622）0746 関係者

12 月の催し物案内 12月の休館日◆５日㈪、12日㈪、19日㈪、26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４年10月25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。

焼津文化会館　展示室
開催期間 催し物 開催時間 お問い合わせ先

6㈫ デジタル補聴器相談会 10：00～16：00 補聴器のサガワ
☎054（252）8980 12 土

18：15開場
19：00開演

モンゴル国立馬頭琴交響楽団演奏会

大井川文化会館 ホール

整理券は、予定枚数に達したため、配布終了しました。

～日本・モンゴル外交関係樹立50周年記念事業～

全席自由 入場無料（要整理券）

※未就学児入場不可

17
問合せ■焼津市スポーツ課 TEL054-626-9413

モンゴル国から楽団員約50名が来日。
馬頭琴演奏の他、ホーミーや長唄を交
え、モンゴルや日本の曲を演奏します。
草原のチェロが奏でる遥かなる大地の
響きを、ぜひお聞きください。

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

クラシック友の会 2022年度会員の募集は、12月24日（土）をもちまして終了させていただき
ます。入会をご希望される方はお早めにお手続きをお願いいたします。

“クラシック友の会”2022年度 会員募集〆切間近

注1）発売日はインターネット申込みを除き、開催館以外での申し込みはできません。（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）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7）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。

先月号のクロスワード

応募総数115 （有効107）
①WASABI    （20/71）
②オペラ       （20/36）

ヨシダリョウイチロウ

※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！

ハガキに「答え・郵便番号・住所・氏名・年齢・職業（学校名）・ご意見・希望する景品番号」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／12月1日（木）必着
あて先／〒425-8585 焼津市三ケ名1550　焼津文化会館パズル係

ヨ ダ レ カ ケ
コ ウ ン シ チ
ウ ハ ダ シ ロ
カ ツ オ ヨ ギ リ
イ リ カ ー ア
シ ミ カ カ ン

イ ワ シ グ モ
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あっという間に師走が目前
である。１年を振り返る時
期となった。この時期に発
表になるヒット商品番付や
新語・流行語大賞のノミ
ネートなどで今年のおさら
いができるので楽しみにし
ている。本年のヒット商品

番付１位の飲料は筆者でさ
え購入しているので頷ける
ところだ▼流 行 語 大 賞は
１２月１日に発表だが、ノミ
ネート語は暗い世相を反映
してか活気が感じられない
言葉が多い。オミクロン株、
キーウ、悪い円安などの楽
しくない言葉ではなく、明る
くパワーがあり前向きな言
葉が大賞に選ばれると良い
な▼さて、そろそろ１年の
埃を払い、新年を迎える支

度を始めなければならな
い。お正月定番の年賀状
の準備はされているだろう
か。ＳＮＳが普及し、今更
はがきで挨拶はしないとい
う方もいるだろう。それでも
新年に届く年賀状は嬉しい
ものだ。元旦に届くよう早
目に用意しなければと思っ
ているが、年末、除夜の鐘
をＢＧＭに必死に書くのが
定番となっている。年越し
しないよう頑張りたい！（山）

い
楽屋裏楽屋裏楽屋裏

べにゅ

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

22 木 朋学舎 クリスマス会 19：00
20：45

朋学舎
☎054（627）8448 関係者

応応 募 方 法

タテのカギ
１．
２．
３．
４．
６．
８．
９．
11．
13．
14．
15．

世界最大のエイ
落語や漫才の最後にある
宮沢賢治「○○弾きのゴーシュ」
○○が鷹を生む
生誕96年・在位70年イギリスの女王
擬餌針の事
丸子にある「駿府○宿」
○○錯誤
元素記号「Ti」

「美女と野獣」美女の名前は
「永遠」エイエンともう一つの読み方

ヨコのカギ
1．
３．
５．
７．
９．
10．
11．
12．
14．
16．
17．

サザエさんの旦那さん
ラテン語 「100」を意味する補助通貨
弦楽器、弦は４本、略号「Vc」
ヨコ17を熟成させる円筒形の容器
○○は道連れ世は情け
飴で動物や食物などを作る技　　
「海」を英語で
スピルバーグ監督「○○との遭遇」
チョッキよりもお洒落な言い方
「羊毛」英語で
赤・白・ロゼがあります

今月号の景品
①12/18平田耕治 20名 ②1/5新春焼津寄席 10名
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