
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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ミュージコロビーコンサートVol.80
ウクレレの魅力を知ろう！

今回のロビーコンサートは、ぽろんぽろ
んとした柔らかい音色が特徴のウクレ
レ（演奏：金田優大）でお届けします。ウ
クレレは、ジャンルを問いません。ハワ
イアンだけでなく、童謡・ポップスやク
ラシックなどいろいろなジャンルの曲
が演奏できます。落ち着いた柔らかい音
色が心地よいウクレレの魅力を楽しみ
ましょう。

土
13：30開場
14：00開演

秋川雅史 千の風になってコンサート
聴いてよく分かるクラシック３

テノール歌手の秋川雅史がミュージコ
に初登場。2006年に1作目のシングルと
して発売された「千の風になって」を長
年にわたり愛していただいている数多
くの皆さまに感謝を込めて全国を訪問
しコンサートを開催中。一度は聴いたこ
とのある名曲の数々を楽しいトークと
共にお届けします。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4,000円 ※未就学児入場不可
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※窓口販売及びチケットの引換えは12月27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25日（日）10：00～
ネット■https://yyk1.ka-ruku.com/yaizu-s/
電 話■054-622-8811

土
15：30開場
16：00開演

岩崎宏美コンサートツアー2023
ステージでこそ最も輝く実力派女性シンガー

時代を超えて愛される正統派歌姫「岩崎
宏美」。どこまでも透き通った歌声、心の
奥まで響く圧倒的な表現力と抜群な歌
唱力で栄えるステージをお楽しみくだ
さい。70、80年代のヒット曲を次々に披
露するなど、現在も意欲的に活動を続け
ている「岩崎宏美」の見どころが盛りだ
くさんの充実したコンサートに、ぜひご
来場ください。

大井川文化会館 ホール
全席指定6,800円 ※未就学児入場不可
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※窓口販売及びチケットの引換えは１月15日（日）～
※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■1月14日（土）10：00～
ネット■https://yyk1.ka-ruku.com/yaizu-s/
電 話■054-622-8811・054-622-8494

大井川吹奏楽団 第26回定期演奏会
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）
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演劇とダンスのワークショップ 参加者募集
～俳優とダンサーといっしょにカラダをつかって遊んでみよう～
演劇とダンス、それぞれの分野を専門とする講師（演劇：宮城嶋遥加、ダンス：宮川絵理）といっ
しょに、カラダの使い方や色々な表現の仕方を発見していくワークショップを開催します。踊りが
好きな人、踊ったことがない人、表現することに自信がない人、どなたでも大歓迎です。「カラダを
知る」をテーマに、普段は気づかないような「カラダ」の魅力で思いっきり楽しんでみませんか？

開催日時■2023年2月23日（木・祝）①10：00～11：30　②13：30～15：00
会　　場■焼津文化会館小ホール
対　　象■小学3年生から中学3年生
定　　員■各20名程度 ※申込多数の場合抽選
参 加 料■500円（当日お支払いいただきます。）
持ち物等■筆記用具、飲み物、タオル、室内履き（体育館シューズ等）
申込方法■所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、１月29日（日）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◇054-627-5176、ホームページ◇http://www.yaizu-kosya.jp/yaizubunka/
そ の 他■当落結果は２月上旬にハガキにてご連絡いたします。

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、TAKUMI/匠、
銀河鉄道999　ほか

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

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

めざましクラシックス公式サイト
http://mezamashiclassics.com

2
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①10：30～12：10  青い山脈
②13：00～14：40  嵐を呼ぶ男上映時間

©日活 ©1957 日活株式会社

新春焼津寄席 春風亭小朝、桂宮治 ほか

新年の幕開けは焼津で初笑い！
笑う門には福来る！笑いと幸福を届け
る焼津寄席!!今回は、人気実力ともに当
代随一と誉れも高い名人「春風亭小朝」
と、人気テレビ番組の新レギュラーに抜
擢され、今最も勢いのある「桂宮治」によ
る落語会を開催します。新年のスタート
にふさわしい豪華な顔ぶれによる絶品
の話芸を、たっぷりとお楽しみくださ
い。

木
13：00開場
14：00開演

焼津文化会館 大ホール
全席指定4,000円 ※未就学児入場不可
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それいけ！アンパンマン  ミュージカル
まもれ！黄金の炎

きょうは「黄金の炎」のおまつりです。西部のまちにやってきたクリームパンダた
ち。おまつりの準備の途中、クリームパンダはコロッケキッドとケンカをして西部
のまちを飛び出してしまいました。そのころ、ばいきんまんが黄金の炎を消してし
まい、あたりは真っ暗に…！！助けを呼ぶ声を聞いたアンパンマンは、西部のまち
へと向かいます。はたして黄金の炎のおまつりはどうなるのでしょうか？そして、
２人は仲直りできるのでしょうか？

子どもたちに大人気「それいけ！アンパンマン」ミュージカルが来年もやって来ます！

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 チケット申込■10月29日（土）10：00～

Photo in Portugal by Rodrigo Sergio

ラ・クンパルシータ＜H.M.ロドリゲス＞、
ジェラシー＜J.ガーデ＞、リベルタンゴ、オブリビオン、
アディオス・ノニーノ＜A.ピアソラ＞ ほか

金
18：30開場
19：00開演2

2023 17
大井川文化会館 ロビー
全席自由 入場無料

めざクラ

※窓口販売及びチケットの引換えは1月22日（日）～
※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■1月21日（土）10：00～
ネット■https://yyk1.ka-ruku.com/yaizu-s/
特 電■054-626-9090

焼津文化会館 大ホール
全席指定3,300円 ※当日3,500円　

※3歳以上有料 特電は21日10：00～17：00のみ

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

土
①11：30開演
②15：00開演3
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※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。

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

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
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伊藤華織

宮川絵理
撮影：山口有一

宮城嶋遥加

ご好評いただきチケットは完売しました。お求めにな
れなかったお客様、誠に申し訳ございませんでした。

ご好評いただきチケットは完売しました。お求めにな
れなかったお客様、誠に申し訳ございませんでした。


