
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 水 令和5年焼津市消防団出初式 10：00
11：15

焼津市地域防災課
☎054（623）2572 無料

5 木 新春焼津寄席
春風亭小朝 桂宮治 翁家勝丸 ほか

14：00
16：00

焼津市焼津文化会館
☎054（627）3111 有料

8 日 令和5年焼津市はたちの集い 11：00
15：30

焼津市スマイルライフ推進課
☎054（631）6862 関係者

9 月祝 中央記念コンサート
～内山賢二先生を偲んで～

13：30
16：00

内山賢二先生を偲ぶ会　事務局
☎090（7672）9788 有料

15 日 焼津市少年少女合唱団ゆりかもめ
第34回 定期演奏会

13：30
15：30

焼津市立大井川南小学校
荒井　　　　　　　　　　　☎054（622）0288 要整理券

21 土 よしもとお笑いライブ
～Happy New Laugh！in焼津2023

19：00
20：30

焼津市焼津文化会館
☎054（627）3111 有料

22 日 STC presents 
めざましクラシックスin焼津

15：30
17：50

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

8 日 令和5年 焼津市はたちの集い 10：00
11：30

焼津市スマイルライフ推進課
☎054（631）6862 関係者

14 土 ジョイフル コンサート 12：30
16：00

鈴木
☎090（7619）6643 関係者

21 土 認定こども園 みのり幼稚園
音楽発表会

13：30 
15：30

認定こども園　みのり幼稚園
☎0548（22）0606 関係者

22 日
冬の映画劇場
それいけ！アンパンマン 
ドロリンとバケ～るカーニバル

10：00
11：02 焼津市大井川文化会館

☎054（622）8811 有料
14：00
15：02

25 水 大井川寄席一月公演 14：00
15：10

焼津市大井川文化会館
☎054（622）8811 有料

26 木 令和4年度 
指定給水装置工事事業者合同研修会

13：30
16:00

焼津市水道工務課
☎054（624）0111 関係者

1 月の催し物案内 １月の休館日◆10日㈫、16日㈪、23日㈪、30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11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

12㈭ デジタル補聴器相談会 10：00～16：00 デジタル補聴器のサガワ
☎0120（52）8980

感染防止対策

生解説プラネタリウム「すばる 冬空の
きら

煌めき」
冬空に輝く星団「すばる」を紹介

澄み切った冬の夜空を代表する美しい星
の集まり「すばる」。 古くから世界中で親
しまれ、人との関りも深い天体です。 そこ
で今回は、 すばるについて様々な話題を
取り上げます。前半の 「今夜の星空」 とと
もに、 ゆったりとお楽しみください。

※3歳以下は保護者１名につき１名ひざ上鑑賞可。

土12 10
※途中入場不可　※当日券を開館時間より販売
※各回定員165名全席自由大　人（16歳以上）600円

子ども（4歳以上）200円

プラネタリウムに関する問合せ■ディスカバリーパーク焼津 天文科学館  TEL.054-625-0800

投影時刻等の詳細は、ディスカバリーパーク焼津天文
科学館HPまたは電話にてご確認ください。
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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
ました。多くの皆様にご入会いただきまして、誠にありがとうございました。

“クラシック友の会”2022年度 会員募集終了

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）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256 （有効237）
①平田耕治    （20/6８）
②焼津寄席   （10/169）

ウメザワトミオ

※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！

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／１月４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
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今 年のカレンダーも最 終
面の１２月となり、年の瀬
を迎え 何 かと慌 ただしく
なってきた。冬至を過ぎこ
れから昼間の時間が徐々
に長くなってくるが、寒さ
はこれからが本番となるた
め読 者の皆さんも体 調に
は気を付けていただきた
い▼カタールで開 催され
たサッカー２０２２FIFA
ワールドカップで日本は、

決勝トーナメント１回戦で
無念にも敗退して、ベスト
８以上という当初の目標は
達成することはできなかっ
たが予 選リーグ１位 通 過
は快 挙であり、すでに発
表された新語・流行語大
賞も “ ブラボー ” に変 更
したほうがいいのではと思
うくらいの盛り上がりをみ
せた▼今回のワールドカッ
プで日本代表の実力が世
界に通用するということが
証 明され、より注目度が
高まり各 地で将 来の日本
代 表を目指す子ども達が
倍 増すると思 われる。そ

の受け皿を上手に運用し
て単なるブームで終わるこ
とのないように日本独自の
サッカー 文 化を熟 成させ
１０年後・２０年後には自
他共に認める強豪国の仲
間入りをしてもらいたい▼
このことは他の分野にも当
てはまり、どのような文化
でもしっかりと形成される
には長い年月と努力が必
要 である。 翻って焼 津・
大井川文化会館も、将来
のために今出来る地域文
化の種蒔を今後も継続し
ていくことの大切さを改め
て強く感じた。（三）

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

14 土 令和4年度　焼津市自治基本条例
まちづくり市民集会大ワールドカフェ

13：30
16：10

まちづくり市民集会実行委員会
（焼津市市民協働課）☎054（626）1178 関係者

27
～
29

金
～
日

県書きぞめ展焼津地区展・市書協会員展
合同展

9：00  
17：00 焼津市書道協会

河江　　　　　　　　　　　☎054（622）5707 無料
※29日は
15：30まで

応応 募 方 法

タテのカギ
１．
２．
３．
４．
６．
７．
８．
12．
14．
15．

澱・織・檻 何と読む
ホン○○・ブナ○○
放送中の朝ドラヒロイン 岩倉○○
一月の誕生石
12月31日
縦横無尽に動ける将棋の駒
英語でTrain
マヒマヒやマビキとも呼ばれる
童話「○○の王子さま」

「ラー○○・つけ○○・僕イケ○○」

ヨコのカギ
1．
４．
５．
７．
９．
10．
11．
13．
15．
16．

お正月に子供が喜ぶもの
鮨に欠かせない漬物
木星の第1衛星

「鹿尾菜」何と読む。海藻だよ
一年の始め
二日酔いにはオルニチン豊富な○○汁
古代インド神話に登場する鬼神
好物件、駅から○○5分
メカニックの略
布施明が歌った「○○のかほり」

今月号の景品
①1/25大井川寄席 20名 ②2/１白石光隆 10名

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

2
2023 25

※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

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

※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。

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

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」ミュージカルがやって来ます！

※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、お席が必要な場合有料。

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！
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。また、太神楽曲芸師「翁家勝丸」も登
場し、お正月にふさわしい華やかな芸で
会場を盛り上げます。新年のスタートを
飾る豪華な顔ぶれによる珠玉の芸を、ぜ
ひお楽しみください。

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

1
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色々な生き物で“白鳥”、ラデツキー“手拍子”行進曲、
小組曲「ピタゴラスイッチ」、うんめい～山あり谷あり～
帝国のマーチ（ダース・ベイダーのテーマ） ほか

1月号1月号
Monthly Jan.2023
毎月25日発行（25日が休館日の月は24日発行）
※次号「いべにゅ2月号」は1月25日発行
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