
焼津市焼津文化会館
☎054（627）3111 有料

まない▼話は変わるが、今
回は先月開催した「純烈コ
ンサート in大井川」で感じ
たことについて書かせてい
ただきたい▼ご存知のとお
りNHK紅白歌合戦に２年
連続出場し、まさに飛ぶ鳥
を落とす勢いの「純烈」のコ
ンサートということで、チ
ケットは発売翌日朝には完
売という人気の高さであっ
た▼コンサートも唄の上手
さ・トークの面白さはもちろ
ん、２階席まで出演者がラ
ウンドするというサービスに
満員の観客は大満足の様
子であった▼そんな彼らが
コンサート当日、会館入りと
同時にまず事務室に挨拶に
来たのにはびっくりした。こ
ちらから楽屋挨拶に伺うの
が通例だが、彼らには、これ

原稿を書いている２月初旬
では、中国武漢から新型コ
ロナウイルスの感染が拡大
している状況だ。WHOが
「国際的に懸念される公衆
衛生上の緊急事態」を宣言
し、世界規模で甚大な被害
が発生していると改めて感
じる▼感染症が拡大するこ
との被害は言うまでもない
が、武漢から帰国した感染
症患者が入院している病院
職員や隔離されているホテ
ル従業員の子供たちが風
評被害でいじめを受けてい
るということも非常に心配
だ。早期の終結を願ってや

が普通のようであり、テレビ
で見るとおり親近感と誠実
さが感じられた▼終了後、
プロモーターの担当者が、
「彼らとは旧知の間柄で、今
のようにメジャーではない
時代に観客がまばらな中で
も、全力でコンサートに打ち
込んでいる姿と、今日の満
席の状況がオーバーラップ
して本当に感慨深い」と涙
目で話していた。多くの苦労
を経て今日があるのは、支
えてくれてきた人のお陰とい
う純烈の日頃の姿勢から、
周りの人は自分の事のよう
に嬉しく感じられるのでは
ないか▼モットーの「純粋
であり、かつ強く正しく、志
を変えずに貫く」を今も忘れ
ない純烈は素晴らしい人達
だと感じた。（三）

焼津文化会館　大ホール
3 月の催し物案内 3月の休館日◆2日㈪、9日㈪、16日㈪、23日㈪、30日㈪

このご案内は、令和2年2月1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。

日 曜 催し物 問い合わせ先 入場等開演
終演

日 被災66年
2020年3.1ビキニデー集会

3.1ビキニデー静岡県実行委員会
☎054（253）1854

13：00
15：301

土 それいけ！アンパンマンミュージカル
勇気の花に歌おう♪

魔法の美術館

焼津市焼津文化会館
☎054（627）3111

11：00
12：30
14：30
16：00

7

日 渡辺美里 焼津市焼津文化会館
☎054（627）3111

17：30
19：308

木 3.12重税反対全国統一行動
焼津集会

焼津民主商工会
☎054（626）5222

10：00
11：3012

金 静岡福祉大学卒業式･学位記授与式 静岡福祉大学
☎054（623）7000

11：00
12：3013

土 クラシック友の会記念コンサート
田中靖人＆白石光隆デュオリサイタル

焼津市焼津文化会館
☎054（627）3111

14：00
16：0014

大井川文化会館ミュージコ
日 曜 催し物 問い合わせ先 入場等開演

終演

日 第58回 ヤマハこどものフェスティバル
サウンドイシカワ

サウンドイシカワ
岡村 ☎0547（36）3000

14：30
16：301

金 ミュージコ
ロビーコンサートVol.73

焼津市大井川文化会館
☎054（622）8811

19：30
20：306

日 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

焼津市大井川文化会館
☎054（622）8811

10：30
11：308

土 すみやグッディ
ピアノ・エレクトーン発表会

すみやグッディ藤枝店
早戸 ☎054（643）9511

11：00
17：0014

日 11：15
17：0015

木 焼津市立大井川中学校
卒業証書授与式

焼津市立大井川中学校
☎054（622）0038

 9：30
11：4519

金祝 dolceピアノ教室 ピアノ発表会 dolceピアノ教室
上野 ☎054（622）3601

13：15
16：0020

土 三好ピアノ教室 ピアノ発表会 三好ピアノ教室
☎054（643）7303

10：00
19：0021

日 第23回
東出薫フィット＆ダンス パラダイス

TFC
濱田 ☎080（9490）1550

13：50
16：3022日 曜 催し物 問い合わせ先 入場等開演

終演

土  9：30
18：00

14

日5

焼津市総務課
☎054（626）2144第4回 焼津平和文化賞作品展示会

焼津文化会館　小ホール

焼津文化会館　展示室

3月のチケット発売情報
日 曜 催し物 チケット取り扱い

日

会場・問合先■焼津文化会館 ☎054（627）3111

1

金13

日15

「アサル 国際馬頭琴アンサンブル」午前９時受付開始 ネット・窓口・電話
☎054（627）3111

「大黒摩季」午前10時受付開始 ネット・特電
☎054（626）9090

「めざましクラシックス」午前10時受付開始 ネット・特電
☎054（626）9090

開催期間

1㈰  9：00～17：00

催し物 開催時間 お問い合わせ先

3月のチケット発売情報
日 曜 催し物 チケット取り扱い

土 「三山ひろし」午前10時受付開始

会場・問合先■大井川文化会館 ☎054（622）8811

ネット・電話
☎054（622）8811・849428

焼津わーくわーく実行委員会
迫 ☎090（6336）3775焼津わーくわーく21㈯ 10：00～16：00

無料

有料

有料

関係者

関係者

有料

要整理券

無料

無料

無料

関係者

関係者

無料

関係者

日 第24回 泉バレエスタジオ発表会 泉バレエスタジオ
☎054（623）3382

14：00
17：0029 無料

クロスワードパズル

○の部分を並び替えると1つの答えになるよ！

今月号の景品
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※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

先月号のクロスワード

①3/14 田中靖人&白石光隆・・・・・・・・・・・20名　②3/14～4/5 魔法の美術館・・・・・・・・・・・10名

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、ご希望の景品をプレゼントします。
応募期限／3月3日㈫必着
あて先／〒425-8585 焼津市三ケ名1550　焼津文化会館パズル係

タテのカギ

ヨコのカギ

1 . 定番の遊び「〇〇さんが転んだ」
2. アリババと40人の盗賊の呪文。「開け〇〇」

1. 法多山名物厄除け〇〇
3. 魚類学者〇〇クン。本名宮澤正之
5. ガンバレルーヤよしこの相棒
7. 有名人です。井上・浅田・大地
9. ことわざ。臭いものに〇〇をする
10. 首都はコペンハーゲン
11. 元素記号Aｕ
12. 英語でRhino
14. 水族館のアイドル「海驢」と書きます
16. 七五三と言えば〇〇飴
17. 「柚餅子」と書きます

3. 昭和31年生まれの干支
4. 国際線航空旅客数日本一の国際空港
6. 鰻のかば焼き、名古屋めし
8. 静岡は、黒はんぺん・竹串・タテ13の削り粉
9. 「袱紗」何と読む
11. 韓国の辛い漬物と言えば
13. うるめ・ま・かたくち
14. 努力をする人がかいたり、流したり
15. 弓＋米＋弓

11 22 33 44

55 66

77 88 99

1111 1212 1313

1414 1515

1616 1717

1010

【頭の体操レベル】 ★★★☆☆ まあまあね！

※最終入場は
17：30まで

＊ネット申込みは、事前に上記URLより無料会員登録が必要となります。（スマートフォン・タブレット可）
＊登録の際、メールマガジン配信希望を選択することにより両館公演情報を定期的に配信させていただきます。
＊ネット申込みは、申込み初日もお好みの席を画面上から選んでご購入いただけます。

CGドームシアター・ヒーリング「平原綾香 いのちの星の詩」

木

3月号3月号


