
心をつないで ともに歌うよろこび

焼津市・藤枝市内の小学3年生から高校
2年生までの子ども達50名が感染対策
をしながら約1年間の練習を重ねてき
ました。今回は、思い入れの強いオリジ
ナルミュージカルです。「志太から世界
へ」発信する子どもたちの文化芸術、子
どもから大人まで楽しめる心温まる
ミュージカルをご家族でお楽しみくだ
さい。

志太こどもミュージカル 2021

※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。

※第5回公演「さよなら、モーツァルト！」（2015年）より

土 15：15開場 16：00開演

焼津文化会館 大ホール
全席自由1,000円 ※当日1,300円 

※3歳以上有料

12
日 12：45開場 13：30開演13

土
13：45開場
14：30開演

三舩優子＆三原未紗子 2 PIANO’S
鍵盤から生まれる奇跡のハーモニー

奇跡のデュオ・リサイタルが実現！華のあ
るダイナミックな演奏で魅了し、日本を代
表するピアニスト三舩優子。「ブラームス
国際コンクール」で一昨年優勝を果たした
注目のピアニスト三原未紗子。それぞれの
個性が際立つソロをはじめ、２台による大
胆なアレンジでピアノの魅力溢れる多彩
なプログラムをお届けします。

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

5 Akira Muto Takaaki Hirata

沈める寺＜ドビュッシー＞、4つの小品組曲より＜ベネット＞
プレリュード Op.3-2「鐘」嬰ハ短調＜ラフマニノフ＞
組曲 第2番 ハ長調 Op.17＜ラフマニノフ＞　ほか

木
13：30開場
14：00開演

笑福亭茶光・三遊亭あら馬 梅に鶯落語会
まさ こう

大井川寄席二月公演
老若男女、落語に馴染みのない方も笑わせ
るをモットーに活動する上方落語家「笑福
亭茶光」と地元の小学生たちに落語のおば
ちゃんとして愛されている「三遊亭あら馬
（ま）」がミュージコの高座に登場します。高
度な話芸で物語が広がっていく伝統芸能
を平日の昼間にワンコイン（500円）でお楽
しみください。

国内外で広く活動するソリストや在京
オーケストラのメンバー、室内楽奏者
など、クラシック界の第一線で活躍する
チェリストによって結成された「東京
チェロアンサンブル」。“今の自分達にし
かできない”至高のアンサンブルを10台
のチェロが織りなします。心に響く魅惑
の音色を、ぜひご堪能ください。

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。

大井川文化会館 ホール
全席指定500円 ※未就学児入場不可

17

金
18：30開場
19：00開演

ミュージコロビーコンサートVol.77
MUSICOで心はずむミュージカルSONG

今回のロビーコンサートでは、ミュージカ
ルやオペラの名曲を歌（林海希）とピアノ
（岡田沙也佳）でお届けします。「メモリー」
「美女と野獣」「トゥモロー」など、誰もが一
度は耳にしたことのある名曲で心躍るひ
と時をお過ごしください。感染症予防対策
のため、人数制限をする場合がございま
す。予めご了承ください。

大井川文化会館 ロビー
全席自由 入場無料
25

サウンド・オブ・ミュージック＜リチャード・ロジャース＞
メモリー＜マンドルー・ロイド・ウェーバー＞
ある晴れた日に＜プッチーニ＞　ほか
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東京チェロアンサンブル2022年度クラシックシリーズ
10台のチェロが織りなす至高のアンサンブル！

チケット発売■3月12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

《4vc》清水詩織・中実穂・三宅依子・宮坂拡志
 2つの小品＜クレンゲル＞
《6vc》荒井結・新倉瞳・髙木慶太・堀沙也香・宮田大・横山桂
 ボサノヴァ＜リンデマン＞、マンボ＜リンデマン＞

《all members》
 讚歌＜クレンゲル＞、ボレロ＜ラベル＞
 レ・ミゼラブル＜シェーンベルク＞

東京チェロアンサンブル
＜YouTube公式チャンネル＞▶
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清水詩織荒井結 中実穂 新倉瞳

堀沙也香 三宅依子 宮坂拡志 宮田大 横山桂

髙木慶太
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浅野祥 15周年記念公演
“NEO STRINGS”

津軽三味線奏者「浅野祥」。15周年を迎え
る今回は、津軽三味線一本で全国を巡る
旅。これまで和洋問わず、ジャンルを超え
たコラボレーションを積極的に行ってきた
浅野祥が節目の年に原点へと帰る。新たな
基準、新たな絃の表現を携え、奏でる浅野
節。津軽民謡を中心に、津軽三味線の音色
をじっくりとお楽しみください。

土
13：30開場
14：00開演

焼津文化会館 小ホール
全席指定3,000円 ※高校生以下1,500円　

※2歳以下入場不可
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焼津寄席 小遊三・文珍 東西名人会 大切にしたい。 あなたの奏でる心

第31回 ミュージコピアノマラソン
かな

東西の名人芸に抱腹絶倒 !
人気テレビ番組でおなじみ「三遊亭小遊
三」と、上方落語界の大御所「桂文珍」によ
る落語会を開催します。粋な江戸言葉で魅
せる小遊三は、得意の滑稽話や歯切れの良
い落語で笑いの渦を巻き起こす。古典から
新作まで自在に操る文珍は、芸歴50年を
超え円熟味溢れる上方落語を披露！東西
の名人による絶品話芸を、ご堪能ください。

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

2 日
13：00開場
14：00開演6

津軽じょんから節、津軽三下り、津軽あいや節、
弥三郎節、秋田荷方節　ほか
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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。

焼津文化会館 大ホール
全席指定3,000円 ※3歳以上有料

【あらすじ】　
こわれてしまった大切なおもちゃをな
おしてもらおうと、クリームパンダ、コ
キンちゃん、フランケンロボくんは３人
だけで「おもちゃの国」へ向かってしま
いました。向かう途中には、まいごの森
もあるのです。心配になったアンパンマ
ンたちは後を追いかけますが、ばいきん
まんが邪魔をしてきて…。やがて３人が
たどりついたおもちゃの国では、化石の
魔王がみんなを化石に変えようとおお
あばれ。はたして、おもちゃの国はどう
なってしまうのでしょうか？

こども達に大人気「それいけ！アンパン
マン」のミュージカルがやってくる！

応募期限■2月28日（月）消印有効

土
①11：30開演
②15：00開演5

2 2

ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

521 22土 日

応 法方募

※消せるボールペンで記入しないでください。

※令和４年4月時点（来年度）の学年等ご記入ください。

▲大井川文化会館
  （公式ホームページ）

募集要項

平成4年の開館当初から続いている大井川文化会館恒例イベント「ミュージコピアノマラソン」の参加者を募集
します。ミュージコ自慢の「スタインウェイD-274」「ヤマハCFⅢS」「カワイEX」と格調高く個性ある３台からご希
望のピアノを自由に演奏していただけます。初心者の方・最近再び弾き始めた方も大歓迎！ソロはもちろんギ
ター・フルートなどほかの楽器とのアンサンブルでも出演できるピアノマラソンに参加してみませんか。皆さん
のご応募心よリお待ちしております。

対　　象■年齢、市内外を問わずどなたでも応募できます。（ただし、感
染状況によって変更する場合があります）演奏は、ソロ、他
の楽器とのデュオ、ピアノ伴奏による合唱など  ピアノを使
用したものであればどんな形態でも構いません。但し、演奏
準備等に特別な作業が必要で相当時間を要する演奏形態
は除きます。

演奏要件■１人または１グループにつき１曲１ステージのみ。演奏時間
はソロ、グループ共に4分以内。

参 加 料■１人800円（当日徴収）
募集定員■400組程度（応募者多数の場合抽選）
応募方法■往復ハガキ１枚につき１人または１組（共演者含む）の応募

となります。応募用紙に①出演者氏名（要フリガナ）、保護者
氏名・続柄（出演者が未成年の場合）②住所③電話番号④生
年月日⑤学年等⑥演奏曲目⑦演奏時間【共演者がいる場
合】⑧共演人数⑨共演方法、共演者記入欄（共演者が２名以
上の場合、後日会館より連絡させていただきます。）を記入
し、切取って往復ハガキに貼り下記まで郵送してください。
※応募用紙は大井川･焼津両会館にて配布しています。また、
ミュージコHP、上記QRコードからもダウンロードきます。

個人情報■応募を通じて得た個人情報は、参加に関する案内や連絡、プ
ログラム（会場での配布及び掲示・HP）に氏名・居住市町名
（県外の方は県名）・学年等を掲載することに使用し、その他
の目的には一切使用いたしません。

送 付 先■〒421-0205 焼津市宗高888「ミュージコピアノマラソン」係
出場案内■出場日時のご連絡は４月上旬までに返信ハガキを応募者に

お送りします。なお多数の応募が予想されますので参加に
関してご希望に添えない場合がありますことを予めご了承
ください。

感染予防■イベント開催にあたり、感染予防対策にご協力をお願いい
たします。

問 合 せ■大井川文化会館ミュージコ　TEL054-622-8811
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焼津文化会館 大ホール
全席指定3,500円 ※友の会3,000円

※未就学児入場不可
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オペラ名曲コンサート

名古屋ダブルリードアンサンブル

記念コンサート（2022年度）にご招待

2021年度クラシックシリーズ
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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。
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【あらすじ】　
こわれてしまった大切なおもちゃをな
おしてもらおうと、クリームパンダ、コ
キンちゃん、フランケンロボくんは３人
だけで「おもちゃの国」へ向かってしま
いました。向かう途中には、まいごの森
もあるのです。心配になったアンパンマ
ンたちは後を追いかけますが、ばいきん
まんが邪魔をしてきて…。やがて３人が
たどりついたおもちゃの国では、化石の
魔王がみんなを化石に変えようとおお
あばれ。はたして、おもちゃの国はどう
なってしまうのでしょうか？

こども達に大人気「それいけ！アンパン
マン」のミュージカルがやってくる！

応募期限■2月28日（月）消印有効

土
①11：30開演
②15：00開演5

2 2

ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

521 22土 日

応 法方募

※消せるボールペンで記入しないでください。

※令和４年4月時点（来年度）の学年等ご記入ください。

▲大井川文化会館
  （公式ホームページ）

募集要項

平成4年の開館当初から続いている大井川文化会館恒例イベント「ミュージコピアノマラソン」の参加者を募集
します。ミュージコ自慢の「スタインウェイD-274」「ヤマハCFⅢS」「カワイEX」と格調高く個性ある３台からご希
望のピアノを自由に演奏していただけます。初心者の方・最近再び弾き始めた方も大歓迎！ソロはもちろんギ
ター・フルートなどほかの楽器とのアンサンブルでも出演できるピアノマラソンに参加してみませんか。皆さん
のご応募心よリお待ちしております。

対　　象■年齢、市内外を問わずどなたでも応募できます。（ただし、感
染状況によって変更する場合があります）演奏は、ソロ、他
の楽器とのデュオ、ピアノ伴奏による合唱など  ピアノを使
用したものであればどんな形態でも構いません。但し、演奏
準備等に特別な作業が必要で相当時間を要する演奏形態
は除きます。

演奏要件■１人または１グループにつき１曲１ステージのみ。演奏時間
はソロ、グループ共に4分以内。

参 加 料■１人800円（当日徴収）
募集定員■400組程度（応募者多数の場合抽選）
応募方法■往復ハガキ１枚につき１人または１組（共演者含む）の応募

となります。応募用紙に①出演者氏名（要フリガナ）、保護者
氏名・続柄（出演者が未成年の場合）②住所③電話番号④生
年月日⑤学年等⑥演奏曲目⑦演奏時間【共演者がいる場
合】⑧共演人数⑨共演方法、共演者記入欄（共演者が２名以
上の場合、後日会館より連絡させていただきます。）を記入
し、切取って往復ハガキに貼り下記まで郵送してください。
※応募用紙は大井川･焼津両会館にて配布しています。また、
ミュージコHP、上記QRコードからもダウンロードきます。

個人情報■応募を通じて得た個人情報は、参加に関する案内や連絡、プ
ログラム（会場での配布及び掲示・HP）に氏名・居住市町名
（県外の方は県名）・学年等を掲載することに使用し、その他
の目的には一切使用いたしません。

送 付 先■〒421-0205 焼津市宗高888「ミュージコピアノマラソン」係
出場案内■出場日時のご連絡は４月上旬までに返信ハガキを応募者に

お送りします。なお多数の応募が予想されますので参加に
関してご希望に添えない場合がありますことを予めご了承
ください。

感染予防■イベント開催にあたり、感染予防対策にご協力をお願いい
たします。

問 合 せ■大井川文化会館ミュージコ　TEL054-622-8811

■

■

■
■
■

■

■
■

■

■

日
13：30開場
14：00開演

焼津文化会館 大ホール
全席指定3,500円 ※友の会3,000円

※未就学児入場不可

225

平田耕治タンゴ・カルテット

千住真理子ヴァイオリン・リサイタル

東京チェロアンサンブル 外村理紗ヴァイオリン・リサイタル

オペラ名曲コンサート

名古屋ダブルリードアンサンブル

記念コンサート（2022年度）にご招待

2021年度クラシックシリーズ

【共演者が未成年等の場合はご署名ください】

６月19日（日） 焼津文化会館


