
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。

第45回 市民絵画公募展「まちかど展」

※窓口販売及びチケットの引換えは6月26日（日）～
※申込初日完売の場合、窓口販売等はありません。

チケット申込■6月25日（土）10：00～
ネット■https://yyk1.ka-ruku.com/yaizu-s/
電 話■054-622-8811・054-622-8494

土
15：30開場
16：00開演

世良公則 KNOCK KNOCK 2022 with渡辺美里＆NAOTO

至極のアコースティックライブをあなたへ
今年デビュー45周年を迎え、俳優とし
ても活躍中の世良公則がミュージコに
登場します。様々なゲストを迎えてお贈
りする「KNOCK KNOCK」シリーズが、
県内についに決定！！大井川公演では、
渡辺美里とヴァイオリニストNAOTOを
迎えて、珠玉のひとときを皆様にお届け
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5,500円 ※未就学児入場不可
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コハーン

第31回ミュージコ吹奏楽フェスティバル

小学生から社会人まで、幅広い年代の吹奏
楽団体が出場する音楽の祭典「ミュージコ
吹奏楽フェスティバル」を開催します。コ
ロナ禍の中でも、音楽でゆったりと旅行気
分を満喫できるように今回テーマは、「旅
行」を選定しました。MCはK-mixパーソナ
リティ島田真梨子が務めます。16団体の特
徴ある演奏で楽しい時間をお過ごしくだ
さい。

ヴァイオリン部門で最難関と言われる
「インディアナポリス国際ヴァイオリン
コンクール」。前回のコンクールで第2位
を受賞し、日本人として24年ぶりの入
賞に輝いた“外村理紗”。驚異的な左手の
正確さと高速技巧、瑞々しい感性は才能
豊かな若手の中でも特別な輝きを放つ。
聴衆の心を揺らす演奏をお楽しみくだ
さい。

華麗な演奏が響き渡る音楽の祭典

志太榛原地域の吹奏楽団16団体が出演!！
※未就学児は保護者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。

※各団体の演奏時間は10分間

昨年の様子：大井川ジュニア吹奏楽教室

大井川文化会館 ホール
全席指定200円 ※各回入替制

※小学生以上有料

スケジュール

【午前の部】

 9：30～　大井川ジュニア吹奏楽教室

 9：50～　藤枝中学校吹奏楽部

10：10～　焼津水産高等学校吹奏楽部

10：30～　六合中学校吹奏楽部

10：50～　吉田ブラス音楽団

11：10～　大井川中学校吹奏楽部

11：30～　藤枝市民吹奏楽団

11：50～　島田第二中学校吹奏楽部

【午後の部】

13：40～　川根中学校吹奏楽部

14：00～　藤枝北高等学校吹奏楽部

14：20～　東益津中学校吹奏楽部

14：40～　大井川吹奏楽団

15：00～　島田第一中学校吹奏楽部

15：20～　岡部吹奏楽団

15：40～　島田商業高等学校音楽部

16：00～　焼津市民吹奏楽団

ＭＣ■島田真梨子
K-mixパーソナリティ

日
午前の部 ９：30開演
午後の部13：40開演6 5

※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。

第35回 市民工芸公募展

令和5年9月、焼津文化会館にて「志太こ
どもミュージカル2023」の開催を予定
しています。開催に伴い、ミュージカル
出演者を右記のとおり募集します。皆さ
んのご応募お待ちしています。

焼津文化会館で開催する市民工芸公募展への出品を目指す工芸ワークショップを
開催します。今回のテーマは陶芸。初回から作品作りに取り組むので、制作に集中す
ることができます。大きさや形に決まりもありません。初心者の方も大歓迎！工芸
の魅力を発見し、モノづくりの楽しさを味わってみませんか？皆様のご参加をお待
ちしています。

日　　程■8月24日（水）、8月31日（水）、9月7日（水）、9月14日（水）、9月21日（水）、
　　　　　9月28日（水）、10月5日（水）、11月16日（水）、12月21日（水）　※全9回
時　　間■13：30～15：30
講　　師■焼津市工芸協会　中谷ゆき子
会　　場■講師工房（静岡県焼津市本中根473-3）※駐車場あり
対　　象■市内在住又は在勤・在学の方
定　　員■5名程度 ※先着順（定員になり次第締切）
参 加 料■5,000円 ※作品の大きさ等によっては追加料金がかかる場合があります。（材料費）
応募方法■電話◇焼津文化会館 054-627-3111 ※大井川文化会館でのお申込みはできません。

Takashi Hirano

ほか むら

応募締切

6月10日（金）必着
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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

８月20日（土） 焼津文化会館
外村理紗ヴァイオリン・リサイタル
６月19日（日） 焼津文化会館

オペラ名曲コンサート
12月４日（日） 焼津文化会館

千住真理子ヴァイオリン・リサイタル
10月２日（日） 大井川文化会館

めざましクラシックスin焼津
2023年１月22日（日） 焼津文化会館

平田耕治タンゴ・カルテット
12月18日（日）
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大井川文化会館

鼓童ワン・アース・ツアー2022～童
魂の躍動、生命のリズムが響く！

佐渡島を拠点に世界各地6,500回を超
える公演を行ってきた太鼓芸能集団「鼓
童」。創立40周年を迎え、鼓童が培って
きた精神（イズム）と音（リズム）が集約
された新作舞台「童」を披露！自然あふ
れる佐渡をテーマに、太鼓の響き、音楽
の力、生身の舞台を通じて、鼓童の＜過
去・現在・未来＞を全身全霊でお届けし
ます。

土
13：15開場
14：00開演

焼津文化会館 大ホール
全席指定6,000円 ※高校生以下3,000円

※未就学児入場不可
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中島美嘉
MIKA NAKASHIMA CONCERT TOUR 2022 『Ⅰ』

デビュー21年目を迎え、自身初となる全
作詞・作曲を手掛けたセルフプロデュー
スアルバム「I」を引っ提げて全国ツアーを
開催。満を持しての焼津登場!!多岐にわた
る活躍は国内外から大きな話題を呼び、
歌のみならず進化を続ける中島美嘉を堪
能できる多彩なサウンドと、自らの言葉
で今だからこそ伝えたいメッセージが詰
まった必聴のステージに乞うご期待！ 

日
16：15開場
17：00開演

焼津文化会館 大ホール
全席指定8,800円 ※3歳以上有料
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名古屋ダブルリードアンサンブル
華麗なる響き～ダブルリード楽器の饗演～

今年結成20周年を迎えた、オーボエや
イングリッシュホルン、ファゴットなど
のダブルリード楽器のみで編成された
アンサンブル。吹奏楽で人気の「エル・カ
ミーノ・レアル」を始め、映画音楽やコミ
カルなオリジナル曲まで、どなたにもお
楽しみいただけるプログラムをご用意
しました！ダブルリード楽器が織りな
す豊かで多彩な響きをご堪能ください。

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 ※友の会2,500円

※未就学児入場不可
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チケット発売■6月19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

はんぶんこ【RiO×高橋紫微】コンサート
心昂る魅せるサウンド！

モデルを彷彿とさせるヴァイオリン奏
者 RiOとフルート奏者 高橋紫微（すあ
い）の二人組ユニット『はんぶんこ』。美
しく透明感のある音色と力強いサウン
ド、そして凛とした気品溢れるパフォー
マンスで観る人の心を熱く昂らせま
す！音楽・時間・空間…楽しいこともみ
んなではんぶんこ♪ぜひ、お楽しみくだ
さい！

土
14：00開場
15：00開演

焼津文化会館 小ホール
全席指定3,500円 ※未就学児入場不可
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チケット発売■6月4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

焼津の風景や文化財・史跡などの絵画を
募集し、展示する絵画公募展！ぜひ焼津
市を絵画でお楽しみください！

募集要項
題　　材■焼津の風景、風物、文化財、史跡、家並み、産業等を描いた作品
種　　目■水彩、油彩、日本画、版画等
対　　象■市内在住者又は在勤･在学者
サ イ ズ■６号（41cm×24.2cm）～30号（91cm×91cm）※要額装（ガラス額装は不可）
出 品 料■500円 ※１人１作品まで
搬 入 日■７月２日（土）10：00～15：00 ※申込書を記入の上お持ちください。
搬入場所■焼津文化会館１階 展示室 ※搬出は23日（土）16：00～18：00

土 土

焼津文化会館 小ホール
展示時間9：00～17：00 ※最終日16：00

7 16 23
入場無料

10時～15時
7/２土

出品受付日時

陶芸・染物・革工芸など様々な手工芸・彫
刻などを募集し、展示する工芸公募展を
ぜひお楽しみください。

募集要項
題　　材■自由
種　　目■陶芸、染物、革工芸、パッチワーク等手工芸全般、彫刻等
対　　象■高校生以上の市内在住者又は在勤・在学の個人又はグループ（６名以内）
出 品 料■無料 ※１人または１グループ、一部門１作品まで（未発表作品）
搬 入 日■７月９日（土）10：00～17：00 ※申込書を記入の上お持ちください。
　　　　　割れやすい作品は、13日（水）16：00までにご持参ください。 ※申込書は９日（土）提出
搬入場所■焼津文化会館１階 展示室 ※搬出は23日（土）16：30～18：00

土 土

焼津文化会館 展示室
展示時間9：00～17：00
7 16 23

入場無料

10時～17時
7/9

会員募集中!

土

出品受付日時

※最終日16：00

荒牧陽子×松浦航大
最強!!歌まねジョイントライブ

テレビやYouTubeで大人気のものまね
スターが焼津にやってくる！圧倒的な
歌唱力で君臨する歌まね女王「荒牧陽
子」と変幻自在七色の声を持つ新星「松
浦航大」。新世代の歌まね界最強コンビ
がお届けする奇跡のジョイントライブ!!
最新ヒットソングから名曲まで、ものま
ねの域を超えた圧巻の歌声は必聴。お楽
しみに！ 

土
13：15開場
14：00開演

焼津文化会館 大ホール
全席指定3,800円 ※未就学児入場不可
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