
し ず お か

静岡文化情報誌 しずおかイベントニュース 静岡市内の文化施設・生涯学習施設で実施するイベントを紹介。

静岡市民文化会館 「松竹大歌舞伎　芝雀改め五代目中村雀右衛門襲名披露公演」ほか　　P❸-❹
静岡科学館る・く・る 「企画展　ムシできない虫むし展」ほか　 P❺-❻
静岡市清水文化会館マリナート「魔法の美術館～光と遊ぶ超体感型ミュージアム～」ほか　P❼-❽
静岡市音楽館AOI「ティエリー･ミログリオ　パーカッション･ライヴ“Next Plus”」   　P❾
静岡市生涯学習センター 講座情報　　P❿-⓬
静岡市民ギャラリー 催事カレンダー　　P⓯

キニナルスキニナルプロジェクト　　P⓮
チケットの半券でお得なサービスが受けられる! 「チケットでスマイル」情報も載ってます   P⓰-⓲

公益財団法人 静岡市文化振興財団　 静岡市葵区御幸町4番地の1 アーバンネット静岡ビル4階　TEL.054-255-4746 FAX.054-653-3501

静岡市美術館

P❶-❷

没後20年
ルーシー・リー展



1

1

※都合により内容を変更する場合があります。

休 館 日：毎週月曜日（ただし5月2日（月）は臨時開館）
開館時間：10:00－19:00（展示室入場は閉館30分前まで）

観覧料：一般1,000（800）円、大高生・70歳以上700（500）円、中学生以下無料
＊（　）内は前売りおよび当日に限り20名以上の団体料金
＊障害者手帳等をご持参の方および介助者原則1名は無料
前売券：4月8日（金）まで販売
静岡市美術館、チケットぴあ［Ｐコード：767-298］、ローソンチケット［Lコード：46374］、セブンチケット［セブンコード043-004］、
谷島屋呉服町本店、谷島屋マークイズ静岡店、戸田書店静岡本店、戸田書店城北店、江崎書店パルシェ店、MARUZEN&ジュンク堂書店新静岡店
主催：静岡市、静岡市美術館 指定管理者 （公財）静岡市文化振興財団、静岡朝日テレビ、日本経済新聞社
後援：静岡市教育委員会、静岡県教育委員会、オーストリア大使館、ブリティッシュ・カウンシル　　協賛：大伸社
協力：オーストリア航空、全日本空輸、ルフトハンザ カーゴ AG

会期:2016年4月9日 土 －5月29日 日

ルーシー・リー展
没後20年

1 ≪ピンク線文鉢≫1980年頃　個人蔵　Estate of the artist　撮影：上野則宏
2 ≪スパイラル文花器≫1980年頃　個人蔵　Estate of the artist　撮影：大屋孝雄
3 ≪線文円筒花器≫1968年頃　個人蔵　Estate of the artist　撮影：大屋孝雄
4  Lucie Rie Archive, Sainsbury Centre for Visual Arts, University of East Anglia , UK/ Photo：Pete Huggins
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　20世紀を代表するイギリスの陶芸家ルーシー・リー（1902-1995）。没後20年を機に開催される本展では、初期から晩年にいたる約200点の作品で
彼女の足跡を辿り、その魅力に迫ります。　
　ルーシー・リーは1902年、ウィーンの裕福なユダヤ人家庭に生まれました。ウィーン工芸美術学校で轆轤（ろくろ）の面白さに魅了され陶芸家となる
ことを決意し、国際的な展覧会で高い評価を得ていきます。しかし戦争へと向かう時代の流れを受け、1938年イギリスへの亡命を余儀なくされます。
以後ロンドンの自宅に工房を構え、半世紀以上にわたり制作を続けました。
　轆轤によって生み出される優美で緊張感のあるフォルム、象嵌（ぞうがん）や掻き落としなどによる独自の文様、釉薬のあたたかみのある色調など、
彼女ならではの造形世界は、国や世代を超え多くの人々を魅了し続けています。本展では展示作品の大半が日本初公開となるほか、今回新たに発見さ
れたウィーン時代の作品も紹介します。繊細でありながらも、凛とした存在感を放つルーシー・リーの世界をどうぞお楽しみください。



※都合により内容を変更する場合があります。
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静岡市美術館
〒420-0852　静岡市葵区紺屋町17-1　葵タワー3階　TEL.054-273-1515　FAX.054-273-1518　URL.http://www.shizubi.jp/
●開館時間／10：00～19：00（展示室入場は閉館30分前まで）　●休館日／月曜日（祝日の場合は開館、翌平日休館）、年末年始

●アクセス／JR静岡駅北口より地下道を利用して徒歩3分。

　
という、彼女の最も特徴的な作陶を可能としました。また設置場
所が省スペースで済み、さらに燃料で炊く窯のように炎の偶然性に
左右されにくいという利点もあります。フォルムや色を追求し、釉
薬の研究や実験を繰り返しながら意識的なものづくりを半世紀以
上にわたって続けたリーの芯の強さ。これが、彼女の華やかな作
品のなかに漂う、凛とした気品に繋がっているのかもしれません。
　2010年の国立新美術館で開催された回顧展を経て、日本での
ルーシー・リー人気には目を見張るものがあります。本展では初期
から晩年にいたる約200点が出品され、その大半が初公開となりま
す。「かわいい」という言葉では片づけられない、リーの魅力に改

講演会「ルーシー・リーとハンス・コパー　その生涯と時代」

当館学芸員によるギャラリートーク

シネマアワー vol.18 『地下鉄のザジ』

しずびチビッこプログラム

日時：5月21日（土）

日時：5月7日（土）

日時：5月5日（木・祝）

日時：5月14日（土）

14：00～15：30（開場13：30）

14：00～（40分程度）

14：00～（開場 13:30）

①10：30～12：00　②14：00～15：30

講　　師：西マーヤ氏（現代陶芸研究者）
会　　場：当館多目的室
参 加 料：無料
定　　員：70名（応募多数の場合は抽選）

参 加 料：無料（要観覧券）
申込不要（当日受付前にお集まりください）

会　　場：当館多目的室
　　　　 ※簡易の映像設備での上映になります。 

対　　象：2歳以上の未就学児　各回10名 
会　　場：当館ワークショップ室
参 加 料：子ども1名につき500円　※保護者は要観覧券

伝記の翻訳を手がけるなど、長年ルーシー・リー研究に携わってきた西マーヤ氏が、彼女の生涯と作品について、
交友の深かった陶芸家ハンス・コパーとの関係から語ります。

「Shizubiシネマアワー」は美術館ならではのセレクトで、さまざまな映画を上映するシリーズです。第18回
目は、シズオカ×カンヌウィーク2016・こどもの日に連動し、パリを舞台に少女ザジと大人たちがくり広げ
るドタバタ劇『地下鉄のザジ』を上映します。

（ルイ・マル監督　1960年　フランス　93分）

小さな子ども達のためのアート体験プログラム。保護者の方は展覧会をご覧ください。

主催：静岡市、静岡市美術館 指定管理者 （公財）静岡市文化振興財団、静岡朝日テレビ、日本経済新聞社

　ウィーンの裕福なユダヤ人家庭に生まれたルーシー・リーが、
ナチスによるオーストリア侵攻を機にロンドンへ避難してきたのは
1938年のこと。翌年ハイド・パーク周辺のアルビオン・ミューズと
呼ばれる場所に住居兼工房を見つけます。1995年に亡くなるまで
の約60年、リーはこの工房で制作を続けました。そこには、私た
ちが安易に思い描く陶芸家（師弟関係があり、良質な土が採れる
場所で昼夜窯を見守る…？）とは異なり、個人で作陶を行う（スタ
ジオ・ポタリー）、都市に生きる陶芸家の姿がありました。
　小さく高い高台と口縁部が広がった薄作りの鉢、パーツを組み
合わせて作り出された伸びやかな花器。さらにそれらフォルムと一
体となった、目を惹く鮮やかな釉薬。様々な実験を経て、彼女な
らではのスタイルが生み出されました。リーが使用していた電気窯
は、高温焼成が可能で、素焼きをせずに一回の焼成しか行わない

都市の陶芸家　ルーシー・リー

静岡市美術館学芸員 伊藤鮎

現在ロンドンのビクトリア・アンド・アルバー
ト美術館には、リーの工房の一部が再現され
ています（右）。写真右手に見えるのは、リー
が実際に使用していた回転轆轤。左手の棚に
積み上げられているのは、戦時下に生計を立
てるために制作していた陶製のボタンのため
の石膏型。

参 加 料：500円（チケット制）
　　　　 ※4月1日（金）より静岡市美術館受付にて販売
　　　　 　（定員になり次第販売終了） 
定　　員：70名
企画協力：㈱サールナートホール

めて目を向ける機会となればう
れしく思います。

申込締切：5月6日（金）必着
申込方法：当館HP申込フォーム（www.shizubi.jp）または往復はがきにて。
　　　　  1件につき4名様まで。抽選の如何にかかわらず結果は通知いたします。
　　　　  ※往復はがき記載事項　催事名、催事日、氏名（参加人数分）、年齢、住所
　　　　　  （郵便番号から）、電話番号、返信面に宛先を記入の上、静岡市美術館まで。

申込締切：4月29日（金・祝）必着
申込方法：当館HP申込フォーム（www.shizubi.jp）または官製はがきにて。
　　　　  抽選の如何に関わらず、結果は通知します。
　　　　  ※官製はがき記載事項　希望の時間、保護者の氏名、子どもとの続柄、住所、
　　　　　  電話（緊急連絡先）、子どもの名前、人数、性別、年齢（月齢まで）をご記入の
　　　　　  上、静岡市美術館まで。

©1960 Nouvelles Editions de Films
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※都合により内容を変更する場合があります。

松竹大歌舞伎

葛西聖司氏による歌舞伎プレセミナー

芝雀改め五代目中村雀右衛門
襲名披露公演

松竹大歌舞伎公演関連事業

静岡市民文化会館　一般直接販売（中ホールホワイエ）：5月17日（火）10:00～／電話予約：5月17日（火）13:00～
5月17日（火）10:00～　・チケットぴあ（セブンイレブン、サークルＫ・サンクス、チケットぴあ店舗）、イープラス（ファミリーマート各店舗）、
ローソンチケット（ローソン、ミニストップ各店舗）ほか各チケットプレイガイドで販売
※車いす席5,000円（介助者1人無料）　静岡市民文化会館のみで販売（いずれも申込順）

※開場は開演の30分前

アナタとワタシのリズムは違う。でも一緒に踊れるよ！
アナタとワタシが思いつくことは別のこと。でも一緒に踊れるよ！
カラダをたくさん発見して、ダンスマスター目指そうよ！

身体が素直であるとはどんなことでしょう。身体が繊細になれば何が起きるでしょ
う。丁寧に感じ、丁寧に動かし、踊ることの細やかさを知って、ダンスの楽しさ
を深いものにしてみませんか？

静岡市民文化会館　中ホール

芝雀改め五代目中村雀右衛門　松本幸四郎
　　　中村梅玉　大谷友右衛門　他

静岡市民文化会館　大会議室 無料

葛西 聖司

セレノグラフィカ

（アナウンサー・古典芸能解説者）

芝雀改め五代目中村雀右衛門

（隅地茉歩、阿比留修一）

伝統芸能の案内役として著名な葛西聖司氏を講師に迎え、今年9月22日(木・祝)静岡市民文化
会館で開催する「松竹大歌舞伎」の見どころを楽しい語りで解説していただきます。ぜひご参
加ください！

【一等席】7,000円　【二等席】5,000円　【三等席】3,000円

静岡市民文化会館　054-251-3751

演　目

会　場

会　場 参加費

講  師

講  師

料　金

チケット取り扱い

主な出演者

ＮＨＫエグゼクティブアナウンサーを経て、現在は、歌舞伎、文楽などの
伝統芸能の解説や執筆活動、また大学の教壇に立つなど、全国で活躍して
いる。『名セリフの力』、『文楽のツボ』など著書多数。

講師プロフィール

申込方法

子ども編

大人編

各お問い合わせ

昼の部 13：00開演　夜の部 17：30開演

14：00～15：30　　定員100人

9月22日（木・祝）　

7月16日（土）　

〈ダンス王国Shizuoka〉

セレノグラフィカ・ダンスワークショップ
5月22日（日）　

対象：小学生～中学生20人
会費：800円

対象：高校生以上30人（経験不問）
会費：2,000円

10：00～12：00

14:00～17:00

会場：静岡市民文化会館　リハーサル室 

申込方法：5月3日（火・祝）13:00～静岡市民文化会館へ電話でお申し込みください。（申込順）
共　　催：静岡コミュニティダンスプロジェクト実行委員会（SCDP）

5月21日（土）10:00～　静岡市民文化会館へ電話でお申し込みください。（申込順）

photo  Ai Hirano

一、 當年祝春駒　
二、 五代目中村雀右衛門襲名披露　口上
三、 仮名手本忠臣蔵　七段目　 園一力茶屋の場



静岡市民文化会館
〒420-0856　静岡市葵区駿府町2-90　TEL.054-251-3751　FAX.054-251-9219　URL.http://www.scch.shizuoka-city.or.jp/

●開館時間／9：00～21：30　●休館日／月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始　●有料駐車場有り（246台収容・30分毎100円）
●アクセス／JR静岡駅北口より、バス（5番、6番乗り場）で「市民文化会館入口」下車徒歩3分、タクシーで約10分程度。

※都合により内容を変更する場合があります。
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問主 …主催 …お問合せ5月

1 日
静岡東高校吹奏楽部演奏会 主  静岡東高校　吹奏楽部

問  054-261-6636　
　  静岡東高校事務室大ホール　　（17:00）17:30～19:30　　有料　自由席　前売:500円　当日:600円　

1 日
岡村靖幸SPRINGツアー2016「幸福」 主  （株）ジェイルハウス

問  052-936-6041中ホール　　（17:00）17:30～20:30　　有料　指定席　8,500円　

4 祝水
静岡市立高等学校吹奏楽部　第52回定期演奏会 主  静岡市立高等学校　吹奏楽部

問   054-245-0417　
　 静岡市立高等学校吹奏楽部
　 （長山・仲川・望月）大ホール　　（17:00）17:30～20:00　　有料　自由席　前売:500円　当日:800円　

14 土
Best Hit Alfee 2016 春フェス 主  サンデーフォークプロモーション

問  054-284-9999大ホール　　（17:15）18:00～21:00　　有料　指定席　7,560円

15 日
flumpool 7th tour 2016 「WHAT ABOUT EGGS?」 主  サンデーフォークプロモーション

問  054-284-9999大ホール　　（16:30）17:00～　　有料　指定席　6,500円

15 日
第14回静岡市民文化祭　三曲演奏会 主  静岡市

問   054-262-4910
　  静岡市三曲協会（大場雄童）中ホール　　（12:30）13:00～16:00　　無料　自由席

20 金
AI 　“THE BEST TOUR” 主  サンデーフォークプロモーション

問  054-284-9999大ホール　　（18:00）19:00～　　有料　指定席　7,000円

21 土
第14回静岡市民文化祭　演劇合同公演「そして誰もいなくなった・・・。」 主  静岡市

問  090-5110-9744　
　  静岡市演劇協会
　  劇団静芸(中川正臣）中ホール　　（17:30）18:00～20:00　　有料　自由席　大人:2,300円　学生:1,200円

22 日
EXIT TUNES ACADEMY in静岡 主  （株）テレビ静岡

問   054-284-9999　
　  サンデーフォークプロモーション大ホール　　（16:00）17:00～　　有料　指定席　5,000円

22 日
第14回静岡市民文化祭　日本舞踊のつどい 主  静岡市

問   054-285-5531　
　  静岡市長唄日本舞踊連盟
　 （藤間秀三朗）中ホール　　（12:30）13:00～16:00　　無料　自由席

28 土
加藤ミリヤ　“DRAMATIC LIBERTY”　tour 2016 主  サンデーフォークプロモーション

問   054-284-9999大ホール　　（17:00）18:00～　　有料　指定席　5,900円

29 日
第14回静岡市民文化祭　詩舞と詩吟の大会 主  静岡市

問   054-282-6580　
　  静岡市吟剣詩舞総連盟
　 （柏木希城）大ホール　　（9:30）10:00～16:00　　無料　自由席

29 日

第14回静岡市民文化祭　劇団RIN第56回公演　新撰組外伝「恋に殉ず」
主  静岡市
問   090-1981-8417　
　  静岡市演劇協会
　  劇団RIN（中村和光）中ホール　　（18:00）18:30～20:30　　有料　自由席

　前売　大人:1,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　学生:500円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 当日　大人:1,100円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 学生:700円

86 金
−

日
B・C

展示室
三光書会静岡玄燿社　第19回展（学生展併催） 主  三光書会静岡玄燿社

問   054-286-7433　
　 三光書会静岡玄燿社（大石清苔）9:00～17:00（最終日15:30まで）　　無料　　　　　　　　　　

1511 水
−

日
A・B・C
展示室

2016　第53回　謙慎書道会　静岡・神奈川展 主   謙慎書道会　静岡神奈川展
問   090-1784-1332　謙慎書道会
　  静岡神奈川展（石川清流）　9:00～16:00（最終日15:30まで）　　無料

2218 水
−

日
A・B・C
展示室

大会議室

第14回静岡市民文化祭　書道展　審査B部門
9:00～16:30（最終日15:00まで）　　無料　　 主  静岡市

問   054-246-0924　
　 静岡市書道協会（石川清翠）　

第14回静岡市民文化祭　書道講演会　「美文字の秘訣」
講師:青山浩之氏
5/22 講演会（12:30）13:00～16:00　　無料

2925 水
−

日
A・B・C
展示室

第14回静岡市民文化祭　美術展 主  静岡市
問   054-365-0970　
　 静岡市美術家協会（池田絹恵）　9:00～16:30（最終日15:00まで）　　無料

講演会は22（日） ※講演会のみ



※都合により内容を変更する場合があります。
5

虫たちのふしぎな生態！

虫のカタチをまねした工学製品!?

好きな人も苦手な人もムシすることができない、

虫たちのすごいところを紹介します。

生きたヘラクレスオオカブトやクワガタ、

季節はずれのヘイケボタルもやってきています！

昆虫をテーマにした色々な工作や「虫」を

テーマにしたトークイベントも開催しています！

5月8日（日）まで!!
会場：9階  企画展示室  ほか
対象：どなたでも

まだまだあります！
企画関連イベント！

★会期中、学生・教員は受付にて身分証を
　提示すると入館料が無料になります。

9:30～17:00（最終入場16:30）

企画展「ムシできない虫むし展」開催中!

※昆虫生体展示等は変更になる場合がございます。
　関連イベントの詳細は、企画展チラシまたはホームページにてご確認ください。

ホタルだけじゃない!? おどろきの光る虫たち
講演会

光る生きものの専門家が、みなさんが見たこともないような世界の
めずらしい光る虫について、写真や映像をお見せしながら解説します。

13:00～14:30

13:30～15:30受付 【講師】株式会社テクノスルガ・ラボ

対象：どなたでも
会場:9階　イベントホール

8 日
5/

15 日
5/

7 土
5/

【講師】大場裕一さん（名古屋大学大学院  生命農学研究科  助教）

フェルトで“もこもこイモムシ”をつくろう！

ズームアップ！身近なミクロな生きものたち ～微生物の世界～

「すごいぞ！静岡」
5月より静岡発の科学技術を紹介する新しいイベントが登場します！

その名は…

虫のカタチをかんがえてみよう！
ワークショップ

フェルト玉をつなげてもこもこイモムシを工作します！
幼虫から成体へ昆虫の『変態』について学びましょう。

静岡の企業や研究所、大学の研究や技術をワークショップや科学工作教室を通じて、
皆さんにご紹介します。地元の産業や科学技術に触れるきっかけにしてください！

身近な微生物（麹菌・酵母菌・納豆菌など）を顕微鏡によって観察します。

世界にはふしぎなカタチをした虫がたくさんいます。
ペーパクラフトで自分なりのカタチのムシを作ってみま
しょう！

13:00～15:30受付 対象：どなたでも会場:9階　イベントホール

会場:8階　ワークショップスペース

祝5 木
5/

会場に
　直接来てね！

　
　現在の静岡市には、これら以外にも世界に誇る技術を研究開発し、
世界の製品の半分以上を生産しているような優れた企業もあります。
　レーザー光線を使って、精密な木材加工をする技術をもつ企業、プ
ラモデルの精巧な型を作っている企業、様々な用途に応じたネジを
作っている企業、木材の良さを生かした建築材を工夫して作っている
企業、また、微生物を分析する技術やガスを冷却して効率よく運ぶ技
術を持つ企業など、意外に知らないすごい企業がいっぱいです。
　本年度から始める「すごいぞ！静岡」では、そんな静岡の元気な
企業を市民の皆さんに紹介します。
　また、説明を聞くだけでなく、楽しいワークショップも計画して
います。子どもから大人まで、どなたにもためになり、楽しめる事
業にしたいと考えています。
　そして、多くの皆さんに、「静岡ってすごいな！」と思っていただ
きたいと願っています。
　「すごいぞ！静岡」は年間8回開催予定です。
　皆さんのご来館を、心よりお待ちしています。

　静岡県で作られている工業製品というと、どんなものを思い浮か
べますか？
　オートバイ、楽器、紙類などが有名ですね。その他にも、電灯、
船舶用エンジン、鉛蓄電池、触媒などが、日本で一番の生産額を誇っ
ています。（静岡県公式ホームページより）
　では、静岡市ではどんなものが作られているか、知っていますか？
　どんな企業があるかご存知ですか？
　小学生の時に、工場見学に行った時のことを思い浮かべてください。
　家具工場に行った。冷蔵庫を作っているところを見学した。プラ
モデルを作っているところを見た。…など、さまざまな思い出があ
ると思います。

新イベント「すごいぞ！静岡」が始動

静岡科学館 次長 青木克顕

今回は



静岡科学館 る ・ く ・ る
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※都合により内容を変更する場合があります。

〒422-8067　静岡市駿河区南町14-25　エスパティオ8～10階　TEL.054-284-6960　FAX.054-284-6988　URL.http://www.rukuru.jp/
●入館料／小・中学生120円（静岡市内在住・通学者は無料）、大人510円（静岡市内在住の70歳以上は無料）、未就学児無料
●開館時間／9：30～17：00（入館は16：30まで）　●休館日／月曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年始、臨時休館あり

●アクセス／JＲ静岡駅南口より徒歩1分、静岡駅南口の「エスパティオ」ビル内8階～10階
●近隣の駐車場をご利用ください。提携駐車場あり（詳しくはお問い合わせください）

臨時開館日：4月4日（月）、5月2日（月）、30日（月）臨時休館日:4月6日（水）、7日（木）、5月10日（火）～12日（木）、17日（火）、31日（火）

お電話
お待ちしています！

「ムシできない虫むし展」開催中!

マドラーはかせの『“まぜまぜ”大実験』
サイエンスショー

おどろき・ふしぎがいっぱいのゆかいな大型実験ショーです。
あそびや日常の生活にかくれた科学を紹介します。今回は、かきまぜたり、
まぜあわせたりすると起こる、ビックリ実験大集合！

①11:00～、②14:00～（各回30分程度）

①12:00～、②13:00～、
③14:00～、④15:00～

（各回20分程度）

対象：どなたでも

対象：どなたでも

会場:9階　イベントホール

会場:8階　体験ステージ

祝3 火
5/

祝4 水
・

22 日
5/

29 日
・

音のしくみをさぐってみよう 動いてる？ 動いてない？
スピンボールをつくろう！

テーブルサイエンス わくわく科学工作

スタッフと話しながら、目の前で行う実験を見て、科学のふしぎや楽しさを見つ
けることができます。音が聞こえるのはどうしてなのでしょうか？
ふしぎな音の正体をさがしてみましょう。 はりがねを回すと止まっているはずの

ビー玉が上下に動いて見える
スピンボールを工作しましょう。

13:00～15:30受付

対象：どなたでも

会場:8階　ワークショップ
　　　　　スペース

14 土
5/ ・

28 土

《事前申込が必要なイベント》

左記イベントの申込方法は、
静岡科学館る・く・る

（TEL 054-284-6960）へ、
9:30～電話申込（申込順）です!

イルカカフェ
『イルカの行動をどうやって研究する？』

13:00～15:00
会場:8階　創作ルーム15 日

5/

科学茶房

教科書にのっていないような「実はね…」という科学ネタをご紹介します。
野生のイルカを見たことはありますか？
実は駿河湾や伊豆諸島でも見ることができます。
イルカの行動をどうやって野外で研究するか、実際に皆さんに体験してもらいながらご紹介します。

【講師】森阪匡通さん
　　  （東海大学創造科学技術研究機構 特任講師）

対象：どなたでも 
　　 （小学校高学年～大人におすすめ）、30人
申込開始：4月17日（日）～

要申込

《申込不要・どなたでも参加できるイベント》
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※都合により内容を変更する場合があります。

　
投げる、振るといった「動き」。普段なにげなく無意識で行っている
その動作こそが「魔法の美術館」の世界を楽しむポイントの1つです。
作品に対してアクションを起こすことで、作品自体が光や音、映像
で呼応します。例えば、今回の出展作品に「Immersive Shadow」（イ
マーシブ・シャドウ）という藤本直明氏の作品があります。壁に映
し出された動くカラフルなボールが、自分の影に当たると音を出し
て弾けます。体の動きを変えることで影とボールが反応し、映像に
変化を起こします。ボールに触れることなく、体の動き1つでボール
の動きを操れることに不思議な感覚を覚えます。このように「静」

　私は幼い頃、かげおくりという遊びに夢中になった経験がありま
す。校庭で良く晴れた雲１つない空の下、まばたきをせず地面にう
つった自分の影を数秒見つめます。空を見上げると黒かった影が白
い影となり青空にくっきりと映し出されます。目には見えるけれど
も、決して触れることができない、現れては消える一瞬のかたちを
目に何度も焼き付けました。その不思議な感覚に心踊らされました。
今回、マリナートのギャラリーで開催される「魔法の美術館」の作
品の中にも、何度も体験したくなる不思議な空間が詰まっています。
　美術館と聞くと、展示ケースやフロアパーテションのある空間で
作品鑑賞をすることを想像するかもしれません。「魔法の美術館」は、
作品の前で体を動かし、光や音、映像の変化を楽しむ体感型アート
になります。日常生活にある、歩く、跳ねる、手を触れる、広げる、

「魔法の美術館」で体験・体感・発見

静岡市清水文化会館マリナート 樋川淳子

ま･あ･るde割る･く･るde割

全国150万人以上が熱狂した、見て、触って、楽しめる体感型アート「魔法の美術館」が遂に
マリナートにやってくる！日本を代表するアーティストによる芸術の魔法に、大人も子どももとりこに！

・静岡市清水文化会館マリナート（窓口）
・チケットぴあ【Pコード767-308】
 ※セブン-イレブン、サークルK・サンクス、チケットぴあ店頭
・ローソンチケット【Lコード46499】
 ※ローソン、ミニストップ店頭

る･く･る入館券を持参で、大人も子どもも平日200円引き！土日祝でも100円引き！
※割引は当日券に限り、入館券1枚につき2名様までとさせていただきます。
　静岡市子どもカードは割引対象ではありません。有料入館券をお持ちください（おとな券可）。

ま･あ･るの市民証を持参で、大人も子どもも平日200円引き！土日祝でも100円引き！
※割引は当日券に限り、市民証1枚につき2名様までとさせていただきます。

魔法の美術館入場半券を、ま･あ･るに持って行くと、オリジナルグッズがもらえます！
※引換期間：4/23(土)～5/31(火)、先着順（なくなり次第終了）

魔法の美術館入場半券を、る･く･るに持って行くと、
オリジナルグッズがもらえます！※引換期間：4/23(土)～5/31(火)

※障害者手帳をお持ちの方はご本人有料・介助者1名無料

10:00～17:00
（土日祝は9:00～17:00）

13:00 開演（12:30 開場）静岡市清水文化会館マリナート　大ホール

※最終入場は16:30まで
静岡市清水文化会館マリナート １階ギャラリー

マリナート他プレイガイドにてチケット発売中

その① その①

その②その②

主催：静岡市清水文化会館マリナート、テレビ静岡　企画協力：ステップ・イースト　　運営協力：（公財）静岡市文化振興財団、サンライズプロモーション東京
後援：静岡県教育委員会、静岡市教育委員会、静岡県私立幼稚園振興協会、静岡県保育所連合会、静岡リビング新聞社、中日ショッパー
お問合わせ：静岡市清水文化会館マリナート054-353-8885（9:00～22:00、月曜休館）テレビ静岡事業部054-261-7011（平日9:30～17:30）

「SplashDisplay」的場やすし/山野真吾/徳井太郎　
©yasushi MATOBA/shingo YAMANO/taro TOKUI　
協力：電気通信大学小池研究室

「レイヨ＝グラフィー」森脇裕之©hiroyuki MORIWAKI

チケット
（税込）

大人
（高校生以上）

子ども
（3歳～中学生) 3歳未満

前売 800円 600円 無料

当日 1,000円 800円 無料

連携企画+

会期中無休

開催
決定!!

4/23   ～ 5/15（土） （日）

6/4（土）

・セブンチケット【セブンコード043-037】
 ※セブン–イレブン店頭
・ｅ+（イープラス）http://eplus.jp/
 ※ファミリーマート店頭

マリナートBRASSカップ
in Shizuoka city 2016

“響きのある街”プロジェクト

昨年から始まった、マリナート主催による吹奏楽コンクール。
静岡市内の中･高吹奏楽部が次 と々本気の演奏を繰り広げます。

主催：マリナートBRASSカップin Shizuoka city 2016実行委員会　助成：（一財） 地域創造　後援：静岡市教育委員会、静岡県吹奏楽連盟ほか

チケット（税込）
全自由（前売･当日）:一般700円／高校生以下500円
　　　　　　　　   ※未就学児入場不可／託児あり
出場校：清水第二中学校、清水第七中学校、
　　　 清水第八中学校、安倍川中学校、
　　　 東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部ほか

ではなく「動」で作品と対話しながら、
空間との一体感を味わえます。
　見て、聞いて、動いて、触れて、
体感しなければわからない「魔法の
美術館」の世界に皆さんも足を踏み
入れてはみませんか。あなたもきっ
と不思議な空間のとりこに。 「Immersive Shadow」藤本直明

©naoaki FUJIMOTO



静岡市清水文化会館マリナート
〒424-0823　静岡市清水区島崎町214　TEL.054-353-8885　FAX.054-353-8111　URL.http://www.marinart.jp/

●開館時間／9：00〜22：00　●休館日／毎週月曜（祝日の場合はその翌平日）、年末年始※その他、臨時に休館することがあります。
●駐車場はありませんので、隣接の清水駅東口駐車場、日の出パーキング等、周辺の駐車場をご利用ください。（有料）

●アクセス／JR清水駅 みなと口（東口）より徒歩3分（清水駅自由通路直結）、静岡鉄道 新清水駅より徒歩10分、東名清水インターより自動車で約10分。

※都合により内容を変更する場合があります。
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問主 …主催 …お問合せ5月
1 日

南陵フィルハーモニー管弦楽団　第45回定期演奏会 主  静岡県立清水南高等学校・
　  同中等部管弦楽部
問  054-334-0431大ホール　　（13:15）14:00～16:00　　自由席　500円

1 日
ピアノ発表会 主  堀部いづみ

問  054-352-8484小ホール　　（12:30）13:00～15:30　　関係者のみ

3 祝火
静岡県立清水西高等学校合唱部　第37回定期演奏会 主  静岡県立清水西高等学校合唱部

問  054-352-2225大ホール　　（14:00）14:30～16:45　　自由席　600円

3 祝火
ユズリン・笑顔の力コンサート 主  笑顔の力コンサート実行委員会

問  054-253-4804小ホール　　（13:30）14:00～16:00（予定）　　自由席　大人:3,000円　大学生以下:1,500円

4 祝水

静岡テイクズ吹奏楽団　創立10周年＆第20回記念コンサート
「そうだ！！テイクズへ行こう！」 主  静岡テイクズ吹奏楽団

問  080-3072-7715
大ホール　　（17:15）18:00～20:00　    自由席　1,000円

4 祝水
T.ミログリオによるパーカッションワークショップ 主  静岡音楽館AOI

問  054-251-2200リハーサル室　　（14:30）15:00～　　無料　※要申込

7 土
第11回歌謡交流会 主  静岡県中部地区歌謡愛好会

問  054-366-0696（松永）小ホール　　（9:15）9:30～16:30　　自由席　無料

12 木
LE VELVETS CONCERT TOUR2016 主  株式会社SL-Company

問  03-6447-1440（平日13:00 ～ 17:00）大ホール　　（18:00）18:30～21:00　　指定席　5,000円

14 土
清水ウインドオーケストラ　結成30周年記念　第29回定期演奏会 主  清水ウインドオーケストラ

問  054-367-9555（清水）
　  070-5251-1174（杉浦）大ホール　　（16:45）17:30～20:00　　自由席　前売:1,000円　当日:1,100円

15 日
おきつ女声合唱団そばえ演奏会 主  おきつ女声合唱団そばえ

問  054-369-0239（井川）大ホール　　（13:30）14:00～16:00　　自由席　500円

15 日
清水おやこ劇場45周年記念　人形劇団むすび座「ピノキオ」公演 主  清水おやこ劇場

問  054-353-0404小ホール　　（17:00）17:30～19:10　　指定席　3,300円　※要申込

22 日
第28回明治大学マンドリン倶楽部演奏会 主  明治大学校友会清水地域支部

問  054-366-6057（川口）大ホール　　（16:15）17:00～19:30　　自由席　3,000円　※当日券無し

22 日
シャルロット・ワールド・コンサート2016 主  Charlotte World

問   090-7679-4095小ホール　　（12:30）13:30～17:30　　自由席　無料

24 火
第34回中沢みちのり県政報告会「中沢みちのりと明日を語る女性の集い」 主  中沢みちのり「和の会」

問  054-352-6471大ホール　　（18:00）18:30～20:30　　自由席　500円

土 2928 −

日

第65回日本理学療法学会　市民公開講座
主  公益社団法人 全国病院理学療法協会
問  090-1728-7199（実行委員長:大河原）

大ホール　　28日　10:50～12:00/14:30～15:40/15:40～16:50　　自由席　無料　　　　　　29日　10:30～11:45

28 土
くにたちコンサート’16 主  国立音楽大学静岡県同調会

問  080-1585-4057（事務局:佐藤）小ホール　　（13:00）13:30～16:00　　自由席　2,000円

31 火
清水市民劇場第287回例会　文学座公演「セールスマンの死」 主  清水市民劇場

問  054-351-8191大ホール　　（18:00）18:30～　　会員のみ

 23 土 15−

日
4/ 5/

全面
魔法の美術館～光と遊ぶ超体感型ミュージアム～ 主  静岡市清水文化会館マリナート

　 テレビ静岡
問  054-353-8885
　  054-261-7011（平日9:30～17:30）

　　　　　　　　　　　  　前売:大人　　800円（高校生以上） 10:00～17:00
　　　　　   　　 　子ども　600円（3歳～中学生）※土日祝は9:00～17:00

　 　※当日券は各200円増　※3歳未満無料

21 土 22−

日 全面

リアル脱出ゲーム×名探偵コナン FILE.4
「黒き暗殺者（アサシン）からの脱出」～狙われた名探偵～ 主  SCRAP/Bad News/JAILHOUSE

問  052-936-6041
　（JAILHOUSE/平日11:00 ～ 19:00）21日　11:00/14:00/16:30/19:00

　　前売：一般　2,880円　学生　2,360円

22日　11:00/14:00/16:30
　　　　　　　 小中学生　2,160円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  グループ割チケット　16,200円
　　　　　　　　　　　　　　　　当日：一律　3,390円

ギャラリーA・B・C・D

※会期中無休



静岡音楽館AOI
〒420-0851　静岡市葵区黒金町1-9　TEL.054-251-2200　FAX.054-253-3322　URL.http://www.aoi.shizuoka-city.or.jp

●開館時間／9：00～21：30　●休館日／月曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年始
●駐車場はありませんので、お近くの静岡駅北口地下駐車場（エキパ）、駅北パーキングをご利用下さい。（有料）

●アクセス／JR静岡駅北口、静岡中央郵便局うえ7～9階。東名静岡インターより15分。
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フランスが世界に誇るパーカッションの貴公子
ティエリー･ミログリオ パーカッション･ライヴ“Next Plus”

全指定￥3,000（静岡音楽館倶楽部会員￥2,700、22歳以下￥1,000）

15:00 開演（14:30 開場）2016 （火･祝）5/3
出演
ティエリー･ミログリオ（パーカッション）

曲目
K.サーリアホ：3つの川－デルタ～ソロ･パーカッションとライヴ･エレクトロニクスのための～（日本初演）

B.マントヴァニ：ル･グラン･ジュ～ソロ･パーカッション、エレクトロニクスとビデオのための～

野平一郎：新作～ソロ･パーカッションとライヴ･エレクトロニクスのための～（世界初演） 

J.–M.フェルナンデス：ホモトピー～ソロ･パーカッションとライヴ･エレクトロニクスのための～（日本初演）

P.エトヴェシュ：稲妻～ソロ･バス･ティンパニのための～

I.フェデレ：メタル・イースト・ジャーニー～ソロ･パーカッションのための～（2016年度静岡音楽館AOI委嘱作品･世界初演）

問主 …主催 …お問合せ5月
3 祝火

講演会「作曲家の視点から」 主  静岡音楽館AOI
問  054-251-2200講堂　　　13:00～14:30　　無料（要申込）

3 祝火

フランスが世界に誇るパーカッションの貴公子
ティエリー・ミログリオ　パーカッション・ライヴ“Next Plus” 主  静岡音楽館AOI

問  054-251-2200
ホール　　（14:30）15:00　　

一般3,000円、会員2,700円、22歳以下1,000円
　　　　　　　　　　　　　※未就学児はご入場いただけません

4 祝水
第13回静岡県フルートコンクール　受賞者コンサート 主  静岡県フルート協会事務局

　 （佐藤）
問  080-1585-4057ホール　　（12:30）13:00～16:00　　1,000円

7 土
第21回「静岡の名手たち」オーディション　鍵盤楽器部門、邦楽部門 主  静岡音楽館AOI

問  054-251-2200ホール　　未定　　入場無料　※未就学児はご入場いただけません。

8 日
第21回「静岡の名手たち」オーディション　管楽器部門、アンサンブル部門 主  静岡音楽館AOI

問  054-251-2200ホール　　未定　　入場無料　※未就学児はご入場いただけません。

13 金
四季のコンサート　田村 響ピアノリサイタル 主  静岡音楽友の会

問  054-253-7789ホール　　（18:10）18:40～20:20　　一般1,000円、学生600円

14 土
第7回 2台ピアノを楽しむ会 主  ピアノ研究会

問  054-283-6034ホール　　（13:30）14:00～16:00　　無料（どなたでも）

15 日
畠山さち子公開ピアノセミナー 主  ピアノセミナー受付係

問  044-548-0342講堂　　　（13:30）13:45～16:15　　無料（どなたでも）

15 日
静岡合唱団第38回定期演奏会 主  静岡合唱団

問  090-4184-9632（大井）ホール　　（13:30）14:00～16:00　　一般1,000円、高校生以下無料

22 日
静岡市立高等学校マンドリン部　第16回定期演奏会 主  静岡市立高等学校

問  054-245-0417ホール　　（17:30）18:00～20:00　　500円

25 水
静岡女声合唱団　“想い出のひびき”－59年のあゆみ－ 主  静岡女声合唱団

問  054-246-7680（杉原さとみ）ホール　　（13:00）13:30～15:30　　無料（要整理券）

28 土
第14回静岡市民文化祭　“室内オーケストラの夕べ” 主  静岡市

問  054-253-6480（青嶋節子）ホール　　（18:30）19:00～20:30　　1,500円

29 日
2016すみやマスタークラスコンサート 主  すみやグッディSBS通り店

問  054-282-3911ホール　　（18:40）19:00～20:20　　無料（関係者）

※都合により内容を変更する場合があります。
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※都合により内容を変更する場合があります。

静岡市生涯学習センター講座情報 URL.http://sgc.shizuokacity.jp/

【往復ハガキ申込】締切日までに、往復ハガキに講座名、住所、参加者全員の氏名、電話番号、返信用宛名を記入し、各生涯学習センターへお送りください。（多数抽選）
【ホームページ申込】締切日までに、ホームページ申込フォーム（http://sgc.shizuokacity.jp/）にて必要事項を入力してお申し込みください。（多数抽選）

   …往復ハガキ申込　　    …ホームページ申込　　    …電話申込　　    …直接会場へ申込方法

日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法

静岡病院

静岡
信金

水落
交番市民文化会館

日吉町駅新静岡駅
セノバ

しずてつ

国道1号線
静岡駅

県庁市役所
静岡庁舎

駿府城公園

北街道

七間町通り

呉
服
町
通
り

葵生涯学習センター
（アイセル21）

葵生涯学習センター（アイセル21）
〒420-0865 静岡市葵区東草深町3-18
TEL.054-246-6191　FAX.054-247-6486
休館日／第2・第4月曜日

弥勒交番安倍川橋

静岡商業高

安西橋

安西通り

田町小

至国道1号・
東名静岡インター

西部循環
田町4丁目
バス停

本通り

安西交番

西部交番

追手町消防署
南田町出張所

田町公園
安
倍
川

さ
つ
ま
通
り

西部生涯学習センター

西部生涯学習センター
〒420-0068 静岡市葵区田町三丁目46-5
TEL.054-255-3960　FAX.054-255-9158
休館日／月曜日・祝日

千代田七丁目
東部体育館入口バス停

千代田消防署

静岡刑務所

TSUTAYA
すみや

杏林堂

三和シャッター

流
通
セ
ン
タ
ー
通
り

東部生涯学習
センター

東部生涯学習センター
〒420-0803 静岡市葵区千代田七丁目8-15
TEL.054-263-0338　FAX.054-263-1094
休館日／月曜日・祝日

葵生涯学習センター（アイセル21）

【募集期間】
6/1（水）～7/31（日）

【展示期間】
10/1（土）～3/5（日）

子どもの笑顔写真
コンテスト 作品募集

見ているとつられて笑顔になってしま
う、そんな素敵な写真を大・大募集し
ます。家族写真、部活写真などなど、
子どもの笑顔が撮影された作品ならば
テーマは問いません。入賞作品は静岡
市生涯学習センターを巡回展示いたし
ます。ぜひ気軽にご応募ください。

どなたでも 無料

郵便またはメール
募集要項をお読みの
上、住所、氏名、電
話番号、作品タイトル、
作品エピソード（100
字程度）ペンネーム

（ペンネームを希望す
る場合のみ）を記し、
プリントした写真（L
版～六切り）もしくは
デジタルデータを添
えて、郵送またはメー
ル（info_aoi@sgc.
shizuoka-city.or.jp）
にてご応募ください。
7/31（日）（必着）

6/3（金）・6/17（金）
19:00～20:30

私が楽しくいられる
ヒント
（全2回）

人の言動や行動で自分の気持ちが浮き
沈みすることがあるかもしれません。
もし周りに左右されないで、自分が楽
しく、明るくいられたら…。そんな自
分になれるヒントをお伝えします。

20～40代の方
20人 無料 5/13（金）17:00～

申込順

6/5～7/10
毎週日曜日

10:00～12:00（6/19除く）

絵画指南塾
（全5回）

画材の持つ特徴を知り、絵画の豊かな
表現力を楽しみましょう。デッサン、
油絵、絵具づくりにも挑戦します。

中学生以上
15人

1人
1,000円 5/15（日）10:00～

申込順

6/8～7/6
毎週水曜日

10:00～12:00

初心者パソコン講座
（基礎編）

（全5回）

ワードやエクセル等のパソコンの基本
的な操作方法を学びます。 14人 1人

1,000円
5/25（水）必着
年齢も記入
1枚1人

6/8～7/6
毎週水曜日

14:00～16:00

初心者パソコン講座
（ステップアップ編）

（全5回）

パソコンを使った年賀状や経理書類の
作成方法を学びます。 14人 1人

1,000円
5/25（水）必着
年齢も記入
1枚1人

6/11（土）
①10:00～12:30
②13:00～15:30

体感おしごと館
～小学生のハローワーク～

（各1回）

様々な職業についている「職業人」を
招き、実際の職業を体感する講座です。

小学生
各回80人

（小学生1人につき1人まで
保護者の参加可）

無料

5/28（土）必着
〒420-0853
静岡市葵区追手町2-12
静岡安東ハザマビル5階
静岡中央ロータリー
クラブ事務局まで

6/19（日）
10：00～16:00
（開場9:30）

しずおか人形劇
フェスティバル

（全1回）

静岡市で活躍するアマチュア人形劇団
による人形劇や影絵、紙芝居の公演を
行います。※5/7（土）～21（土）まで参加
劇団紹介の展示をします。
※各劇団の上演時間はWEBでご確認く
ださい。　

400人
1人500円

（3歳未満は
無料）

窓口でチケット販売
5/7（土）13:00～
先着順
※チケットに余裕が
ある場合は、当日販売
いたします。

6/20～8/1
隔週月曜日

19:00～20:30

美姿勢を手に入れる
骨盤底筋ストレッチ

（全4回）

仕事帰りに骨盤底筋のストレッチはい
かがですか。骨盤底筋を鍛え、美しい
姿勢を手にいれましょう！

女性20人 1人
500円

6/6（月）必着
1枚1人
年齢も記入

西部生涯学習センター
6/3～7/8
毎週金曜日

（ただし、6/24を除く）
19:00～21:00

初めてのクラフトバンド
（全5回）

クラフトバンドでポケットティッシュ
ケースと手提げバッグを作ります。

初心者
15人

1人
1,500円 5/13（金）必着

1枚1人

6/4（土）
13:30～15:30
6/11（土）

12:45～16:30

パソコンサロン
ボランティアになろう！

（全2回）

「西部パソコンサロンへようこそ」で活
躍する市民パソコンボランティアを育
成するための講座です。

パソコンのメールで
連絡が取れる

高校生以上15人
無料 5/10（火）10:00～

申込順

6/18（土）～10/1（土）
※日時はお問いあわせ

ください。

先生が楽しむ音楽講座
（全5回）

子どもへの歌や音楽の教え方を学びま
す。最終回はアイセル21のホールで成
果を発表します。

教師または音楽を
教える事に関心が

ある方15人

1人
1,000円

5/23（月）必着
※備考欄に学生の方は
学校名、社会人の方は勤
務先をご記入ください。

6/19（日）
10:00～12:00

西部わんぱくクラブ
～星座盤をつくろう

（全1回）

父と子で、厚紙を切り貼りし、星座盤
を作ります。

小学生と
男性保護者

30人
無料 5/22（日）10:00～

申込順

東部生涯学習センター

6/2～7/7
毎週木曜日

19:00～21:00

仕事に活かせる
ペン習字入門

（全6回）

はがきや封筒のあて名書きや、伝言メ
モなど、スキルアップを図り美しい字
を書いてみませんか？

就職している人
または就職を

予定している人
15人

1人
1,000円 5/13（金）10:00～

申込順

6/11（土）
10:00～13:00

こどもキッチン
父の日に贈る手作り料理

（全1回）

お父さんへ感謝の気持ちを込めて、父
の日に手料理をプレゼントしよう！基
礎知識を学びながら調理実習を行うの
で、料理が初めてのお友達でも大丈夫
です。

小学4～6年生
16人

1人
500円 5/24（火）必着

学年も記入

6/14（火）
13:30～15:00
※雨天中止

大人の社会科見学
「下水道の裏側」

（全1回）

葵区唯一の浄化センターである、城北
浄化センターの施設内を見学に行きま
す。普段見ることのできない、下水道
施設の裏側をご覧いただけます。

（東部生涯学習センター集合解散）

20人 無料 5/17（火）14:00～
申込順

6/18（土）
10:00～11:30

雨の日も楽しい
オリジナル傘を作ろう！

（全1回）

ビニール傘に好きな絵を描いて、自分
だけの特別な傘を作ります。世界に
ひとつだけの傘を持って出掛けてみよ
う！きっと雨の日が楽しくなるよ。

小学生以下20人
（未就学児は

保護者同伴）

1人
200円 5/20（金）14:00～

申込順
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※都合により内容を変更する場合があります。

静岡市生涯学習センター講座情報 URL.http://sgc.shizuokacity.jp/

【往復ハガキ申込】締切日までに、往復ハガキに講座名、住所、参加者全員の氏名、電話番号、返信用宛名を記入し、各生涯学習センターへお送りください。（多数抽選）
【ホームページ申込】締切日までに、ホームページ申込フォーム（http://sgc.shizuokacity.jp/）にて必要事項を入力してお申し込みください。（多数抽選）

   …往復ハガキ申込　　    …ホームページ申込　　    …電話申込　　    …直接会場へ申込方法

日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法

SBS
静岡新聞社

ポリテクセンター
静岡

八幡山

南幹線（カネボウ通り）

南中央通り（SBS通り）

駿河区役所
静岡新聞前バス停 南郵便局

静岡駅

県立駿河
総合高校

駅
南
中
央
通
り（
石
田
街
道
）

南部生涯学習センター

南部生涯学習センター
〒422-8074 静岡市駿河区南八幡町25-21
TEL.054-281-2184　FAX.054-281-5917
休館日／月曜日・祝日

鎌田交差点

キルケゴール セブンイレブン

長田学習
センター
バス停

至小坂

城山中 巴川製紙

長田体育館
保健センター

丸
子
川

至
静
岡
大
橋

安
倍
川
駅

東
海
道
新
幹
線

長田生涯学習センター

長田生涯学習センター
〒421-0137 静岡市駿河区寺田131-1
TEL.054-257-0780　FAX.054-257-8754
休館日／月曜日・祝日

長田生涯学習センター

5/29（日）
14:00～15:30

葛西聖司氏による
歌舞伎プレセミナー

（全1回）

元NHKアナウンサーの葛西聖司氏を講
師に招き、歌舞伎の見方を学びます。 100人 無料 5/8（日）10:00～

申込順

6/7（火）・6/14（火）
10:00～11:30

シェイプアップ
ストレッチ体操入門編

（全2回）
ストレッチや簡単な筋トレを行います。 女性15人 1人

500円 5/17（火）10:00～
申込順

6/18（土）
10:00～12:00
6/25（土）

9:30～10:30

「大観・靫彦・龍子らと
修善寺」を楽しむ

（全2回）

静岡市美術館で開催される展覧会関連
講座です。6/18(土)は静岡市美術館学芸
員による講義、6/25(土)はギャラリー
トークです。※6/25は静岡市美術館（葵
区紺屋町）集合解散

20人
無料

（6/25(土)は、別
途美術館観覧料
がかかります）

5/28（土）10:00～
申込順

6/19（日）
13:30～14:30

（開場13:00）

おさだ
ファミリーコンサート

（全1回）

静岡市民バンド　コンセールリベルテに
よる、家族で楽しめるコンサートです。

140人
（小学生以下は

保護者同伴）
無料 5/22（日）13:00～

申込順

①6/23（木）
10:00～12:00
②6/24（金）

19:00～21:00
③6/25（土）

19:00～21:00

長田の桃で
フルーツタルトづくり

（各全1回）

長田特産の旬の桃を使い、パティシエか
らフルーツタルトづくりを学びます。

①未就学児の
保護者15人

（託児有・要予約）
②中学生以上15人

③成人男性15人

1人
2,000円

5/31（火）必着
参加希望日と年齢、①は
託児の有無も記入
１枚1人

南部生涯学習センター

5/27～3/8
概ね第4金曜日
14:00～16:00

南部郷土史大学
（全10回）

一年を通じて、郷土史の研究を深め、
調査結果を発表します。 10人 無料

説明会および面談
5/20(金）、14:00～、選考
の上受講者を決定する
直接南部生涯学習セン
ターへ

6/10～12/9
毎月第2金曜日

（8/12を除く）
19:00～21:00

南部女性学級
みなみウーマンカレッジ

（全6回）

女性のための総合学習講座です。（音楽、
健康、文化など）

女性30人
※託児有・要予約

1人
2,000円

5/27(金)必着
年齢・託児の有無も記入
1枚1人

6/16（木）～10/20（木）
第3木曜日

13:30～15:00

総合学習「いきいき塾」
（全5回）

時事問題、健康、音楽など様々な分野
を学習します。 50人 1人

1,000円 5/26（木）必着
1枚1人

6/19（日）
13:00～16:00

山へ行こうよ！
安全登山のすすめ

（全1回）

登山の楽しみ方や、安全に登山を行う
ために必要な知識や技術、マナーなど
を講義で学びます。

成人30人 無料 5/10（火）14:00～
申込順

瀬名
I.C

至平山

西奈児童館

ガソリンスタンド
北街道

常葉大学
至東京至名古屋

西奈小
水梨橋

18分団

長
尾
川

竜
爪
街
道

静清バイパス

西奈生涯学習センター
（リンク西奈）

西奈生涯学習センター（リンク西奈）
〒420-0911 静岡市葵区瀬名二丁目32-43
TEL.054-265-2468　FAX.054-264-4500
休館日／月曜日・祝日

西奈生涯学習センター（リンク西奈）

5/27（金）
19:30～21:00

はじめて学ぶ！
個人年金のいろは

（全1回）

個人年金についての基礎知識を学ぶ座
学講座です。 30人 1人

300円 5/7（土）10:00～
申込順

5/31～7/26
隔週火曜日

10:00～11:00

古文書解読
チャレンジ講座

（全5回）

古文書を解読するために必要な知識や
技術を学ぶ初心者向けの座学講座です。 16人 無料 5/10(火）10:00～

申込順

6/5（日）・6/19（日）
10:00～12:00

駿河竹千筋細工で
盛りかごを作ろう

（全2回）

静岡市の伝統工芸である駿河竹千筋細
工を職人から直接教わりながら、盛り
かごを作成します。

16人
（小学生は
保護者同伴）

1人
2,500円 5/17（火）10：00～

申込順

藁科生涯学習センター

5/28（土）
19:00～21:00

四季の星座
～惑星を見てみよう！

（全1回）

春の夜空の観望と星座やギリシャ神話
の話。雨天の場合、室内にて講義を行
います。

小学生以上30人
（小学生は
保護者同伴）

無料 5/10（火）16:00～
申込順

6/10（金）・6/17（金）
6/24（金）

13:30～15:30

藁科ものづくり工房
～一閑張に挑戦～

（全3回）

一閑張の基礎を学び、作品づくりに挑
戦します。 20人 1人

2,500円 5/16（月）必着
1枚2人

6/17（金）
9:00～15:30

（雨天時6/24（金）に延期）

新緑のお茶摘み体験と
ミニ散歩

（全1回）

葵区水見色でお茶摘み体験と、その周
辺を散歩します。※藁科生涯学習セン
ター集合・解散

成人20人 1人
1,000円 5/13（金）10:00～

申込順

6/19（日）
13:30～14:30

（開場は13:00）

服織中学校吹奏楽部
サマーコンサート

（全1回）

服織中学校吹奏楽部による楽しいコン
サートです。 100人 無料 5/15（日）10:00～

申込順 至名古屋

カインズホーム
藁科川

国道362号線

至東京

羽鳥
I.C

服織中

服織小

静
清
バ
イ
パ
ス

牧
ヶ
谷
橋

藁科生涯学習センター

藁科生涯学習センター
〒421-1217 静岡市葵区羽鳥本町5-9
TEL.054-278-4141　FAX.054-277-2127
休館日／月曜日・祝日

北部生涯学習センター

5/26～6/23
毎週木曜日

13:30～14:30

初めての
ベビーマッサージ

（全5回）
ベビーマッサージを体験します。

第1子が
生後2～6か月の子と

母親10組

1組
1,000円 5/10（火）必着

子どもの名前、月齢も記入

5/29（日）
10:30～12:00

葛西聖司氏による
歌舞伎プレセミナー

（全1回）

元ＮＨＫアナウンサーの葛西聖司氏を
講師に招き、歌舞伎の見方を学びます。 100人 無料 5/8（日）10:00～

申込順

6/2（木）・6/16（木）・6/30（木）
10:00～13:00

脳に働く
おいしい料理

（全3回）
体も脳も健康になる料理を学びます。 成人15人 1人

1,600円 5/12（木）必着

6/11（土）・6/18（土）
6/25（土）

14:00～16:00

漱石作品の女たち
（全3回）

ヒロイン像の変遷を追いながら、夏目
漱石の作品を解説します。 30人 無料 5/14（土）14:00～

申込順

至静岡駅

美和街道

昭府交番

至狩野橋

佐藤歯科クリニック

至牛妻松富団地

静清バイパス井
川
湖
御
幸
線  

安
倍
街
道

北部生涯学習センター

北部生涯学習センター
〒420-0871 静岡市葵区昭府二丁目14-1
TEL.054-271-5111　FAX.054-273-8675
休館日／月曜日・祝日



※都合により内容を変更する場合があります。

静岡市生涯学習センター講座情報 URL.http://sgc.shizuokacity.jp/

【往復ハガキ申込】締切日までに、往復ハガキに講座名、住所、参加者全員の氏名、電話番号、返信用宛名を記入し、各生涯学習センターへお送りください。（多数抽選）
【ホームページ申込】締切日までに、ホームページ申込フォーム（http://sgc.shizuokacity.jp/）にて必要事項を入力してお申し込みください。（多数抽選）

   …往復ハガキ申込　　    …ホームページ申込　　    …電話申込　　    …直接会場へ申込方法

日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法

静岡
I.C

高速道路

南中央通り（SBS通り）

南幹線（カネボウ通り）

駒形小 国道1号線

静岡駅

静岡大橋

イ
ン
タ
ー
通
り

生涯学習
センター

南校舎

北校舎
大里中

テニス
コート

左折での出入りに
ご協力ください

大里生涯学習センター
〒422-8051 静岡市駿河区中野新田57-5
TEL.054-283-1698　FAX.054-283-1889
休館日／月曜日・祝日

静岡南
警察署

南幹線（カネボウ通り）

済生会
病院

ツイン
メッセ

競輪場

県立短大

東静岡駅

至東京至名古屋 国道1号線

産
業
館
西
通
り 南中央通り（SBS通り）

健康文化交流館「来・て・こ」

健康文化交流館「来・て・こ」
〒422-8021 静岡市駿河区小鹿二丁目25-45
TEL.054-202-4300　FAX.054-285-2605
休館日／日曜日

JA
フードマーケット

マム

佐野歯科医院

美和
児童館

安倍口
団地内

静清信金

安倍口
小学校

美
和
街
道

北部生涯学習センター美和分館
（アカデ美和）

北部生涯学習センター美和分館（アカデ美和）
〒421-2113 静岡市葵区安倍口団地5-1
TEL.054-296-7122　FAX.054-296-7124
休館日／月曜日・祝日
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南部勤労者福祉センター

大里生涯学習センター
5/26～7/14
第2、第4木曜日
10:00～12:00

色と文字の出会い
あなたへ贈る手紙

（全4回）

さまざまな画材を用いて世界で一つだ
けのハガキ絵アートを作ります。 20人 1人

1,000円 5/18（水）必着

6/4（土）・6/11（土）
6/18（土）

10:00～12:00

ヨーロピアンフラワーの
基礎を学ぼう！

（全3回）

欧州風フラワーアレンジメントの歴史
や技術を基礎から学び、あなただけの
作品を作ります。

12人 1人
3,000円 5/25（水）必着

6/7～8/2
第1・3火曜日
13:30～15:00

生涯現役！
しぞ～かでん伝体操講座

（全5回）

椅子に座ったままでもできる「しぞ～
かでん伝体操」を学び、生涯現役を目
指して、グループ活動を行います。

60歳以上の方
30人

1人
500円 5/11（水）10：00～

申込順

6/11（土）・7/9（土）
9/10（土）

9:00～11:00

全身で歩く
ノルディック・ウォーク

（全3回）

2本のポールを使って歩き、効率的に全
身を動かす「ノルディック・ウォーク」
を体験します。

15人 1人
500円 5/21（土）必着

6/17～7/15
毎週金曜日

10:00～12:00

初心者パソコン講座
（基礎編）

（全5回）

ワードやエクセル等のパソコンの基本
的な操作方法を学びます。 14人 1人

1,000円 5/27（金）必着
年齢も記入

6/17～7/15
毎週金曜日

14:00～16:00

初心者パソコン講座
（ステップアップ編）

（全5回）

パソコンを使った年賀状や経理書類の
作成方法を学びます。 14人 1人

1,000円 5/27（金）必着
年齢も記入

6/22（水）
10:30～11:30

人形劇あっぷっぷ春公演
（全1回）

人形劇あっぷっぷによる乳幼児親子向
けの手遊びやエプロンシアター、人形
劇などを行います。

100人 無料 5/20（金）10：00～
申込順

北部生涯学習センター美和分館（アカデ美和）
6/1～6/29
毎週水曜日

18:30～20:00

初めての方のいきいき
社交ダンス入門

（全5回）

初心者の方を対象に社交ダンスを学び
ます。

成人男女
各10人

1人
600円 5/11（水）13:30～

申込順

6/9（木）・6/16（木）
6/23（木）

13:30～15:30

心を伝える
～はじめての絵手紙

（全3回）

初心者向けに絵手紙で暑中見舞いの描
き方を学びます。 成人20人 1人

500円 5/12（木）13:30～
申込順

6/11～11/19
※日時はお問い合せください。

美和農業体験
～さつまいも・青大豆編～

（全5回）

美和地域でさつまいもや青大豆などの
農業体験を行います。※JA静岡市美和
営農経済センター（葵区安倍口新田）
集合・解散

成人15人 無料 5/28（土）必着
年齢も記入
1枚1人

6/19（日）
10:00～13:00

子ども厨房
お父さんへのおもてなし

（全1回）

料理の基礎基本を学びながら、料理実
習を行います。

小学3～6年生
15人

1人
500円

5/30（月）必着
年齢も記入
1枚1人

6/25（土）・7/9（土）
7/23（土）

13:30～15:30

暮らしのヒント
～色彩の基本と活用術～

（全3回）

「色」について学び、生活に彩りを取り
入れます。

20代～40代の
女性20人

1人
1,000円 5/28（土）13:30～

申込順

6/26（日）
10:00～12:00

チャレンジ！
お菓子の株式会社

（全1回）

お菓子の株式会社経営を通じて、株式
会社のしくみやお金の流れを疑似体験
します。

小学2～6年生
15人 無料 5/15（日）10:00～

申込順

健康文化交流館「来・て・こ」
駿河生涯学習センター

5/20～9/16
毎月第3金曜日
10:30～11:30

来・て・こおはなしの森
～春夏～

（全5回）

毎月第３金曜日におはなし会を開催し
ます！読み聞かせ・かみしばい・手遊び、
人形劇など。入場無料、出入り自由！
ぜひ遊びにきてください。

乳幼児と保護者
24人 無料 （先着順）

5/31～6/14
毎週火曜日

10:00～11:30

子育て世代の
マネープラン

（全3回）

子育て世代のライフプランに合わせた
“お金”との付き合い方を学びます。 20人 無料 5/10（火）10：00～

申込順

❖パソコン講座　対象：19歳以上または勤労者　10人（Office2013使用）
コ ー ス 日　時 休　講 Ｏ　Ｓ 会　費

１からはじめるパソコン入門Win7	 （全7回） 6/9～7/21 毎週木曜日 13：30～15：30 Win7 4,600円

ワード入門 （全6回） 6/10～7/15 毎週金曜日 10:00～12:00 Win7 3,700円

ワード中級 （全8回） 6/6～8/1 毎週月曜日 19：00～21：00 7/18 Win7 4,800円

はじめてのエクセル （全5回） 6/7～7/5 毎週火曜日 10:00～12:00 Win7 3,000円

申込方法：    〒422-8021　電話202-4300　5月13日（金）必着・年齢も記入・多数抽選　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　※テキスト代別途

申込方法：  5/6（金）10：00～電話で健康文化交流館（来・て・こ）へお申し込みください。(申込順) 　　　　

	5/13（金）
①13:30～14:30
②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室③

初心者を対象に、パソコンの基本的な
操作などの疑問、相談に応じます。

パソコン
初心者各5人

1人100円/
1時間

(施設使用料)

	5/27（金）
①13:30～14:30
②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室④

初心者を対象に、パソコンの基本的な
操作などの疑問、相談に応じます。

パソコン
初心者各5人

1人100円/
1時間

(施設使用料)
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キニナルスキニナルプロジェクト
「キニナルスキニナルプロジェクト」は、「キニナル」しずおか文化を知って、楽しんで「スキニナル」。そし
て魅力ある「しずおか文化」を創り出す人のためのプロジェクト。豊かな自然と、おだやかな気候の中で育
まれてきた静岡の歴史や文化をもっと身近に感じて、もっと好きになってほしい。そんな想いを込めて、平
成26年度、静岡市文化振興財団の設立20周年の年にはじまりました。静岡市文化振興財団が管理運営する市
内文化施設や生涯学習センターでは、音楽や美術、科学など文化のジャンルの垣根を越えて、さまざまなイ
ベントを通してしずおか文化を紹介します。3年目を迎える平成28年度のキニナルスキニナルプロジェクトも
ぜひご期待ください。

キニナルスキニナル

お問い合わせ：　　　　　　　　　　　　（054-255-4746）

静岡の音楽がキニナル

詳しくはキニナルスキニナルプロジェクト特設サイトをご覧下さい。
http://www.kini-suki.shizuoka-city.or.jp

静岡の美術がキニナル

静岡のダンスがキニナル

静岡の科学がキニナル

第21回「静岡の名手たち」
オーディション合格者たちによるコンサート　　　　　　 9月

しずびチビッこプログラム　　　　　　　　　　　　　　　随時

静岡人の生き方がキニナル

子どもの笑顔写真コンテスト作品募集　　　　　　　　　  6〜7月

教えて先輩　理系女子のオシゴト　　　　　　    　　　　　8月　　　

美和農業体験〜さつまいも・青大豆編〜　　                       　　  5月

先生が楽しむ音楽講座　　　　　　　　　　　　　　　　6〜10月

おやじカフェ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12月   （予定）
市民参加型舞台公演事業　「しずおか新撰組」(仮)　　　　    3月

今後もどんどんご紹介します

AOIのオープン・ディ2016　　　　　　　　　　　　　　　  8月

生涯

美術

音楽

科学

平成28年度キニナルスキニナルプロジェクトラインナップ予定

静岡・音楽館×科学館×美術館共同事業
みる・きく・さわるのさっかく展（仮）　　　　　　　　    　  7月

科学茶房イルカカフェ
「イルカの行動をどうやって研究する？」　　　　　　　　 5月

ダンス
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静岡市民ギャラリー ［催事カレンダー］
〒420-8602　静岡市葵区追手町5-1　静岡市役所静岡庁舎本館1階　TEL.054-221-1017
●開館時間/10:00~18:00（入館17:40まで）　●休館日/第3月曜日（祝日に当たる場合はその翌日）、年末年始、臨時休館あり
●駐車場はありませんので、公共の交通機関をご利用下さい。
●アクセス/JR静岡駅から徒歩10分　静鉄電車「新静岡駅」から徒歩5分　しずてつジャストラインバス「県庁・静岡市役所葵区役所」下車

5月

平成28年2月25日現在　※記載の内容は、主催者の都合により変更・追加・中止されることがありますので、ご了承ください。

入場無料 主 …主催　 問 …お問合せ

祝4 水 8 日ｰ
第７回　樹の会作品展

第２展示室
10:00～17:00（初日13:00～、最終日15:00まで）

主  樹の会
問  054-264-2810　前田光昭

11 水 15 日ｰ 　

第１４回静岡市民文化祭                            
（写真展）

第２・４・５展示室
10:00～17:00（初日11:00～、最終日16:00まで）　

主  静岡市
問  054-262-9180　静岡市写真連盟　豊島　猛

25 水 29 日ｰ 　

第１４回静岡市民文化祭                             
（クラフト展）

第１・２・３展示室
10:00～17:00（最終日15:00まで）　

主  静岡市
問  054-286-2246　 静岡市クラフト協会　望月陽子

6/ 1 水 5 日ｰ
第１４回静岡市民文化祭（書道展　自由部門）
第１・２・３・４・５展示室　10:00～17:00（最終日15:00まで）
主  静岡市　問  054-246-0924　 静岡市書道協会　石川清翠

11 水 15 日ｰ 　

第１４回静岡市民文化祭                            
（花展）

第１・３展示室
10:00～17:00（初日11:00～、最終日12:00まで）　

主  静岡市
問  054-245-9537　静岡花協会　市田みどり

18 水 22 日ｰ 　

第１４回静岡市民文化祭                           
（書道展　審査A部門）

第１・２・３・４・５展示室
10:00～17:00（最終日15:30まで）

主  静岡市
問  054-246-0924　静岡市書道協会　石川清翠

25 水 29 日ｰ 　

第１４回静岡市民文化祭　　　　　　
（華道展）
第４・５展示室
10:00～17:00（5/27は、生替えのため14:00まで。）

（最終日15:00まで）　
主  静岡市
問  054-252-5433　静岡市華道連盟　海野俊彦



16

静岡 チケットでスマイル 検索

あのお店で、こんなおトクなサービスが‥‥  チケットでスマイル

静 岡・音 楽 館 × 科 学 館 × 美 術 館 共 同 事 業

静岡音楽館AOIが主催するコンサートのチケット、静岡科学館る・く・るの 
入館券、静岡市美術館の有料観覧券をご提示いただくと、それぞれの 
お店でサービスが受けられます。

【ご利用についてのご注意】●チケットに記載の日付または会期中に限り、1回ご利用いただけます。●チケットを提示されたご本人さまのみ有効です（店舗によって異なる
場合があります）。●チケットのご利用はお早めにお申出ください。●サービスの内容を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

1 日本海庄や 静岡南口店 2 トラットリア一丁目 静岡駅南口店
17〜21時の間、ファーストドリンクサービス（日本酒・ワイン以外） お食事をご利用のお客様はドリンク1杯無料
TEL.054-289-7488　静岡市駿河区南町18-1 サウスポット静岡2F
11：30～14：00、17：00～23：00　日曜定休（月祝の場合は日曜を営業し、月祝が定休）※暦により変更あり

TEL.054-202-2701　静岡市駿河区南町14-25 エスパティオ1F
11：00～21：00（L.O.20：30）

3 レストラン「comme des poissons」 4 庭のある珈琲の店「レザン」
　　　　ウェルカムドリンクまたはプチデザートをサービス ドリンクメニュー20%off
TEL.054-283-3535　静岡市駿河区南町2-14
11：30～14：00（L.O.13：30）、17：30～22：00（L.O.21：00）月曜日定休

TEL.054-253-7641　静岡市葵区常磐町1-7-9
8：30～20：00、土12：00～20：00、日曜日･祝日定休

5 PUB★きらら 6 スペイン･バスク料理「Las Tapas」
10％off グラスワインサービス
TEL.054-283-1251　静岡市駿河区南町10-12 竹下ビル2F
19：00～24：30

TEL.054-253-1127　静岡市葵区紺屋町4-22 ソワールビル3F
18：00～23：00、月曜日定休

7 エンゼル 8 静岡シネ・ギャラリー
5％off 鑑賞料200円割引（学生100円割引）
TEL.054-252-6310　静岡市葵区七間町5-9
18：00～24：00

TEL.054-250-0283　静岡市葵区御幸町11-14 サールナートホール3F
10：00～22：00

9 味処 吽治 10 Cafe & Bar Smacznego + more（スマッチネゴ アンド モア）
ランチにてお食事をご利用のお客様にスペシャルデザートサービス 生ビールまたはグラスワイン1杯サービス
TEL.054-252-3200　静岡市葵区伝馬町6-1 SHIZUOKA 109（6F）
11：00～15：00、17：00～22：00

TEL.054-272-2734　静岡市葵区鷹匠2丁目10-8　パサージュ鷹匠2F
ランチ 火～土11：30～13：30、ディナー 月～金18：00～24：00、土18：00～26：00、日曜日定休

11 ルモンドふじがや 12 美容室 アクシア。アキ
　  グラスワイン　    ソフトドリンク50％off　　  グラスワイン　    ソフトドリンク1  杯 サー ビス 10％off
TEL.054-251-0066　静岡市葵区昭和町6-1
11：30～14：00、17：30～22：00、月曜日定休

TEL.054-221-1886　静岡市葵区紺屋町11-6
9：30～19：00（早朝8：00から）、月曜日、第2･3火曜日定休

13 ファミリー食堂 さいとう 14 Ikinakina
お食事をされた方に、たいやき（名物）を1尾（10月～5月）またはミニチャーハン（6月～9月）サービス 七五三、成人式、卒業式、ゲスト･ドレスなどのレンタルでご利用の場合、5％サービス
TEL.054-285-1300　静岡市駿河区南町8-9
11：00～20：00、日曜日定休

TEL.054-275-0551　静岡市葵区新富町2丁目26-19
10：00～19：00　第1・3月曜日、毎火曜日定休

15 三日月堂 16 そば処 志ほ川
500円以上お買上げのお客様は10％off 50円引
TEL.054-285-7068　静岡市駿河区南町7-11
8：30～19：00、日曜日･祝日定休

TEL.054-285-6455　静岡市駿河区南町5-32
11：00～15：00、17：00～20：00、木曜日定休

17 鉄板焼 湧登 you-to 18 入船鮨南店
広島風お好み焼1枚につきソフトドリンク1杯サービス アイスクリームサービス
TEL.054-284-5777　静岡市駿河区南町7-9
17：00～23：30、日曜日定休

TEL.054-282-1158　静岡市駿河区南町6-6
11：00～22：30、火曜日定休

19 英会話スクール BEELINE 20 ゆるり屋 二光
入会金50%off（10,500円を5,250円に） 生ビールまたはソフトドリンク1杯サービス
TEL.054-285-6566　静岡市駿河区南町2-3 ベルータカギビル1F
11：00～21：00、日曜日･祝日定休

TEL.054-285-1234　静岡市駿河区南町8-8
11：30～13：30、16：00～22：30、日曜日･祝日定休

21 こまちや化粧品店 22 居酒屋食堂 ブタチカ
粗品進呈 静岡割1杯サービス
TEL.054-282-7123　静岡市駿河区南町5-32
8：00～20：00、日曜日定休

TEL.054-271-8741　静岡市葵区紺屋町3-5（B1）
15：00～23：00

23 魚膳 24 札幌かに本家
飲み物1杯サービス 5％off
TEL.054-205-1600　静岡市葵区紺屋町8-8 丸和ビルBF
11：00～14：00、17：00～22：00（オーダーストップは各30分前）、不定休

TEL.054-252-1131　静岡市葵区紺屋町7-15
11：30～22：00、土･日･祝 11：00～22：00

25 TULLY’S COFFEE 静岡紺屋町店 26 路地裏韓居酒屋　韓唐韓
ドリンク20円引 2〜3名様1グループ500円割引 、4名様以上1グループ1,000円割引
TEL.054-205-3201　静岡市葵区紺屋町3-14
月～木 7：30～21：00、金 7：30～23：00、土 8：30～23：00、日 8：30～21：00

TEL.054-255-7580　静岡市葵区黒金町38-1
17：00～24：00  日曜定休（祝日営業）

27 駿河呑喰処 のっち 28 骨太居酒屋 海山
コース料理10％off（要予約） 2〜3名様1グループ500円割引、4名様以上1グループ1,000円割引
TEL.054-253-5556　静岡市葵区七間町8-25 PISAビルⅡ4F
17：00～26：00、月曜日定休

TEL.054-272-8770　静岡市葵区黒金町38-1
17：00～24：00、日曜日定休（祝日の場合は翌月曜）

ディナーにてコース料理を
ご利用のお客様に

チケットに記載の日付（期間）から
1週間後まで1回限り有効

ランチ
タイム

ディナー
タイムまたは または

席をご予約ください（他クーポン、宴会との併用はできません。
チケットに記載の日付（期間）から1週間後まで1回限り有効）

セットメニューは除く
チケットに記載の日付（期間）から1週間後まで1回限り有効

ランチタイムを除く

ランチ・宴会時を除く

チケット1枚で4名様までご利用いただけます。

チケットに記載の日付（期間）から1週間後まで１回限り有効

12/1～1/5を除く。他のサービス券との併用はできません

地図に記載はありません。
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ホテルセンチュリー静岡 静岡市駿河区南町18-1　TEL.054-284-0111 サービス内容  10％off

48
オールデイダイニング 
THE TABLE（ザ  テーブル）
TEL.054-289-6410

ランチ平日11：00～15：00（L.O.14：00）、
土･日･祝11：00～15：00（L.O.14：30）、
ディナー17：00～21：00（L.O.20：30）、
ティーラウンジ10：00～22：00（L.O.21:30）

49 鉄板焼 けやき（2F）

TEL.054-289-6413
ランチ11：30～14：30（L.O.14：00）、
ディナー17：30～21：30（L.O. 20：30）

50 中国料理 翡翠宮（2F）

TEL.054-289-6411
ランチ11：30～14：30（L.O.14：00）、
ディナー17：30～21：30（L.O. 20：30） 51 日本料理 花凜（2F）

TEL.054-289-6412
ランチ11：30～14：30（L.O.14：00）、
ディナー17：30～21：30（L.O. 20：30）

52 バー＆ラウンジ エマイユ（25F）

TEL.054-289-6414

月～木18：00～24：30（L.O.24：00）、
金・土18：00～25：30（L.O.25：00）、
日･祝18：00～23：30（L.O.23：00）

葵タワー 静岡市葵区紺屋町17-1

53 ポーラ ザ ビューティ静岡店（1F）

TEL.0120-566-227

11：00～19：00（エステ最終予約時間18：00）
＊ハンドマッサージ施術無料
（女性限定）

54 そば処 岩久本店（B1）

TEL.054-275-1560

11:00～21:30（21:00 L.O.）
※1月1日、火曜日定休
＊全品5％off

55 しゃぶしゃぶブッフェ しゃぶ葉 静岡（B1）

TEL.054-205-3262

11：00～17：00（ご入店16：00まで）、
17：00～23：00（ご入店22：00まで）
＊ランチ5％off、ディナー10％off

（2016年3月1日現在）

29 cafe & bar mare マーレ 30 居酒屋 とんからり
生ビールまたはデザート サービス おすすめ豚料理一品あげる☆
TEL.054-260-4673　静岡市葵区鷹匠3-11-3 1F
火～金12：00～15：00、18：30～24：00、土18：00～24：00、日12：00～18：00、月曜日定休

TEL.054-281-6067　静岡市駿河区南町2-1
17：00～24：00、日曜日定休（祝日の場合は営業、翌日休み）

31 リフレクソロジー Mana 32 ビールのヨコタ
巻き爪補正20％off、その他施術料10％off オリジナルビール1杯サービス
TEL.080-6904-7824　静岡市葵区両替町1-3-9 わかさビル205
10：00～20：00、日曜日定休

TEL.054-255-3683　静岡市葵区呉服町2-5-22 ソシアルカドデビル2F
17：00～24：00、土･日･祝15：00～24：00、月曜日定休

33 寿し割烹 八千代 寿し鐵 34 ラッツァロッサ
特選駿河湾地魚1貫サービス 10％off
TEL.054-252-2889　静岡市葵区八千代町63-4
11：00～14：00、16：00～22：00、水曜日定休

TEL.054-205-8444　静岡市葵区人宿町1-3-12
18：00～24：00、木曜日定休

35 静岡青汁スタンド 36 自然派ワイン専門店  La Vigne 静岡
青汁（ハーフサイズ）1杯試飲サービス ワインご購入の場合100円引
TEL.054-253-8357　静岡市葵区両替町1丁目4-5 河村第一ビル1F
月～金8：00～10：00、12：00～19：00（10：00～12：00 出前時間）、土・祝12：00～19：00 日曜日定休

TEL.054-205-4181　静岡市葵区紺屋町17-2 稲森パーキング本社ビル1F
月～土10：00～22：00、日･祝12：00～20：00

37 Men's Beauty Salon Ochiai 38 KEI's ナチュラル・セラピー
イヤーセラピーサービス 施術時間10分延長またはロミヘッド10分サービス
TEL.054-285-1823　静岡市駿河区中田1丁目10-17
8：30～19：00、月･第2･3火曜日定休

TEL.080-3077-4095　静岡市葵区鷹匠1丁目14-29 モアクレスト鷹匠4F 4D
10:00～最終受付19:00、火曜日定休

39 ピッツァ サルヴァトーレ クオモ＆バール 40 四川料理・火鍋 躍飛
ディナータイム（17:00以降）10%off 昼：ランチセットに杏仁豆腐とホットジャスミン茶をサービス　夜：その日のオリジナル前菜をサービス 
TEL.054-903-8665　静岡市葵区紺屋町6-7 静岡パルコ2F
11：00～23：00（L.O. 22：30）

TEL.054-251-3558　静岡市葵区呉服町2-5-22 ソシアルカドデビル1F
11：00～15：00、17：00～23：00

41 GROW STOCK 42 静岡新堀ギター音楽院
フライドポテトプレゼント 開催月前後1ヶ月初回レッスン料無料
TEL.054-293-9331　静岡市葵区紺屋町6-9 中ビル5F
月～木17：00～25：00、金・土・祝前17：00～27：00、日曜日定休

TEL.054-253-8338　静岡市葵区伝馬町8-11 4F
13：00～21：00、日･月曜日定休

駐車場

43 サウスポット伊伝パーキング 44 中西ガレージ
駐車料金　100円引券プレゼント 駐車料金　100円引券プレゼント
TEL.054-281-6776　静岡市駿河区南町18-1 サウスポット静岡B1F
年中無休・7:00～23:00 車高1550mmまで（ハイルーフ車不可）

TEL.054-260-4242　静岡市葵区黒金町61-5
年中無休・24時間営業（スタッフ常駐）　車高2050mmまで

45 呉服町タワーパーキング 46 静岡駅北パーキング
2時間以上ご利用で1時間無料 1時間以上ご利用のお客様に30分券1枚サービス
TEL.054-255-8550　静岡市葵区呉服町1-20
年中無休・24時間営業（有人管理は8:00～20:00）　車高2200mmまで

TEL.054-252-0120　静岡市葵区黒金町1-6
6：00～24：00

47 NPD御幸町パーキング
1時間以上ご利用で30分無料（1日料金適用外）
TEL.080-5778-9771　静岡市葵区御幸町7-14
8:00～22:00　サイズ制限有り

チケットに記載の日付（期間）から1週間後まで
1回限り有効

地図に記載はありません。

地図に記載はありません。

チケットに記載の日付（期間）から1週間後まで
1回限り有効

静岡市美術館の観覧券をご提示の方は
ワインご購入の場合8%off

※複数施設ご利用の場合は
　それぞれ対象になります。

※複数施設ご利用の場合は
　それぞれ対象になります。

※サービス内容、条件は各施設異なります。各館の窓口に駐車券をご提示の上お申し付けください。
※�〜�満車の場合はご入庫いただけませんので、ご了承ください。
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【お問合せ】（公財）静岡市文化振興財団　◎事務局（TEL.054-255-4746） ◎静岡音楽館AOI（TEL.054-251-2200） ◎静岡科学館る･く･る（TEL.054-284-6960） ◎静岡市美術館（TEL.054-273-1515）
加盟店 募集中！詳しくは下記へ。

45 路地裏韓居酒屋　韓唐韓
静岡駅南口より徒歩3分、路地
裏に佇む「本場韓国家庭料理を
味わえる」と人気のお店。「辛い」
より「旨い」！ 本場韓国家庭料
理をリーズナブルに堪能！
静岡市葵区南町3-25
新星ビル2F
※営業時間等、詳細はP17をご覧ください。

サービス内容
2〜3名様1グループ500円割引、
4名様以上1グループ1,000円割引

おすすめクラフトビール１杯サービス

■静岡市葵区・駿河区

アクセスマップ

アーバンネット静岡ビル４階

NTT
電電ビル

ACCESS
MAP

39

41

25

40
32

27

34

42

48

44

43

45

30

28 26

36

52

53 55

静岡駅南口

江川町

県庁前

呉服町

紺屋町

七間町

昭和町

青葉交番前

常磐町1丁目

御幸町

栄町

静岡市役所

38

31
35

29

10

9

46

11

47

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

静岡ホビースクエア

46 静岡ブルーイング
全国の季節ごとの美味しい樽
生クラフトビールを、常時9種
類ご用意して、お待ちしており
ます。

静岡市駿河区稲川1-8-29
渡辺ビル1F
※営業時間等、詳細はP17をご覧ください。

サービス内容

（チケットに記載の日付（期間）から1週間後まで1回限り有効）主催:静岡市　　企画・制作・お問い合わせ:（公財）静岡市文化振興財団　054-255-4746

お昼のひとときを、心豊かに過ごしてみませんか?

大
おおいしひろし

石博（ギター）、天
あ ま の

野ゆりか（ソプラノ）

Z
ジ ル

ilL（ヴォーカル＆ギター）

5月12日（木）
5月13日（金）

会場:静岡市立南部図書館　2階視聴覚ホール

「映画音楽」特集
シズオカ×カンヌウィーク連携企画

HOTひといきコンサート 入場無料第215回

申し込み不要
直接会場へお越しください（開場11:30）

12:00〜12:50  
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