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※都合により内容を変更する場合があります。　※未就学児はご入場いただけません。
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1 日
杏林堂　糖尿病市民公開講座 主  杏林堂健康セミナー係　溝渕

問  0120-392-461講堂 (12:00)12:30～15:30　　無料(要申込)

涼風にのせて　イタリアの音楽家たちとクラシックコンサートⅣ 主  フィオリータ
問   090-7671-5233ホール (13:30)14:00～16:00　　一般3,000円、学生1,500円

トン・コープマン　オルガン・リサイタル 主  ムジカキアラ
問   03-6431-8186ホール (18:15)19:00～21:00　　4,000円

静岡県立清水西高等学校合唱部第39回定期演奏会 主  清水西高校合唱部
問  054-352-2225ホール (17:00)17:30～20:00　　600円

第21回　濱田訓子門下生　Piano発表会 主  ぴあのこ音楽教室
問  090-3381-0208講堂 (13:00)13:30～16:30　　無料(どなたでも)

静岡県立清水南高等学校芸術科演奏会 主  静岡県立清水南高等学校芸術科
問  054-334-0431ホール (17:00)17:30～20:00　　500円

第13期　ピアニストのためのアンサンブル講座（第1回）
主  静岡音楽館AOI
問  054-251-2200ホール 13:20～19:30　　聴講　　一般:1,000円、22歳以下:無料

※未就学児はご入場いただけません

第13期　ピアニストのためのアンサンブル講座（第2回）
主  静岡音楽館AOI
問  054-251-2200ホール・講堂 10:00～19:30　　聴講　　一般:1,000円、22歳以下:無料

※未就学児はご入場いただけません

第36回　久保田ギター教室発表会 主  久保田ギター教室
問  054-262-0203ホール (12:30)13:00～16:00　　無料(どなたでも)

第42回　ピティナピアノコンペティション　静岡地区本選 主  すみやグッディ SBS通り店　西村
問  054-282-3911ホール (10:00)10:30～18:00　　1,000円

第42回　ピティナピアノコンペティション　静岡地区本選 主  すみやグッディ SBS通り店　西村
問  054-282-3911ホール (10:00)10:30～18:00　　1,000円

静岡大学教育学部附属静岡中学校吹奏楽部サマーコンサート 主  静岡大学教育学部附属静岡中学校
問  054-255-0137ホール (12:30)13:00～15:00　　無料(どなたでも)

オーケストラを聴こう　ブラームス：交響曲全集Ⅳ
主  静岡音楽館AOI
問  054-251-2200ホール (14:30)15:00　　全指定6,000円、会員5,400円、22歳以下1,000円

※未就学児はご入場いただけません

　  
をも感じさせるギリシャ·ペルシャの伝統音楽を聴くことができ、12月
1日は琉球の、奄美、沖縄、宮古、八重山、それぞれ選りすぐり
の歌い手たちが一堂に会する豪華で贅沢なコンサート「琉球弧の
島唄」です。
　でも、クラシック音楽もちゃんと聴きごたえ充分。今年のAOIで
最大のプロジェクト「J.S.バッハの世界」にはソプラノの森麻季をは
じめ、日本の第一線で活躍する演奏家たちがこのコンサートのた
めだけに結集します。クラリネットのカリスマ、ポール·メイエは10月
26日、2007年にAOI·レジデンス·クヮルテットと共演して以来のリサイ
タル、その円熟のAOI·レジデンス·クヮルテットは11月10日に初めて
シベリウスを演奏します。9月15日の「静岡の名手たち」も11月23日
の「アマチュア·アンサンブルの日♪」も、今年はどんな演奏家たち
があらわれるのか、毎年が楽しみです。夏が来るまえに、秋のコ
ンサートのプランをたてておこう ！

　静岡音楽館AOIは、開館から20年以上を経て、いまや静岡
におけるクラシック音楽の殿堂といえる存在になっていると思いま
す。ホールに足を踏み入れると、オルガンが備えられ、シャンデ
リアがきらめき、いかにもクラシック音楽のコンサートホールです。
たくさんのすばらしい演奏がここから生まれてきました。
　しかし、今年の秋、AOIのコンサートシリーズはいつもとちょっ
と違います。このステージにワールド·ミュージックがつぎつぎと来
演します。9月22日にはフラメンコ·ギターのスーパースター、ファ
ン·マヌエル·カニサレスがバイレ（舞踊）とともにやってきます。翌
週28日には、エキゾティックな魅力に溢れ、ふしぎと郷愁や哀愁

こんどのAOIはいつもとちょっと違う ！

静岡音楽館AOI　学芸員 小林　旬

7月

7 土

12 木

15 日

15 日

18 水

19 木

22 日

26 木

29 日

27 金

28 土

16 月 祝

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平日）、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）、駅北パーキングなどをご利用下さい。（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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事前申し込みが必要なイベント

おどろき・ふしぎがいっぱいの楽しい大型科学実験ショー！
7月は、ドライアイスを使って、ドキドキわくわくするような
実験を行います。
−79℃の冷た～い実験をお楽しみください。

小さなお子さまのはじめての科学体験を親子で楽しめます。
7月は、蛍光ペンでぬり絵をして、
ブラックライトを当ててみましょう。

回転させると、黒い線がちがう色の線に見える
ふしぎな風ぐるまをつくります。

暑い季節に冷たい南極はいかがでしょうか？
南極の最新情報や研究、生活について、第42次・第51次・
第58次南極観測隊隊長の本吉先生にお話を伺います。
リアルな南極はどんな所か隊長に聞いてみましょう！

①11：00、②14：00（各回30分程度）
会場：9階 イベントホール
対象：どなたでも

①10：30～11：30受付、②13：30～14：30受付
会場：10階 ガレージ
対象：未就学児とその保護者

13：00～15：30受付
会場：8階 体験ステージ
対象：どなたでも

14：00～15：15
会場：9階 イベントホール
対象：小学校中学年～大人におすすめ
講師：本吉洋一さん（国立極地研究所 教授 広報室長）

・

・

・

7/

7/

7/

7/
16

15 日14 土

21 土7 土

22 日8 日

月

サイエンスショー

めばえのかがく

わくわく科学工作

科学茶房

「ひえひえ・ひやひやドライアイス大実験！！」

南極講演会「南極観測隊隊長に聞く！ リアルな南極 ～研究から生活まで～」

「蛍光ペンでぬり絵をしよう・夏」

「何色が見える？ マジカルライン風ぐるま」

祝

麻機遊水地で、トンボやチョウの仲間を中心に夏の虫を観察します。

申込方法：往復はがきの往信面に
 ①全員の氏名（漢字）・②年齢・③電話番号、返信面に住所・
 氏名を記入し、科学館「自然観察会担当」へ郵送。
　 6/22（金）必着（多数抽選） 
共同主催：静岡県自然観察指導員会 中部支部

10：00～11：45
会場：麻機遊水地 第４工区（静岡市葵区芝原）
※現地集合現地解散、雨天中止
対象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
定員：30人
参加費：100円（保険料）

7/ 7 土

「夏の虫観察会」る・く・る自然観察会

しずおか科学技術月間対象イベント

しずおか科学技術月間対象イベント

しずおか科学技術月間対象イベント

申込不要・どなたでも参加できるイベント
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静岡科学館 る ・ く ・ る
〒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.https://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）

臨時休館日：5月29日（火）、6月5日（火）、12日（火）、19日（火）、7月3日（火）、10日（火）　臨時開館日：5月28日（月）、6月4日（月）、7月30日（月）　

小さな子のはじめての科学体験「めばえのかがく」
静岡科学館る・く・る　エデュケータ 織田　悠希

イ ベ ン ト レ ポ ー ト

　静岡科学館では、月に２回程度、未就学児とその保護者
を対象として「めばえのかがく」を行っています。毎月、自然
や生活に密着した科学的なテーマを取り上げて、小さな子の
はじめての科学体験を楽しむイベントです。初めてはさみや
のりを使う子も多く、ひもを“結ぶ”、テープを“貼る”などの経
験も工作を通してできるように内容決めやテーマ設定を行っ
ています。
　４月には「桜のモビールづくり」を行いました。モビールは左
右のバランスをとって、つりあいを考えながら作る工作です。
はじめに天秤型の模型を使って、つり合いについて考えます。

「天秤の右側にひとつおもりを吊るすとどうなる？」スタッフの
問いに子どもたちは、「右に落ちる」と答えたり、身体を使って
右下がりに手を伸ばしたりして考えを教えてくれます。少し難
しいかなと思うような質問でも、それまでの答えを踏まえて考

えており、周りの子や大人たちにも相談しつつ、予想以上に
しっかりと答えてくれました。実際の工作の時には、つり合い
の話を思い出して桜の飾りをつけていて、できあがったモビー
ルを嬉しそうに揺らしている姿を見ることができました。
　15分程度の体験ですが、子どもたちは色々なことを考え、
驚き、感動します。そんな瞬間をご家族にも一緒に感じてほ
しいので、親子でできるプログラムを行うとともに、毎回、工
作したものを持って帰ることができる内容にしています。そこ
には、家に帰ってから、家族に工作したものを見せて得意げ
に仕組みを語る子どもたち、そんな姿があれば嬉しいという
担当者の願いも込められています。子どもたちが科学にふれ、
学ぶとともに、すてきな思い出も持って帰ることができるよう、
これからも魅力的なプログラムをつくっていきたいと思います。



5
※都合により内容を変更する場合があります。

7月7日（土）

9月5日（水）

8月5日（日）
7月27日（金）

開場14 : 30　
開演15 : 00

＜整理券について＞
　・ 整理券1枚につき1名様入場可能
　・ 6月10日より整理券配布開始
 【整理券配布場所】 ・ マリナート事務室　・ 清水テルサ事務室
  ・ エスパルスドリームプラザインフォメーション
  ・ 清水銀座　・ 清水駅前銀座商店街事務所

開場18 : 00　
開演18 : 30

①開場12 : 00
　開演12 : 30

開場18 : 00
開演18 : 30

②開場14 : 40
　開演15 : 10

会場 : 静岡市清水文化会館マリナート　大ホール
料金 ： 全席指定・税込　Ｓ席8,500円　Ａ席6,500円

会場 : 静岡市清水文化会館マリナート　大ホール
料金 ： 全席指定・税込　Ｓ席6,500円　Ａ席5,000円

会場 : 静岡市清水文化会館マリナート　大ホール
料金 ： 全席指定・税込
　　　【会館特別価格】3,000円、【一般価格】3,120円

出演 : 静岡交響楽団スペシャルユニット
会場 : 静岡市清水文化会館マリナート　小ホール
料金 ： 入場無料（要整理券）

「大人のけんかが終わるまで」

ローマ・イタリア管弦楽団 ～映画音楽名曲選～

『アート』『大人は、かく戦えり』などシニカルな大人のコメディを描くヤスミナ・レザが贈る最新作が
豪華キャストにより日本初上陸！

青春時代、恋に、友情に、心を焦がした世界名作映画の数々。
その感動の音楽が、モリコーネの愛するオーケストラで蘇る！

しまじろうコンサートは、お子さまの声をきっかけに進む物語の中に、
歌・ダンス・クイズのお楽しみがつまった参加型コンサート。
思いっきり声を出しながら、楽しめます！

月末金曜を“音楽”で咲かせよう！！

しまじろうコンサート
たんけん！うみのワンダーランド

マリナート2018 プレミアムフライデーコンサート
　　  弦楽四重奏

出演： 鈴木京香　北村有起哉　板谷由夏　藤井隆　麻実れい

※未就学児入場不可
※車イス席はマリナートまでお問い合わせください。

※未就学児入場不可

※整理券がなくなり次第、配布終了
※未就学児入場不可
※車イス席をご利用のお客様はマリナートまでお問い合わせください

マリナート電話＋窓口　TEL：054-353-8885
  　　 営業時間9:00～22:00　※月曜休館、月曜祝日の場合は翌平日
チケットぴあ　　　　TEL：0570-02-9999　
ローソンチケット　　 TEL：0570-084-004　
イープラス　　　　　http://eplus.jp/

（Ｐコード：485-495）
（Ｌコード：43788）

マリナート電話＋窓口　TEL：054-353-8885
　営業時間9:00～22:00 ※月曜休館、月曜祝日の場合は翌平日
チケットぴあ　　　　TEL：0570-02-9999　
ローソンチケット　　 TEL：0570-084-004　

（Ｐコード：638-627）
（Ｌコード：41100）

マリナート電話＋窓口　TEL：054-353-8885
  　　 営業時間9:00～22:00　※月曜休館、月曜祝日の場合は翌平日
インプレサリオ東京チケットセンター TEL：050-6864-1198
チケットぴあ　　　　TEL：0570-02-9999　
ローソンチケット　　 TEL：0570-084-004　
イープラス　　　　　http://eplus.jp/

（Ｐコード：111-694）
（Ｌコード：43857）
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〒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。

静岡市清水文化会館マリナート

平成30年度静岡障害者技能競技大会　(アビリンピック） 主   独立行政法人　高齢・障害・求職者　   
　   雇用支援機構 静岡支部
問   054-280-3622全面 10:00～15:00　無料

子どもの笑顔写真コンテストプレ展示 主   静岡市葵生涯学習センター
問   054-246-6191A・B 未定　無料

清水合唱団 第36回演奏会 主   清水合唱団　
問   054-345-0454大ホール (13:00)13:30～15:30　自由席：1,000円

KAN 弾き語りばったり#23　三歩進んで何故戻る？ 主   サンデーフォークプロモーション
問   054-284-9999小ホール (16:30)17:00～　全席指定：5,500円

第28回 グレンツェンピアノコンクール　予選課題曲講習会 主   グレンツェンピアノ研究会
問   0995-22-4158小ホール (9:30)10:00～12:35　自由席：一般 2,500円　学生 1,000円

大人のけんかが終わるまで 主   テレビ静岡
問   054-261-7011 (平日10:00～18:00)大ホール (14:30)15:00～　指定席：S席 8,500円　A席  6,500円

平成30年度 静岡障害者技能競技大会(アビリンピック）開会式・閉会式 主   独立行政法人　高齢・障害・求職者
　   雇用支援機構 静岡支部
問   054-280-3622小ホール 開会式 9:30～10:00　閉会式 16:00～17:00　自由席：無料

第14回 みんなのコンサート　四世代をつなぐ心の歌　子どもの心を育てる歌 主   みんなのコンサート実行委員会
問   054-352-8563大ホール (13:30)14:00～16:00　自由席：一般 2,000円　中学生以下 800円

及川光博ワンマンショーツアーー2018 「BEAT & ROSES」 主   サンデーフォークプロモーション
問   054-284-9999大ホール (17:30)18:00～ 　指定席：8,200円　ゴーゴー！シート：5,500円　サイコー！列シート：3,000円

山口楽器音楽教室発表会 主   ㈱山口楽器　
問   054-366-1671小ホール (9:30)10:00～　関係者のみ

静岡交響楽団 第80回定期演奏会 主   特定非営利活動法人静岡交響楽団
問   054-203-6578 （平日10:00～17:00）大ホール (13:00)14:00～16:00（予定）　指定席：A席 4,500円　B席 3,500円　B席学生 1,500円

リアルカントリーロードツアー2018　「ムーンストーンで朝倉を」 主   ㈱ジェイルハウス　
問   052-936-6041大ホール (14:00)15:00～　指定席：5,500円

しみずかがやき塾　24期 第2回講座 主   しみずかがやき塾運営委員会
問   054-353-6700大ホール (12:30)13:30～　会員のみ

静岡ヴェルディ合唱団　ミニコンサート 主   静岡ヴェルディ合唱団
問   090-6768-7707(仲戸川）小ホール (13:30)14:00～16:00　自由席：2,000円

清水市民劇場 第300回例会　エイコーン公演 「松井須磨子」 主   清水市民劇場
問   054-351-8191大ホール (18:00)18:30～21:00（予定）　会員のみ

たなばた友愛チャリティー歌謡祭 主   アデリーヌ歌謡教室
問   054-351-0226小ホール (9:00）9:20～　自由席：前売 1,500円　当日 2,000円

平成30年度　静岡県立清水西高等学校 一日体験入学 主   静岡県立清水西高等学校
問   054-352-2225大ホール (9:30)10:00 ～11:30　関係者のみ

マリナート　プレミアムフライデーコンサート 主   静岡市清水文化会館マリナート
問   054-353-8885小ホール (18:00)18:30～　無料　※要整理券 (事前配布)

スタジオ レスパース デュ バレエ　発表会 主   スタジオ レスパース デュ バレエ スワンの会
問   050-7301-2597 (大石)大ホール (16:00)16:30～19:30　自由席：前売 1,000円　当日 1,100円

ジャー・パンファン 二胡コンサート 主   ミンファプラン
問   03-5378-5690小ホール (13:00)13:30～15:20　指定席：前売 4,000円　当日 4,500円

加藤ミリヤ 「CELEBRATION」 tour 2018 supported by KAWAI JAMELE 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～　指定席：6,000円　ファミリー席：5,000円

ピアノ発表会（佐野・鈴木・林） 主   −
問   −小ホール (13:30)14:00～16:00　自由席：無料

問主 …主催 …お問合せ7月

1 日

1 日

4 水

7 土

7 土

7 土

8 日

14 土

14 土

15 日

21 土

21 土

22 日

22 日

27 金

27 金

28 土

28 土

29 日

29 日

ギャラリーA・B・C・D

～映画音楽名曲選～

民謡日本一の山形娘
朝倉さやデビュー5周年　16 月 祝

29 日14 土
−
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　更に「私たちはこれから、“人間を創る”」という確認も。想像上
の人物は役者が息を吹き込むことによって存在する。自分と同じ
ように呼吸し血が流れている人間を創り上げることで、「リアル」を
生む――という目標設定です。舞台上の皆が物語の世界を共
有し、個々の人物を生き得たなら、どんなifの世界もホールに実
感を伴って立ち現われるはず。高い高い境地ではありますが、
河田さんは「アプローチの端緒は、自分の中にある」と続けました。

「例えば言葉や声の使い方。普段無意識でやっていることを意
識する。そこから自分を見つめ、まずは自分のオリジナリティーを
見つけてほしい。登場人物も、それぞれ人間の違いがセリフに
出ているはず」。
　演劇界では当たり前のプロセスかもしれません。でも、こうし
て全員で目指す山の頂を確認することが、ラウドヒルの舞台らし
いスタートなのです。奇想天外、
空前の静岡完全オリジナルストー
リーは、どんな姿で完成するこ
とでしょうか。この70人でこそ
表現し得る「今川物語」に向け、
5カ月間の急坂登りが始まってい
ます。

　静岡市民文化会館は、今年11月3日に開館40周年の大き
な節目を迎えます。その記念すべき日を飾る大型舞台作品とし
て始動したのが、ラウドヒル計画「今川物語ゼロ（仮）」です。
幅広い年代の市民70人余が出演し、演劇、殺陣、ダンスを
融合したスピード感ある舞台で、桶狭間から始まる壮大な「歴
史のif」を、ダイナミックなエンターテイメント作品として描きます。
ラウドヒルの作品が常に目指すところは、「誰もが気軽に楽しめ
る舞台」、そして「観た方に、いくらかの元気を持ち帰ってい
ただける朗らかなストーリー」です。たとえ全くの架空世界、if
の物語であっても、客席と舞台に一体感が生まれる「リアルな
舞台」を目指して臨みます。
　4月末、出演者を集めたワークショップで、演出担当の河田
園子さんは「シーンに“必要のない人”はいない。舞台上の皆に
居る意味がある」と強く呼び掛けました。「セリフの量、動きの
有無等に関わらず、舞台に配されたキャストは同じ実在感を持っ
て立つことを期待される。その精度が、観る人を引き込む力に
つながる」と。場面をつくる登場人物すべてに、生い立ち、家族、
経験など個々の自分史があり、場面における行動目的（したいこ
と）と、それに伴う何らかの障害（悩み）がある。河田さんは「そ
れを想像することから、役をつくり始めていこう」と続けました。

日本の伝統文化に触れ、親子で「和の心」の奥深さを体験しましょう。

8月4日（土）
8月5日（日）
静岡市民文化会館 無　料

小学生とその保護者200人（①～④各50人）

7月15日（日）※必着

往復はがきに下記内容を記入の上、会館事務室まで郵送（多数抽選）
⑴　講座名：伝統文化寺子屋
⑵　参加者全員の氏名、年齢と学年（5名まで）
⑶　代表者名と電話番号
⑷　希望する組（①、②、③、④）いずれか一つ選択
⑸　上記(4)以外で参加可能な組
　　※両日参加希望の場合は、各日1通ずつ応募
⑹　アレルギーの有無
⑺　返信用あて名(代表者名)

「木遣」「抹茶」 ①9:20～12:00／②13:30～16:10

③9:20～12:00／④13:30～16:10「木遣」「煎茶」

日　　時

会　　場 参 加 料

対　　象

応募期間

応募方法

※小学校4年生以上は子どものみの参加可

平成30年度伝統文化ワークショップ事業

「子ども伝統文化寺子屋」

“世界を創る＂ 挑戦
静岡市民文化会館

イ ベ ン ト レ ポ ー ト

※都合により内容を変更する場合があります。

撮影︰原賀琢也



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。
8

ふたりの王子  
主   静岡カッパ友の会
問   054-251-9021中ホール （10:00）10:30～12:30　自由席：一般前売 2,500円　小学生以下前売 1,500円

　　　　　　　　　　　　　 一般当日 3,100円　小学生以下当日 2,000円　団体席あり

第58回　社会福祉法人　明光会　文化祭  
主   社会福祉法人　明光会
問   054-278-7005

中ホール （11:30）13:00～15:30　無料、一般入場可

静岡大学吹奏楽団による全日本吹奏楽コンクール課題曲クリニック 主   静岡大学吹奏楽団／
　   静岡市民文化会館　指定管理者
　   静岡市文化振興財団共同事業体
問   090-8023-3680　静岡大学吹奏楽団中ホール 10:30～　タイムスケジュールは静岡大学吹奏楽団へお問合せください。　無料

BUCK-TICK TOUR 2018 No.0  
主   サンデーフォークプロモーション
問   054-284-9999

中ホール （17:30）18:00～20:30　指定席：8,000円

静岡大学管弦楽団第99回定期演奏会  
主   静岡大学管弦楽団
問   080-6953-9818　光岡伸悟

中ホール （13:00）13:30～15:30　自由席：800円

Mrs.GREEN APPLE ENSEMBLE TOUR 主   株式会社ジェイルハウス
問   052-936-6041中ホール （18:00）18:30～20:30　指定席：5,400円

劇団四季ミュージカル 『オペラ座の怪人』 静岡公演 主   静岡市／
　   静岡商工会議所／
　   （公財）静岡市文化振興財団／
　   静岡新聞社・静岡放送／
　   劇団四季
問   054-275-3050　劇団四季静岡オフィス
　  （9:30～18:00／日祝休）

大ホール 開演時間は劇団四季静岡オフィスへお問合せください。
指定席：S席 10,800円　A席 8,640円　B席 6,480円　C席 3,240円 （会員料金あり）

渡辺美里　M・Evolution Tour 2018  
主   サンデーフォークプロモーション
問   054-284-9999

中ホール （18:00）18:30～21:00　指定席：一般7,800円　ファミリー大人7,800円
　　　　　　　　　　　　　   ファミリー小人2,500円

静岡市民劇場第413回例会 エイコーン『松井須磨子』鑑賞会
主   NPO法人　静岡市民劇場
問   054-253-6839

中ホール
7/26（18:00）18:30～20:00
7/27（13:30）14:00～15:30　会員のみ
7/28（13:30）14:00～15:30

親子書道展2018 主   静岡市書道協会
問   090-7437-5596　木村美芳Ｂ・Ｃ展示室 9:00～16:30　最終日は15:30まで　無料

夏季市民美術講習会 主   静岡市／
　   静岡市美術家協会
問   054-261-0572
　   夏季市民美術講習会事務局　石谷Ｂ・Ｃ展示室 7/21　9:30～16:00　7/22　9:10～16:00　申込者のみ

静岡クラフトビール＆ウイスキーフェア2018 主   静岡クラフトビール＆
　   ウイスキーフェア実行委員会
問   054-292-2555　実行委員会事務局
　  （ガイアフロー(株)内）

Ａ・Ｃ展示室・
大会議室

7/28　（11:45）12:00～18:00
7/29　（10:15）10:30～16:30　無料

7月

4 水

6 金

8 日

14 土

20 金

25 水

展示室A・B・C

21 土 〜

26 木
〜 28 土

13 金 15 日
−

21 土 22 日
−

28 土 29 日
−

問主 …主催 …お問合せ

16 月 祝
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19世紀末から20世紀初頭、ヨーロッパで花開いた芸術運動アール・ヌーヴォーを代表する作家アルフォンス・ミュシャ（1860-1939）。
ミュシャは有機的で流麗な植物文様で彩られた女性像など、華やかで繊細なポスターを手がける一方、晩年は故郷チェコや自身
の民族のルーツをテーマにした《スラヴ叙事詩》などを描きました。本展ではミュシャと同郷のチマル博士のコレクションより、出世
作となった大女優サラ・ベルナールの《ジスモンダ》をはじめ、ミュシャの作品を彩った女性たちに焦点を当て、リトグラフのポスター
や装飾パネル、素描画など約150点を紹介します。また、静岡展特別出品として、静岡市在住のミュシャ作品収集家・尾形寿行氏
のOGATAコレクション約100点も展示します。

会　場 : 東静岡アート＆スポーツ／ヒロバ
　　　   （キリンのいるコンテナ・アートベース周辺）

当館学芸員によるスライドトーク

岩野勝人 コンテナ・アートベース公開制作　【見学自由】
めぐるりアート静岡

しずびチビッこプログラム 対　　象 : 2歳以上の未就学児　各回10名　※見学、付添い不可
会　　場 : 静岡市美術館　ワークショップ室
参 加 料：500円（保護者は要展覧会観覧）
申込締切：6月15日（金）必着
申込方法：静岡美術館HP（www.shizubi.jp）またははがきにて。

会　場︰静岡市美術館　多目的室
参加料︰無料　事前申込不要、当日直接会場へ

日　時︰7月1日（日）
　　　　①10:30 ～ 12:00　②14:00 ～ 15:30

日　時︰6月3日（日）
　　　　13：00 ～ 15：00（予定）※雨天中止

日　時︰6月16日（土）、7月8日（日）
　　　　 いずれも14：00 ～（30分程度）

※はがきでの申込は、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・子どもの人数・性別・年齢（月齢まで）を明記
※抽選の如何にかかわらず結果は通知致します。

彫刻家の岩野勝人（いわのまさひと）さんによるコンテナ・アートベースの公開制作を実施します。 昨年の高さ5ｍの“キリン”の設置に続いて、今年はコ
ンテナに“マウンテンゴリラ”が登場します！  窓を開けたり、黒板をつけたり、鉄板を溶断しながらアートの秘密基地を作ります。

内 容

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　　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。

ア
ル
フ
ォ
ン
ス・
ミ
ュ
シ
ャ　

ポ
ス
タ
ー《「
ス
ラ
ヴ
叙
事
詩
」展
》（
部
分
）　

１
９
２
８
年　

チ
マ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　 ＊（　）内は前売および当日に限り20名以上

　の団体料金　
＊障がい者手帳等をご持参の方および介助
  者原則１名は無料

毎週月曜日
＊7/16（月・祝）は臨時休館日です

10：00−19：00
（入場は閉館の30分前まで）
一般1,000（800）円、
大高生・70歳以上700（500）円、
中学生以下無料

休 館 日

開館時間

観 覧 料

：

：

：

毎週木曜・土曜はトークフリーデー！
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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】
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】
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  　   …電話申込

 …ホームページ申込  　    …直接会場へ
マークの

見方
申 込
方 法

葵生涯学習センター（アイセル21）

7/1（日）
14:00～（13:30開場）

タノシサレンサ会議　
写真の先の物語

（全1回）

写真の向こう側にある物語や風景、出
会いや時間について、「死ぬまでに行き
たい！世界の絶景」プロデューサーの詩
歩さんにお話しいただきます。

200人 無料 当日、 直接会場へ
（先着順）

7/21（土）・22（日）
10:00～12:00

絵画指南塾
～アクリル絵の具編～

（全2回）
アクリル絵の具で名画を模写します。 中学生以上15人 1人500円

7/5（木）必着･1枚1人

7/29（日）・8/4（土）・18（土）
10:00～12:00

なつやすみ読書感想画
コンクールに挑戦

（全3回）

読書感想画コンクール指定図書を読み、
感想を絵で表現します。
※本は事前に読んできてください。

小学生15人 1人500円 7/10（火）必着･学年
も記入･1枚1人

8/2（木） 14:00～16:00
※法廷の状況により日程・内容を

変更する場合があります。

こども模擬裁判
（全1回）

静岡地方裁判所の見学と模擬裁判を体
験しよう！
※駿府城公園集合・解散

小学4年生～
中学生18人 無料 7/15（日）10:00 ～

申込順

8/5（日）
10:00～12:00

創ろう！
キミだけのプラモ

（全1回）

市販プラモデルの半端部材を自由に組
み合わせて、世界にたったひとつの自分
だけの作品を作ります。

小学生30人 無料 7/22（日）必着･1枚2人
まで･参加者全員の氏
名･学年も記入

8/5（日）
10:00～12:00

夏休み親子消費者教室
（全1回）

エコと防災をテーマに、防災食作りの
体験を行います。 小学生と保護者20組 無料 7/18（水）10:00 ～

申込順

8/10（金）
9:15～15:30

夏休み 上下水道
見学ツアー

（全1回）

門屋浄水場、中島浄化センターを見学し
ます。
※旧青葉小学校駿府城跡観光バス駐車
場（葵区追手町）集合･解散

小学生と保護者40人 無料 7/18（水）必着、参加
者全員の氏名･年齢も
記入

西部生涯学習センター

7/28（土）
13:00～15:30

父と子どものアート広場
（全1回）

大きな作品を受講生全員で描いて、セン
ターロビーに飾ります。

3歳～小学生以下の
子と男性保護者50人 1人150円 7/4（水）10:00 ～

申込順

東部生涯学習センター

7/21（土）
10:00～11:30

ふらふらふわふわ
ヒコーキを飛ばそう！

（全1回）

薄い発泡スチロールペーパーを使って、
ふわふわとよく飛ぶヒコーキを作って飛
ばそう。

5歳～小学生20人
（未就学児保護者同伴） 1人300円 7/4（水）14:00 ～

申込順

7/24（火）
14:00～15:30

東部医療講座
～ロコモとリハビリ～

（全1回）

要介護にならないために何をすればい
いのか、ロコモとリハビリについて専門
家からお話を聞きます。

30人 無料 7/10（火）10:00 ～
申込順

7/28（土）
10:30～12:00

自分だけの
エコバックをつくろう！

（全1回）

オリジナルの型を使って、エコバックに
色をつけていきます。

2歳以上の未就学児
と保護者10組20人

付き添い不可
1組500円 7/13（金）必着･年齢も

記入･1枚1組

8/1（水）・2（木）・3（金）
10:00～12:00

オリジナルTシャツを
つくろう！ （全3回）

ステンシルを使い、オリジナルのTシャ
ツを作ります。 小学生12人 1人800円 7/13（金）14:00 ～

申込順

8/4（土）
10:00～11:30

麻機自然観察会
～昆虫と遊ぼう！

 （全1回）

麻機遊水地で昆虫を採集したり観察し
たりします。

30人（小学生以下
保護者同伴） 1人100円 7/10（火）14:00 ～

申込順

8/5（日）
18:00～19:30

せみの羽化を観察しよう！ 
（全1回）

城北公園でセミの羽化を観察してみよう。
※城北公園（葵区大岩本町）集合・解散 小学生と保護者20人 1人100円 7/17（火）必着･年齢も

記入

8/7（火）
5:00～7:00

夏休みこども市場見学
（全1回）

静岡市中央卸売市場を見学します。普
段は見ることができないお魚や野菜の
セリを見て生鮮食料品の流通について
学びます。
※静岡市中央卸売市場（葵区流通セン
ター 1丁目）集合・解散

小学生と保護者40人 1人100円 7/10（火）必着・子の
学年も記入･1枚1組

8/18（土）
10:00～11:30

新聞紙を使って
マイエコバックづくり

（全1回）

自分の好きな紙面を使ってオリジナルエ
コバックを作ろう。

5歳～小学生20人
（未就学児保護者同伴） 1人200円 7/17（火）14:00 ～

申込順

北部生涯学習センター
7/22（日）

10:00～15:00
※社交ダンス部門は18:30～20:30

ほくぶ文化祭・健康まつり
（全1回）

各種体験教室、作品展示、地場産品コー
ナー、踊りや演奏発表等、どなたでも
気軽に参加できる催しです。健康相談
や体力測定もあります。

どなたでも 無料
（一部有料） 当日、直接会場へ

日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法

藁科生涯学習センター

8/7（火）
13:30～14:30

藁科おはなし広場
～戦争のおはなし～

（全1回）

戦争に関する絵本の読み聞かせと戦争
体験者から当時のお話を聞きます。
※服織児童館（葵区羽鳥6丁目）集合・
解散

小学生以上30人 無料 7/10（火）13:30 ～
申込順

8/8（水）・9（木）
9:00～15:00

作ろうよ！本に出てくる
ふしぎなかたち

（全2回）

自分の好きな本に出てくる○○を自由に
作ってみる工作です。 小学生20人 1人1,000円 7/11（水）10:00 ～

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。

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）

8/2（木）・3（金）
13:30～15:30

Ｔシャツにステンシルで
絵を描こう！

（全2回）

Ｔシャツにスポンジステンシルで絵を描
き、作品を「アカデ美和こどもの祭典」
で展示します。

小学生12人 1人1,000円 7/3（火）13:30 ～
申込順

8/5（日）
10:00～12:00

アカデ美和こどもの祭典
（全1回）

アカデ美和の講座に参加した子ども達
が、自作のゲームや工作などの体験ブー
スを出展します。 

どなたでも 無料
当日、直接会場へ

8/18（土）・19（日）
13:30～15:30

初級パソコン講座
～ワードで文書作成～

（全2回）

マイクロソフトオフィスワード2013を使っ
て文書の作成について学びます。

パソコンの文字入力
ができる方14人 1人500円 7/13（金）13:30 ～

申込順

8/24（金）
13:30～15:00

ゲームと算数の関係＆
ゲームリテラシー

（全1回）

ゲーム会社の仕事と算数の関係を学び、
ゲームとの上手な付き合い方について考
えます。

小学4 ～ 6年生20人 無料 7/30（月）必着･学年と
ゲーム会社への質問
事項も記入

西奈生涯学習センター（リンク西奈）

7/19（木）
18:30～20:00

筆跡心理から知る
新たな自分

（全1回）

筆跡から書き手の性格や深層心理を解
明し、自己の分析などに役立てます。 18歳以上の学生20人 無料 7/1（日）10:00 ～

申込順

8/5（日）
10:00～15:00

ロボットプログラミング
体験講座
（全1回）

サッカーロボットのプログラミングの体
験講座を行います。

小学3年生～
中学3年生20人

（小学生保護者同伴）
1人300円 7/6（金）必着･年齢も

記入

8/7（火）
10:00～12:00

夏休みパティシエ体験
（全1回）

プロのパティシエの指導によるお菓子
づくり体験を通して、仕事について学び
ます。

小学4年生～
中学3年生16人 1人1,000円 7/9（月）必着･年齢も

記入

8/9（木）・16（木）・23（木）
10:30～11:30

あそぼうあそぼうABC
（全3回）

英単語をゲーム等を通じて発音し、遊びな
がら楽しく英語を学びます。 小学1 ～ 2年生20人 1人500円 7/23（月）必着

年齢も記入

8/22〜11/28の
毎月第4水曜日と
12/19（水）
19:00～20:30

大人のための
のんびり英会話

（全5回）

短い英語フレーズを使ってコミュニケー
ションの図り方を学びます。 成人20人 1人500円 7/23（月）必着･年齢も

記入

南部生涯学習センター

7/20〜来年1/18の
毎月おおむね第3金曜日

19:00～21:00

南部女性学級
みなみウーマンカレッジ

（全7回）

「食と身体」をテーマに講義や体験を行
う女性のための総合学習講座です。 成人女性16人 1人3,500円 7/7（土）必着･年齢も

記入･1枚1人

7/21（土）
14:00～15:30

測ってみよう！
肝臓の脂肪

（全1回）

肝臓の脂肪測定や「脂肪肝」の予防とリ
スクに関するお話、内臓脂肪をためな
いための運動指導を行います。

20人 無料 7/11（水）必着･年齢も
記入･1枚1人

7/31（火）
13:30～14:30

新幹線のお医者さん
ドクターイエロー

（全1回）

高速で走行する新幹線や在来線の線路
を保守するしくみを紹介します。 小学4 ～ 6年生30人 無料 7/10（火）、14:00 ～

申込順

長田生涯学習センター

7/1（日）〜7/29（日）

8/4（土）〜8/30（木）

おさだ海の絵作品展
（全1回）

こども園の園児による、海をテーマに
描いた絵画作品を展示します。
前期、後期で作品を入れかえます。

どなたでも 無料
期間中、直接会場へ

7/21（土）
10:00～16:00･18:00～20:00

7/22（日）
10:00～15:30

※雨天時、屋外催事中止

おさだ
生涯学習センターまつり

（全1回）

芸能発表会やバザーなど、生涯学習セ
ンターと利用団体、地域住民とのふれ
あいまつりを行います。

どなたでも 無料
当日、直接会場へ

7/28（土）
10:00～12:00

理科自由研究のテーマ
をみつけよう！

（全1回）

身近なものを使って行う理科の実験講
座です。自由研究の参考にもなります。

小学生以上20人
（小学2年生以下保護

者同伴）
1人200円 7/7（土）14:00 ～

申込順

8/2（木）
10:00～13:00

　※荒天時8/9（木）

用宗漁港で
シラスを知ろう

（全1回）

用宗漁港でシラス漁船への乗船体験と
シラス漁について学びます。
※用宗漁港（駿河区用宗）集合・解散

小学生と保護者50人 1人800円 7/11（水）必着･年齢も
記入･1枚1組3人まで

大里生涯学習センター

8/21（火）
9:30～15:30

駿河区探検隊
追跡！水のゆくえ

（全1回）

門屋浄水場と中島浄化センターを見学
し、上下水道のしくみを学びます。
※大里生涯学習センター集合・解散

小学生と保護者40人
（小学3年生以下保

護者同伴）
無料 7/31（火）必着、参加

者全員の氏名･年齢も
記入

8/22（水）
10:00～12:00

子ども劇場
パンダぁっぷっぷレンジャー

（全1回）

市民団体である読み聞かせ・
演奏団体「おしゃべりパンダ」、人形劇
団体「人形劇あっぷっぷ」、演奏団体「爆
音戦隊スンプレンジャー PEACE」による、
小学生向けの合同公演です。

100人（未就学児保
護者同伴） 無料 7/18（水）10:00 ～

申込順

日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法



7/13（金）
①13:30～14:30　②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室⑦

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

100円
(施設使用料)

7/27（金）
①13:30～14:30　②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室⑧

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

100円
(施設使用料)

申込方法：    7/6(金)10:00～電話（202-4300）で健康文化交流館「来・て・こ」へお申し込みください(申込順)

南部勤労者福祉センター
❖食から健康講座　対象：成人16人　食欲不振になる夏にこそ食べておきたい「元気めし」を作り食します。

コ ー ス 日　時 会　費

夏こそ食べたい元気ごはん（全1回） 8/18（土）　10：00～13：00 1,000円

申込方法：    〒422-8021 静岡市駿河区小鹿二丁目25番45号  電話202-4300　7/13㈫必着・年齢も記入・多数抽選

12
※都合により内容を変更する場合があります。
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日　時　（各全1回） センター名 会　場 対　象 申込方法

8/6（月） 14:00〜15:30 ①葵生涯学習センター（アイセル21） 熊野神社
※葵生涯学習センター（葵区東草深町）集合・解散 20人

7/6(金)10:00 ～
参加を希望するセンターへ
お申し込みください。

8/7（火） 10:00〜11:30 ②西部生涯学習センター 田町公園
西部生涯学習センター (葵区田町三丁目)集合・解散 20人

8/8（水） 10:00〜11:30 ③東部生涯学習センター 竜南雨坪公園
※東部生涯学習センター (葵区千代田七丁目)集合・解散 30人

8/3（金） 14:00〜15:30 ④北部生涯学習センター 菖蒲公園
※北部生涯学習センター (葵区昭府二丁目)集合・解散 30人

8/2（木） 14:00〜15:30 ⑤藁科生涯学習センター 羽鳥公園
※服織児童館(葵区羽鳥六丁目)集合・解散 20人

8/2（木） 10:00〜11:30 ⑥西奈生涯学習センター（リンク西奈） 常葉大学静岡キャンパス瀬名校舎
※西奈児童館(葵区瀬名一丁目)集合・解散 20人

8/7（火） 14:00〜15:30 ⑦南部生涯学習センター 登呂公園
※登呂博物館(駿河区登呂五丁目)集合・解散 30人

8/9（木） 10:00〜11:30 ⑧北部生涯学習センター美和分館（アカデ美和） 安倍口団地中央公園
※北部生涯学習センター美和分館(葵区安倍口団地)集合・解散 20人

8/3（金） 10:00〜11:30 ⑨駿河生涯学習センター（来・て・こ） 小鹿モデル児童遊園
※駿河生涯学習センター (駿河区小鹿二丁目)集合・解散 20人

日　時 センター名 対　象 申込方法

8/16（木）・17（金） 10:30〜12:00 東部生涯学習センター 小学1 ～ 3年生30人

7/17（火）10:00 ～
参加を希望するセンターへ
お申し込みください。

8/9（木） ・10（金）10:30〜12:00 北部生涯学習センター 小学2 ～ 4年生30人

8/2（木） ・3（金）10:30〜12:00 藁科生涯学習センター 小学1 ～ 3年生30人

8/7（火） 10:30〜12:00 駿河生涯学習センター 小学5 ～ 6年生30人

生涯学習センター連携事業

めざせ！セミのぬけがら博士

夏休み英語体験 ALTとあそぼう　ALT（外国語指導助手）と交流し、英語を学習します。　[会費無料]

日　時 コース 内　容 対　象 会　費

【会費無料】　小学3年生以下の場合は保護者同伴
セミのぬけがらを集めて、特徴や見分け方を学びます。 ※雨天の場合は室内講義

駿河生涯学習センター「来・て・こ」

8/3（金）
10:00～11:30

県大生と健康講座
（全1回）

静岡県立大学看護学部学生による健康
講座です。楽しい健康クイズや体操を
学生と行います。

30人 無料 7/6（金）10:00 ～
申込順

8/4（土）
10:00～12:00

実験！発見！めざせ！
かき氷職人！

（全1回）

暑い夏に食べたくなるかき氷！みなさん
は、どんなかき氷が好きですか？そのひ
みつを追究してみましょう！！

小学3 ～ 6年生16人 1人300円 7/7（土）10:00 ～
申込順

8/9（木）・16（木）
10:00～13:00

卵大変身！ 食で自由研究
～子ども料理

（全2回）

夏休みの自由研究に「食」に取り組も
う。卵サンドイッチや茶わん蒸しを作り
ます。

小学5 ～ 6年生12人 1人1,000円 7/12（木）10:00 ～
申込順

8/18（土）
10:00～12:00

パパと作ろう！
竹のクラシックカー

（全1回）

パパと一緒に竹のクラシックカーを作り
ます。

3歳～小学3年生の
子と男性保護者10組 1組500円 7/21（土）10:00 ～

申込順

8/21〜来年1/15の
毎月第3火曜日

19:00～21:00

りらっくすアロマ講座
（全6回）

癒しの空間を作るアロマについて学び
ます。 女性15人 1人4,000円

7/10（火）必着

8/24（金）
10:00～11:30

ママとこどもの
わらべうた

（全1回）

わらべうたでつながる心、元保育士の
先生からわらべうたや手遊びを教わり
ます。

3か月から2歳未満の
子と保護者15組 1組500円 7/27（金）13:00 ～

申込順

8/31（金）
14:00～16:30

静大公開講座
「青パパイヤの多様性」

（全1回）

静岡大学公開講座「愛おしさから読み
解くくだものの多様性～園芸と民藝の融
合～」青パパイヤ編。

くだもの栽培、利用、消
費に興味があり多様な
遺伝資源を使って地域
を活性化したい、ある
いはコミュニケーション
を活性化したいと考え
ている市民、学生、生
産者、企業人など50人

無料 7/2（月）10:00 ～
申込順]

日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法
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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

7月 入場無料 主 …主催　 問 …お問合せ

静岡市民ギャラリーは、市民の皆様に、美術作品などの展示発表・鑑賞の場として広くご利用いただいています。
絵画・彫刻・書道・華道など様々な展示会が開催されていますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

●貸展示室のお申し込みを受け付けています●
皆様の作品発表の機会に、ぜひご利用ください。詳しくは上記の市民ギャラリー事務室まで。

市民ギャラリーからのお知らせ

施設使用料・備品等使用料
施設使用料

展示室

 第１ 137 1,470円 600円 3,700円 1,540円

 第２ 145 1,550円 600円 3,910円 1,540円

 第３ 93 980円 600円 2,500円 1,540円

 第４ 153 1,640円 600円 4,130円 1,540円

 第５ 121 1,290円 600円 3,280円 1,540円

面積（㎡）
午前10時～正午
施 設 冷暖房

午後1時～午後6時
施 設 冷暖房

備考
１. 展示準備期間は、施設使用料のみ半額となります。
２. 施設使用料は前納、備品等使用料（冷暖房使用料含む）
は、展示期間最終日の納入となります。

３. 入場料がある展示の場合は、左記使用料とは異なります。
４. 冷暖房使用期間は、次のとおりです。
● 冷房：７月１５日～９月１５日
● 暖房：１２月１５日～３月１５日

※詳しくは、ホームページをご覧ください
http://www.city.shizuoka.jp/000_002244.html

7月 入場無料 主…主催 問…お問合せ

13 16金 月 祝

第５回キルトリーダーズ静岡
パッチワーク・キルト展
第１・２展示室
10:00～17:00（最終日15:30まで）
無料

主 キルトリーダーズ静岡
問 055-975-5077　榎本

19 22 日木

静岡大学ＯＢによる
2018書展
第１・２・３展示室
10:00～17:00（最終日16:00まで）
無料

主 静岡大学ＯＢによる書展
問 054-366-1241　小杉

26 29 日木

豊田中学校美術部作品展

第４展示室
10:00～17:00（初日13:00～、最終日15:00まで）
無料

主 静岡市立豊田中学校美術部
問 054-285-8201

27 29 日金

若い人たちの絵

第３展示室
10:00～17:00（最終日16:30まで）
無料

主 ＡＮＬ
問 080-6574-2783　山梨

26 28 土木

観山中学校　美術部展

第１展示室
10:00～17:00（初日13:00～）　　　　　　　　　　　　　　　　
無料

主 静岡市立観山中学校美術部
問 054-247-4812

2018年5月16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。

2 校
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【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。

静岡 チケットでスマイル 検索静 岡・音 楽 館 × 科 学 館 × 美 術 館 共 同 事 業

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。

1 庭のある珈琲の店「レザン」 2 PUB★きらら
ドリンクメニュー20%off 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 10％off
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

TEL.054-283-1251　静岡市駿河区南町10-12 竹下ビル2F
19：00～24：30

3 スペイン･バスク料理「Las Tapas」 4 エンゼル
グラスワインサービス 5％off
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

TEL.054-252-6310　静岡市葵区七間町8-14
18：00～24：00

5 静岡シネ・ギャラリー 6 味処 吽治
鑑賞料200円割引（学生100円割引） 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
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

TEL.054-252-3200　静岡市葵区伝馬町6-1 SHIZUOKA 109ビル（6F）
11：00～15：00、17：00～22：00

7 ルモンドふじがや 8 美容院 MODA（モダ）
ランチ
タイムグラスワインまたは ソフトドリンク50％off ディナー

タイム グラスワインまたは 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チケット1枚で4名様までご利用いただけます。

11：30～14：00、17：30～22：00、月曜日定休
TEL.054-272-7600　静岡市葵区紺屋町11-12　山梨ビル1階
10:00～20:00、毎週月曜、第3火曜日定休

9 ファミリー食堂 さいとう 10 三日月堂
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 500円以上お買上げのお客様は10％off
TEL.054-285-1300　静岡市駿河区南町8-9
11：00～20：00、日曜日定休

TEL.054-285-7068　静岡市駿河区南町7-11
8：30～19：00、日曜日･祝日定休

11 そば処 志ほ川 12 鉄板焼 湧登 you-to
50円引 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
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

TEL.054-284-5777　静岡市駿河区南町7-9
17：00～23：30、日曜日定休

13 入船鮨南店 14 英会話スクール BEELINE
アイスクリームサービス 入会金50%off（10,800円を5,400円に）
TEL.054-282-1158　静岡市駿河区南町6-6
11：00～22：30、火曜日定休

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

15 ゆるり屋 二光 16 こまちや化粧品店
生ビールまたはソフトドリンク1杯サービス ランチタイムを除く 粗品進呈
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

TEL.054-282-7123　静岡市駿河区南町5-32
8：00～20：00、日曜日定休

17 居酒屋食堂 ブタチカ 18 ギター教室やまもと
静岡割1杯サービス 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 初回レッスン料無料
TEL.054-271-8741　静岡市葵区紺屋町3-5（B1）
15：00～23：00

TEL.054-204-0880　静岡市葵区伝馬町8-11 4F
13：00～21：00、月・火曜日定休

19 路地裏韓居酒屋　韓唐韓 20 駿河呑喰処 のっち
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 コース料理10％off（要予約）
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）

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

21 骨太居酒屋 海山 22 cafe & bar mare マーレ
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 生ビールまたはデザート サービス
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）

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

23 居酒屋 とんからり 24 しずおか巻き爪専門サロン Mana
おすすめ豚料理一品あげる☆ 巻き爪補正20％off、その他施術料10％off
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）

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

25 ビールのヨコタ 26 寿し割烹 八千代 寿し鐵　　　　　　 　 地図に記載はありません。

ビール1杯目を割引価格にて提供 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 特選駿河湾地魚1貫サービス 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

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

TEL.054-255-5511　静岡市葵区八千代町63-4
11：00～14：00、16：00～22：00、水曜日定休

ランチ・宴会時を除く
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以下のとおり誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。
正）『西国立志編』と中村正直　大岩・富春院
誤）『西国立志編』と中村正真　大岩・富春院

 ※イベントニュース６月号 「街かど」（13P）タイトルの訂正

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

36
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）

37 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）

38 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） 39 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）

40 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

41 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）
42 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

43 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

（2018年5月16日現在）

27 ラッツァロッサ 28 自然派ワイン専門店  La Vigne 静岡
10％off ワインご購入の場合100円引 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

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

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

29 Men's Beauty Salon Ochiai　　  　　地図に記載はありません。 30 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

31 四川料理・火鍋 躍飛 32 GROW STOCK
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 フライドポテトプレゼント
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

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

駐車場 ※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。
※●33〜●35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。

33 サウスポット伊伝パーキング 34 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・7：00～23：00（4月1日から）（スタッフ常駐）　車高2050mmまで

35 静岡駅北パーキング ※複数施設ご利用の場合はそれぞれ対象になります。

1時間以上ご利用のお客様に30分券1枚サービス
TEL.054-252-0120　静岡市葵区黒金町1-6
年中無休・24時間営業
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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。加盟店 募集中！詳しくは下記へ。
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