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※都合により内容を変更する場合があります。

本年11月、静岡市民文化会館が開館40周年を迎えることを記念し、チャイコフスキーの名作であり、クラシッ
クバレエの代名詞とも言える「白鳥の湖」全幕を、前田バレエ団の総出演で上演します。新国立劇場バレエ
団、谷桃子バレエ団などから国内外で活躍中のソリストをゲストに招き、福田一雄指揮による静岡フィルハー
モニー管弦楽団の演奏で送る本格的なグランドバレエ公演です。

静岡から完全オリジナルの舞台作品を創造・発信する「ラウドヒル計画」。今回の新作は、2019年の生
誕500年に向けて話題沸騰！ 静岡の戦国大名「今川義元」にスポットを当てます。物語の舞台は、抑圧
と不安、排除、分断が蔓延する現代を反映したパラレルワールド。混迷する社会で、生きる意味を求め
て立ち上がる市民の姿を軸に、桶狭間から始まる壮大な「歴史のif」を描くダイナミックファンタジーです！ 
総監督は、NHKホール公演を即日完売させた人気ダンス集団「コンドルズ」プロデューサー勝山康晴氏。
笑いあり涙あり、演劇、殺陣、ダンスを融合したスピード感ある舞台で、多くの方に元気を届けられる朗
らかなエンターテイメントを目指します！

11月3日（土・祝）

11月25日（日）

4日（日）
静岡市民文化会館　中ホール

静岡市民文化会館　大ホール

全席指定（税込） 一般1,500円／
学生（大学生、高校生以下）・小人1,000円
※当日券も同額　※3歳以下膝上鑑賞無料
※車いす席は同料金（介助者1名無料）

全席指定（税込）
【Ｓ席】5,000円（一階席）
【Ａ席】4,000円（二階席）
【Ｂ席】2,000円（二階席上段）
※4歳未満入場不可

7月1日（日）12時～

8月1日（水）10時～

・ 静岡市民文化会館　054-251-3751
・ ｅ＋ イープラス  [PC・携帯] http://eplus.jp 
   　 [直接購入] ファミリーマート

・ 静岡市民文化会館 054-251-3751
・ TSUTAYAすみや静岡本店プレイガイド
 054-274-2666
・ すみやグッディ本店 054-253-6222
・ 音楽舎 054-265-2930
・ もちづき楽器清水巴町本店 054-353-2314
・ もちづき楽器静岡草薙店 054-368-6211

17:00開演

15:00開演

14:00開演
※開場は開演の30分前

※開場は開演の30分前

日　　時

日　　時

会　　場

会　　場

料　金

料　金

チケット発売日

チケット発売日

チケット取り扱い

チケット取り扱い

静岡市民文化会館 開館40周年記念事業

オリジナル舞台公演

バレエ公演「白鳥の湖」 全幕
イメージイラスト：yazwo



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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文化団体や市民サークルが、日ごろから修練してきた成果を晴れ舞台で発表し合うイベントです。
日舞・ダンス・体操・コーラス・楽器演奏など様 な々ジャンルの参加団体を募集します。

12月22日（土） 12月23日（日）10:00～16:30（予定） 10:00～16:30（予定）

静岡市内に住んでいるか、通勤・通学している方のグループ（7名以上）

参加申込書に必要事項を記入し、静岡市民文化会館へ直接お持ちの上お申込みください。
参加申込書は、静岡市民文化会館、（公財）静岡市文化振興財団事務局、
市内各区役所総合案内所、各生涯学習施設などにあります。
静岡市民文化会館HPからもダウンロードできます。

無 料 7月21日（土）～9月9日（日）　（受付時間9:00～21:00）

静岡市民文化会館　054-251-3751

10月7日（日）に参加団体向けの事前説明会を行います。

日　　時

対　　象

申込方法

参 加 料 申込期間

問合せ先

そ の 他

第16回静岡市民芸能発表会　出演者募集

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）

恐竜どうぶつ園2018～Erth’s Dinosaur Zoo～
 主   静岡朝日テレビ／

　   サンライズプロモーション東京／
　   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／
　   静岡科学館 る・く・る 指定管理者
　   　公益財団法人静岡市文化振興財団
問   054-251-3302　静岡朝日テレビ事業部

中ホール （12:30）13:00～　（15:00）15:30 ～　指定席：3,000円　※2歳以下膝上鑑賞無料

静岡市こどもミュージカル2018「昨日の空、明日の海」 主   静岡市こどもミュージカル実行委員会
問   090-5453-1718
　   静岡市こどもミュージカル実行委員会事務局　伊藤中ホール 8/25（13:00）13:30～16:00 ・（17:30）18:00～20:30　自由席：前売2,000円、当日2,500円

8/26（10:30）11:00～13:30 ・（15:00）15:30～18:00

住友生命Vitality presents 竹原ピストル 全国弾き語りツアー“GOOD LUCK TRACK”  
主   株式会社 ジェイルハウス
問   052-936-6041中ホール （18:30）19:00～21:00　指定席：4,320円

華麗なるクラシックバレエ・ハイライト～ロシア4大バレエ劇場の競演～
 

主   静岡新聞社・静岡放送／
　   光藍社

問   050-3776-6184　光藍社チケットセンター
　  （平日10:00～18:00）中ホール

（18:00）18:30～20:30　指定席：6,500円、グループ席6,200円
※グループ券は3枚以上の同時購入で一般価格より1枚につき300円引きで
　ご購入いただけます

GOMA個展 ～再生～ 主   Jungle Music
問   03-5761-5137Ａ展示室 12:00～19:00　最終日は17:00まで　無料

GOMA個展特別イベントETV特集「Reborn ～再生を描く～」上映会、トーク、ミニライブ 主   Jungle Music
問   03-5761-5137A展示室 （16:30）17:00～19:00　無料（要整理券）

静岡県書道連盟主催第37回公募展 主   静岡県書道連盟公募展部
問   053-436-6623Ａ・Ｂ・Ｃ展示室 9:00～17:00　無料

静岡県書道連盟主催第37回公募展表彰式 主   静岡県書道連盟公募展部
問   053-436-6623大会議室 9/2（9:00）9:00～17:00　無料

8月

1 水

12 日

28 火

展示室

11 土 19 日
〜

問主 …主催 …お問合せ

29

18

2
31

水

土

日

金

26 日25 土
−

〜

〜 9/
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9月5日（水）

10月20日（土）

8月5日（日）

開場18 : 00
開演18 : 30

開場13:30
開演14:00

①開場12:00　②開場14:40
　開演12:30　　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6,500円 Ａ席5,000円

会場 : 静岡市清水文化会館マリナート　小ホール
料金 ： 全席指定・税込　一般3,500円
　　　　　　　　　　 学生（大学生以下）1,000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

ローマ・イタリア管弦楽団

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　　（Ｐコード：119-125）
ローソンチケット　　	TEL：0570-084-004　　（Ｌコード：42077）

ヴァンサン・ラルドゥレ　ピアノリサイタル

～映画音楽名曲選～

ドビュッシー没後100年記念

先行発売　6/26(火)10:00～	マリナート電話+窓口
一般発売　6/30(土)10:00～

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　　（Ｐコード：111-694）
ローソンチケット　　	TEL：0570-084-004　　（Ｌコード：43857）
イープラス　　　　　http://eplus.jp/

フランスの貴公子

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！

燦めくエスプリと濃密で詩的な感性。ラヴェル直系の傑出したフレンチ・ピアニズム。

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!

しまじろうコンサート
たんけん ! うみのワンダーランド

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

＜チケット取り扱い＞ 好評発売中！

＜チケット取り扱い＞ 

＜チケット取り扱い＞ 残席わずか  最新の販売状況はお問合わせ下さい。

静岡・室内楽フェスティバル2018  協力事業

しまじろう30周年特別ステージ ！ ！
パーティーグッズをご来場者全員にプレゼント

※都合により内容を変更する場合があります。

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）

©Fabrice Rault



※都合により内容を変更する場合があります。
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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

しまじろうコンサート　たんけん！うみのワンダーランド　 主   静岡市清水文化会館マリナート
問   054-353-8885
主   しまじろうコンサートお客様窓口
問   0120-988-883大ホール ①（12:00）12:30　②（14:40）15:10　指定席　会館特別価格　3,000円　一般価格　3,120円

　　　　　　　　　　　　　　　   こどもちゃれんじ会員価格　2,880円

大木恵子ピアノ教室発表会 主   大木恵子
問   090-8337-0490小ホール （14:30）15:00～19:00　自由席　無料

NHKのど自慢　予選会 主   静岡市観光交流文化局文化振興課
問   054-221-1044大ホール （11:00）11:45～18:00　入場無料、ただし満席の場合は入場制限有

NHKのど自慢　本選 主   静岡市観光交流文化局文化振興課
問   054-221-1044大ホール （11:00）11:45～13:30　要入場整理券

「わたしの主張2018」静岡県大会 主   静岡県教育委員会
問   054-221-3312　（社会教育課）大ホール （12:30）13:00～16:20　自由席　無料

しみずかがやき塾　24期 第3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

SOAR ～静岡県高校生バンドコンテスト2018～ 主   NPO法人 T.J Factory
問   054-270-3770小ホール 時間未定　1,000円

2018年 清水翔太全国ツアー 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

学校法人鈴木学園　50周年記念講演会 主   学校法人鈴木学園
問   055-971-1833大ホール （12:30）13:30～15:00　無料

ブラスアンサンブルの祭典 2018 主   CASA BRASS ENSEMBLE
問   090-4960-3562小ホール （17:15）18:00～20:30　自由席　一般　2,000円　大学生以下　1,000円

問主 …主催 …お問合せ8月

21 火

25 土

17 金

5 日

5 日

11 土

12 日

18 土

18 土

～映画音楽名曲選～

19 日

静岡市清水文化会館マリナート“響きのある街”プロジェクト
マリナートBRASSカップ in Shizuoka City 2018 静岡市清水文化会館マリナート 岩科　直子

イ ベ ン ト レ ポ ー ト

　静岡市清水文化会館マリナートでは、平成27年度から吹
奏楽のイベント「マリナートBRASSカップ」を開催しています。
静岡市の吹奏楽の裾野拡大とレベルアップを目的に、演奏
技術向上・研鑽の場として立ち上げられた事業です。4回目
となる今年度は、5月26日（土）に行なわれ、静岡市内の中学
校・高校14校の吹奏楽部が出場しました。生徒数にすると
約600人。運営サポートとして静岡大学吹奏楽団からも約40
人が集まってくれ、この日のマリナートは朝から吹奏楽関係者
で人が溢れます。
　吹奏楽のイベントは各地で様々なかたちで行われています
が、このBRASSカップの特徴は、一律に審査を行うコンクー
ル形式（各校ごとに審査員の総評も出す）ということ。なんと
編成だけではなく、中学校と高校も分けないのです。それ
は多くの出場校にとっては、夏に開催される吹奏楽コンクー
ルの前哨戦としてBRASSカップを捉えてくださっている中で、

評価して欲しいのは相対的な順位ではなく、現時点での演
奏に対する絶対評価と今後の課題なのではないか、と考え
るからです。
　舞台裏では様々な表情の学生の姿がありました。演奏前
に緊張しているのは中学生に多かったように感じます。高校
生は緊張も当然しているかと思いますが、メンバー同士で最
終確認をしたり、中には卒業した中学校を見つけて顧問の
先生に挨拶したり後輩と言葉を交わすなど落ち着いた様子で
した。しかし、表彰式後に思った結果が出なく、悔し涙を流
していたのは高校生。涙を流しながら、今回の反省と今後
の課題を話し合っている姿はとても印象的でした。
　勝つことだけが全てではありませんが、BRASSカップでの
経験が、今後の吹奏楽コンクールで良い結果に繋がる学校
が１つでも多くあったら嬉しいです。そして、ここ清水からよ
り吹奏楽が盛り上がっていくことを願います。

2018 翠々展 主   翠筆書道会
問   054-346-0002（大内）全面 10日　13:00～17:00　11日　9:00～17:00　12日   9:00～15:00　無料

ギャラリーA・B・C・D

12 日10 金
−
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フランスの画家モーリス・ド・ヴラマンク（1876-1958）は、独学で絵を学び、20世紀初頭にマティスやドランらとともに、「フォービスム」
で一世を風靡しました。その後セザンヌへの傾倒を経て、第一次世界大戦後はパリ郊外、次いでパリから100km以上離れた小村
リュエイユ＝ラ＝ガドリエールに住まいを移し、抑制された色調や、スピード感あるタッチで田園風景や妻が活けた花束などを描き
続けました。一方、ヴラマンクは絵画以外にも、音楽や自転車競技など多方面で活動し、特に文筆家としては生涯に20点以上もの
著作を発表しています。彼は言葉による表現も、絵画と同様に自身を表すための重要な手段としていました。本展では、フォービス
ムから離れ、独自の画風を模索しはじめた1907年頃の作品から最晩年までの作品76点を、画家の言葉とともに紹介し、ヴラマンク
の創作の深奥にせまります。

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、読売新聞社、Daiichi-TV
後援︰静岡市教育委員会、静岡県教育委員会、在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本、静岡日仏協会
協力︰エールフランス航空
企画協力︰株式会社ブレーントラスト

※都合により内容を変更する場合があります。

＊（　）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

休 館 日：毎週月曜日	（ただし9月17日、24日は開館、9月18日（火）休館）

観 覧 料：一般1,200（1,000）円、大高生・70歳以上800（600）円、中学生以下無料
開館時間：10：00－19：00（入場は閉館の30分前まで）

　　　　	6月15日（金）から7月27日（金）まで販売
静岡市美術館、チケットぴあ[Pコード：769-120]、ローソンチケット[Lコード：45800]、セブンチケット[セブンコード：064-866]、
谷島屋（パルシェ店、マークイズ静岡店、高松店、流通通り店）、戸田書店静岡本店、MARUZEN＆ジュンク堂書店新静岡店

　　　　　　　　　　　　　　			2枚1組　1,800円
静岡市美術館、チケットぴあ[Pコード：769-119]、ローソンチケット[Lコード：45801]、セブンチケット[セブンコード：064-871]
※当日ペア割チケットの販売はございません。

前売券

お得な一般前売ペア割チケット

JR静岡駅から徒歩3分    夜7時まで開館

毎週木曜・土曜はトークフリーデー！



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。

※都合により内容を変更する場合があります。
6

私は、空、樹木、雪、
そして生命…
に共感しているのである。

臨時休館日：7月27日（金）

講演会「ヴラマンク―色彩、そして道―」

しずびオープンアトリエ

Vlaminck, Le Ventre ouvert, 1937, pp.71-72.

Vlaminck, Le Désobéir, 1936, p.36.

「ベル・エポックのパイオニアたち」
①『ザ・ダンサー』

①②いずれも

②『リュミエール ！』

「ヴラマンク展」に関連したオリジナル創作プログラム。

Shizubiシネマアワーvol.22

対　　象 : 小学生以上　各回15名（申込不要・先着順）
会　　場 : 静岡市美術館　ワークショップ室
参 加 料：200円
　　　　　（受付でチケットご購入の上、ワークショップ室へ）

（ステファニー・ディ・ジュースト監督/
  2016年/フランス・ベルギー /108分）

※PG12

© 2016 LES PRODUCTIONS DU TRESOR - WILD BUNCH - ORANGE 
STUDIO - LES FILMS DU FLEUVE - SIRENA FILM

© 2017 - Sorties d' usine productions - Institut Lumiere, Lyon

（ティエリー・フレモー監督/2016年/フランス/90分）

会　　場 : 静岡市美術館　多目的室 ※簡易の映像設備での上映になります。

参 加 料：500円（チケット制、定員になり次第販売終了）
チケット販売：8月10日（金）より静岡市美術館受付にて販売
定　　員：各回70名　　企画協力：㈱サールナートホール

日　  時︰8月7日（火）〜 19日（日）※月曜休館
　　　　  ①13：30－14：30　②15：00－16：00

日　時︰9月8日（土）
14：00－（開場13：30）

日　  時︰7月29日（日）14：00－15：30（開場13：30）

日　時︰9月9日（日）
14：00－（開場13：30）

※往復はがき記載事項
①催事名、催事日、②氏名（参加人数分）、③年齢、④住所（郵便番号から）、
⑤電話番号、返信面に宛先を明記の上、静岡市美術館まで。
※抽選の如何にかかわらず結果は通知します。

① ②

④③

私は、描くことに対して、喜びの源泉、
留まることのない快感、非常に強い知的興奮を感じている。

私は、寒く、
どんよりとした日々 、
霧にむせぶ世界、
雑木林の枝や
茂み、垣根に
降り注いだ霜も、

愛している。

講　　師：六人部昭典氏（実践女子大学教授）
会　　場：静岡市美術館　多目的室
参 加 料：無料
定　　員：70名（応募多数の場合は抽選）
申込締切：7月12日（木）必着
申込方法：静岡市美術館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。

む と べあきのり

①《2本の木のある農家》
　1950年 スイス 個人蔵 ©ADAGP
②《束ねられた麦のある畑》
　1950年頃 ラロック＝グラノフ・コレクション
　©ADAGP
③《漁船の帰還、ブルターニュ》
　1947年 フランス 個人蔵 ©ADAGP
④ラ・トゥリリエールのアトリエにいるヴラマンク
　1935年頃
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科学が大好きなみなさんのために、中学生・高校生や市民ボランティアが、ふしぎ
な実験やおもしろい科学工作などのブースを出展する夏休み恒例の“科学のおまつり”
です。自由研究の参考にもぴったり。たくさんの実験や工作を体験しよう	！

大学ってどんなことを研究しているの？難しそうな研究を、
楽しい実験や工作で体験してみよう	!
気になる研究をしている大学の先生や学生さんたちに質問
することもできます。

「貝のストラップづくり」、「偏光板万華鏡づくり」、
「水のみ鳥づくり」、「サイエンスぷちトーク」など、
工作や体験の屋台が大集合	！
科学と市民をつなげる「科学コミュニケーター」が
楽しく解説します。

日本のメーカーが作った最新のプログラミング教材を、
お試し体験してみよう	！

時間：10:00～15:30受付　※10日（金）のみ13：00～
　　		※10日（金）、11日（土・祝）は中学生・高校生出展日
会場：9階	企画展示室・イベントホールほか
共同主催：「青少年のための科学の祭典　静岡大会」実行委員会
　　　　　公益財団法人　日本科学技術振興財団・科学技術館

時間：10:00～15:30受付　※12:00～13:00は休憩
会場：9階	企画展示室
出展：静岡大学、静岡理工科大学、東海大学、静岡県立大学

時間：13:00～15:30受付
会場：9階	企画展示室・イベントホール
出展：しずおか科学コミュニケーター倶楽部

時間：13:00～15:30受付
会場：9階	企画展示室
出展：ヤマハ、タミヤ、SUS、ユピテルプラス、富士通、島津理化、
　　		大日本図書、ケニス、ナリカ、アーテック、イーケイジャパン、
　　		静岡県立科学技術高等学校、静岡県立島田商業高等学校、
　　		静岡県立吉原工業高等学校　ほか

出展内容はこちらから
サイエンスフェスティバルinる・く・る　ホームページ
ht tp : / /www.s f -sh i zuoka .com/

〜8/
12 日10 金

8/

8/

8/

8

19

21

水

日

火

「青少年のための科学の祭典」 第22回静岡大会

サイエンスフェスティバルinる・く・る2018

る・く・るdeオープン・ラボ

夏のサイエンス屋台村

体験 ！ プログラミングまつり

夏休みは、科学フェスに行こう!
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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：7月3日(火)、10日(火)　　7月24日(火)～9月2日(日)まで、夏休み期間中は毎日開館いたします。

　  
折してしまう事もあるでしょう。しかしながら、幼少の頃から「これ
が面白い！」と強い興味を持った記憶や経験は、その子どもたち
の人生に何らかの強い影響を与えるのではないかと感じます。そ
して、こういった経験を積ませてあげるのが私たち大人の務めで
あると言えるでしょう。
　る・く・るでは、8月8日に静岡県内にある大学研究室のみなさん
が集い、それぞれの研究内容を元に楽しい実験や工作などの体
験を提供するイベント「る・く・る de オープン・ラボ」を開催します。
大学なんてまだ先、子どもだから難しくてきっとわからない…と感じ
る保護者の方もいらっしゃると思いますが、子どもたちは日々成長
しています。時に大人が驚くほどの記憶力と集中力で物事を理解
することもあります。学校の授業だけでは知ることのできない、本
当に面白い「学び」を得ながら、将来、やりたいことは何だろうか
―おぼろげだった夢を具体的にしていくきっかけにしていただけた
らと願っています。

　みなさんが子どものころ、将来なりたかった職業はなんでしょう
か？私が小学生のころは女の子ならケーキ屋さん、お花屋さん。
男の子だったらスポーツ選手やお医者さんなどが人気でした。
近年の調査では当時とはまた異なった結果になる傾向があるよ
うですが、科学者や研究者になりたいと回答するお子さんが増
えたとの調査もあり、科学館職員のひとりとして密かに嬉しく思っ
ています。
　子どものころは可能性にあふれ、多くの夢を描くことができま
す。とはいえ、当時描いた夢をそのまま実現することができるお
子さんは、ごく一握りなのかもしれません。だんだんと多くの経
験を積むうちに興味の対象が移っていったり、何かの理由で挫

夢の"種"を科学館で

静岡科学館る・く・る　エデュケータ 鈴木　香代

事前予約不要

事前予約不要

時間：講演/14:00～15:15　ライブ中継/15:30～16:00
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
定員：160人程度
講師：本吉洋一さん（国立極地研究所	教授	広報室長）

時間：13:30～14:45
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
定員：160人程度
講師：杉原厚吉さん	（明治大学先端数理科学インスティテュート	特任教授）

7/

8/

16

26

月

日

科学茶房

科学茶房

る・く・る南極DAY！ トーク＆ライブ中継
「南極観測隊隊長に聞く！リアルな南極 ～研究から生活まで～」

講演会「錯覚のふしぎ ～進化する不可能立体！～」

南極とのライブ中継が決定 ！
る・く・る夏のトークイベント

祝

ホットな季節にクールな南極はいかがでしょう？
第42次・	第51次・第58次南極観測隊隊長の本吉先生に
南極の最新情報や研究、生活についてお話を伺います。
そして南極昭和基地と中継をつないで、隊員の方に基地の
中を紹介してもらいます。

絵には描けるのに、立体としてはあり得ないと思われていた
「不可能立体」。錯覚のしくみを数学の分野から研究するこ
とで、不可能立体と呼ばれるだまし絵の中には立体化できる
ものがあることが分かってきました。ベスト錯覚コンテストで
優勝された杉原先生に錯覚のふしぎをお話いただきます。

鏡に写すと姿が変わる変身立体



モーツァルト 名曲の夕べ 
「静岡の名手たち」アンサンブル

はじめてのAOI

ロビー･コンサート あなたの楽器の無料診察室

リハーサルをのぞいちゃお

【クイズに答えて、AOIのプレゼントをゲットしよう ！ 】

ショップ･コーナー

音と音楽のミニ･サイエンスショー

ワクワク ！ いろんな楽器にふれてみよう ！

パイプオルガン、やってるよ♪

AOIのオープン･デイ2018 ８/４土
今年の夏も、みんないっしょにAOIをまるごと愉しもう ！ 10:00 〜 20:00

時間　18:00開演（17:30開場）※20:00終演予定
出演　野平一郎（指揮）、嶋田慶子（ヴァイオリン）、
　　　「静岡の名手たち」アンサンブル ほか
曲目　W.A.モーツァルト：
 ディヴェルティメント 変ロ長調 K.137（125b）
 ヴァイオリン協奏曲第5番《トルコ風》イ長調 K.219
 交響曲第36番 《リンツ》ハ長調 K.425

時間　①12:30 〜 13:15
　　　②13:45 〜 14:30
内容　舞台袖や楽器庫などを、
　　　静岡音楽館AOIのスタッフが
　　　ご案内します。

時間　13:30 〜 16:00　
会場　ロビー（8階）
出演　常葉大学短期大学部音楽科
※申込不要

時間　12:00 〜 17:30 *15:00 〜 15:30休止。
会場　講堂前（7階）
サービスの内容　対象は管楽器のみです
・キー、ピストン等の調整、コルク等不良個所の修正、  
　軽微なヘコミの修理

・楽器のコンディションの診断 など

時間　14:30 〜 16:00（予定）
　　　※途中、休憩をいただく場合があります。
会場　親子室（8階）
内容　「モーツァルト 名曲の夕べ」のリハーサルを、親子室から
　　　見学できます。

時間　10:00 〜 16:30（人数に達し次第、終了いたします。）
対象　小学生以下　解答欄に答えを記入してクローク（8階）にご提示ください。プレゼントは、クリアファイル、メモ帳、えんぴつ、
コンサート割引券（300円）のいずれか1点をお選びください（それぞれ数に限りがありますのであらかじめご了承ください）。

※先着200人、1人1回。　※都合により内容を変更する場合があります。
※ホール内での飲食、許可のない写真撮影、録音、録画は固くお断りいたします。
※「モーツァルト 名曲の夕べ」、「パイプオルガン、やってるよ♪」、「はじめてのAOI」以外
　では、9階へはご入場いただけません。　※施設内は禁煙です。
※施設内でのご飲食は7階自販機コーナーまたは8階バーカウンターでお願いいたします。
※託児サービスはありません。　※クロークは「モーツァルト 名曲の夕べ」、「パイプオルガン、
　やってるよ♪」にご来場の際、ご利用いただけます。

時間　10:00 〜 20:00　※16:30 〜 17:30休止。
17:30以降は「モーツァルト 名曲の夕べ」の
ご来場者のみご利用いただけます。
会場　ロビー（8階）
内容　音楽をモチーフにしたグッズを
　　　販売します。

時間　10:00 〜 11:00
　　（10分程度のショーをくり返します。）
会場　講堂前（7階）
講師　静岡科学館る･く･る エデュケータ
※申込不要

時間　12:00 〜 17:30　
会場　講堂、リハーサル室1（7階）
体験できる楽器　ヴァイオリン、フルート、クラリネット、
トランペット、ピアノ、エレクトーン、ドラム（サイレント）

時間　10:30開演（10:00開場）※12:25終演予定　会場　ホール（8階）
出演･曲目　新山恵理（オルガン）10:30 〜 10:55、11:30 〜 11:55
J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ（BWV147）
J.ウィリアムズ：映画「スター ･ウォーズ」メイン･タイトル ほか
吉村怜子（オルガン）11:00 〜 11:25、12:00 〜 12:25
J.S.バッハ：フーガ（小フーガ）ト短調 BWV578
久石譲：映画「魔女の宅急便」より〈海の見える街〉
映画「千と千尋の神隠し」より〈ボイラー虫〉　　　　
L.ハーライン：映画「ピノキオ」より〈星に願いを〉
A.メンケン：映画「美女と野獣」より〈ベル〉　（曲順未定）
定員　600人（全自由･申込不要･当日先着順）

※ただし定員により入場をお断りする場合があります。
※時間は多少前後する場合があります。
※出入は曲間でお願いいたします。

※申込不要
※混雑の際はしばらくお待ちください。
※途中、楽器ごとに休憩をいただく場合があります。
※体験できる楽器は変更になる場合がございます。

※申込不要
※無料で承れる範囲については、楽器の
　状態によりその場でリペアマンが
　判断させていただきます。

※申込不要･出入自由。ただし混雑の際は時間制限をさせていただく場合が
　あります。
※リハーサルの様子をガラス越しにご覧いただけます。音はスピーカーから
　お聴きいただけます。

AOIのオープン・デイ2018 主   静岡音楽館AOI
問   054-251-2200ホール・講堂ほか 10:00～20:00　無料（一部要申込）

ミサコのピアノ～広島の被爆ピアノが奏でる平和の音色～ 主   ライフサポートセンター中部事務所
問   054-270-3963講堂 （12:00）13:00～15:00　無料（どなたでも）

脚本を作って演じてみよう 主   静岡県子ども劇場おやこ劇場連絡会
問   0545-60-8566講堂 （9:40）10:00～16:00　1,000円（小学4年生～中学3年生対象）

サークル“この1曲”をとことん語る 主   静岡音楽館AOI
問   054-251-2200講堂 19:00～20:30　無料（要申込）

第11回 メセナ静岡から音楽の贈りものコンサート 主   NPO法人音楽の架け橋メセナ静岡
問   054-272-3600ホール （13:00）14:00～16:00　無料（要申込）

第70回 音楽青葉会研究発表会　～ピアノ・声楽・チェンバロ・合唱～ 主   音楽青葉会・静岡児童合唱団
問   054-252-6514ホール （9:45）10:00～16:30　無料（どなたでも）

オルガン￥500コンサート 夏休みコンサート　荻野由美子 主   静岡音楽館AOI
問   054-251-2200ホール （11:00）11:30※12:30終演予定　全自由500円　※未就学児はご入場いただけません。

オペラ・ディ・ファミーユの「助けて！助けて！メノッティがやってきた！？」 主   オペラ・ディ・ファミーユ
問   054-254-8848ホール （17:00）17:30～20:00　3,300円

“夏の午後の小さな音楽会”　前田彰子門下生ピアノ発表会 主   前田彰子
問   090-9144-4580講堂 （13:30）14:00～16:00　無料（どなたでも）

らくぴ交流カフェ 主   らくぴ交流カフェ実行委員会
問   090-6767-5255（加藤）講堂 （13:30）14:00～16:00　無料（どなたでも）

問主 …主催 …お問合せ8月

4 土

11 土

12 日

15 水

18 土

19 日

22 水

24 金

26 日

28 火

すべて入場無料

申込は締切りました 申込は締切りました

静 岡・音 楽 館 × 科 学 館 × 美 術 館 共 同 事 業

9
※都合により内容を変更する場合があります。

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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※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

西部生涯学習センター

8/18（土）
10:00～16:00

ダンスパーティー18:00～20:00
8/19（日）

10:00～15:00

西部センターまつり
（全1回）

館内展示やステージ発表、ダンスパー
ティー、カラオケ等センターを利用する
団体が日頃の成果を披露します。

どなたでも 入場無料
当日､ 直接会場へ

9/13（木）
13:30～15:30

シニア向けスマホ講座
（全1回）

高齢者を対象に、スマートフォンの操作
方法、活用方法を学びます。

おおむね70歳くらい
の方20人 無料 8/27（月） 必着･年齢も

記入･1枚1人

9/26（水）
10/3（水）、10（水）

19:00～21:00

新社会人のマナー
（オンとオフ）
（全3回）

社会人が身に付けたいビジネスマナーと
アフターファイブ につ いて 学 び ます。
新社会人や学生の方におすすめです。

18 ～ 26歳の方15人 無料
 

8/22（水）11:00 ～
申込順

東部生涯学習センター

8/26（日）
12:30～16:00

フォークなひととき
（全1回）

フォークコンサートを開催します。 100人 無料
当日､ 直接会場へ

9/2（日）
13:00～16:00

駿河組紐の
ネックストラップ作り

（全1回）

駿河組紐のネックストラップを作ります。
専用の編み機を使うので初めての方で
も簡単に編めます。 

成人15人 1人1,500円 8/10（金）13:00 ～
申込順

9/4（火）
14:00～15:30

東部医療講座
～介護保険について～

（全1回）

介護保険について、申請から利用まで
の流れや上手な使い方等を学びます。 30人 無料 8/7（火）10:00 ～

申込順

9/14（金）
13:30～15:30

初心者のための
安心安全タブレット教室

（全1回）

タブレットの基本操作とインターネット
の活用を学びます。

タブレットを使ったこ
とがないおおむね60

～ 70歳の方20人
無料 8/28（火）必着･年齢

も記入･1枚1人

9/15（土）
10:00～11:30

からだの中を走る道
～葉脈のしおり作り

（全1回）

生き物のからだ中を走る血管などについ
て学び、葉脈標本でしおりを作りましょ
う。

5歳～小学生20人 1人200円 8/8（水）14:00 ～
申込順

9/29（土）
10:00～11:30

歌あり笑いあり涙あり！
読み聞かせ劇場

（全1回）

みんなで歌も歌っちゃう♪体験型の絵本
の読み聞かせを行います。

20人（未就学児は
保護者同伴） 無料 9/4（火）14:00 ～

申込順

北部生涯学習センター

9/6～11/1の隔週木曜日
10:00～12:00

骨盤調整
～ベビー抱っこダンス～

（全5回）

赤ちゃんと一緒にダンスをしながら骨盤
調整プログラムを行います。

生後4か月から12か月
までの首の座った乳
児と母親12組24人

1組1,000円
8/20（月）必着･受講
者全員の名前､ 子ども
の講座初回時の月齢
と性別

9/7（金）､15（土）､21（金）
18:30～20:30

※2回目は13:30～15:30

デジタル一眼レフを
使いこなそう！
（全3回）

プロの写真家からデジタル一眼レフカメ
ラの機能や操作を学びます。

デジタル一眼レフカメ
ラをお持ちの成人

12人
1人1,000円 8/20（月）必着･

1枚1人

9/11（火）、18（火）、25（火）
13:00～14:30

『平家物語』の世界
-和歌を嗜む武将

（全3回）

平家一門の中で文武両道の誉れ高い平
忠度（たいらのただのり）に注目して、『平
家物語』を読み解きましょう。和歌に情
熱を傾けながらも戦場に散ったその生
涯を味わいます。

30人 無料 8/7（火）10:00 ～
申込順

9/14～11/9の隔週金曜日
13:30～15:30

女性のための
リフレッシュ講座

（全5回）

女性が健康的で美しく生きるためのヒン
トを学びます。 女性20人 1人1,000円 8/14（火）10:00 ～

申込順

日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法
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※都合により内容を変更する場合があります。

藁科生涯学習センター

8/18（土）
19:00～21:00

※雨天時室内講義

四季の星座
夏の巻
（全1回）

夏の夜空の観望と星座の話。金星、木星、
土星と月を見ます。

小学生以上30人（小
学生は保護者同伴） 無料 8/3（金）16:00 ～

申込順

9/1（土）
9:00～15:00

※雨天時は9/8（土）に延期

秋の山の牧場体験
（全1回）

大 畑 牧 場（ 葵 区 杉 尾 ） にて、 牛 の 餌
やりやバター作りなどの畜産体験をし
ます。
※藁科生涯学習センター集合解散

20人（小学校3年生
以下は保護者同伴） 1人1,500円 8/4（土）10:00 ～

申込順

9/7～10/5
の毎週金曜日

10:00～12:00

パソコン初級講座
（基礎編）
（全5回）

電 源の入れ 方から文 字入 力の方 法な
ど、パソコンの基 本 操 作を学びます。
Windows7を使用します。

※当館実施の基礎編・エクセル編のうち、
どちらか片方のみお申し込み頂けます。

パソコン初心者14人 1人1,000円 8/20（月）必着･年齢
も記入･1枚1人

9/7～10/5
の毎週金曜日

13:30～15:30

パソコン初級講座
（エクセル編）
（全5回）

インターネット活 用 や 年 賀 状 づくり、
収 支 報 告 書 の 作 成 など を 学 び ま す。
Windows7を使用します。

※当館実施の基礎編・エクセル編のうち、
どちらか片方のみお申し込み頂けます。

パソコンの文字入力
ができる方14人 1人1,000円 8/20（月）必着･年齢

も記入･1枚1人

9/19～10/10
の毎週水曜日

10:00～15:00
※1､4回目は10:00～12:00

型絵染で
年賀状をつくろう

（全4回）

型絵染の技法を使って、年賀状を作り
ます。 成人12人 1人2,000円 8/8（水）15:00 ～

申込順

9/19～10/17
の毎週水曜日

10:00～11:30

笑顔で子育て！のすすめ
（全5回）

子どもとの関わり方について具体的なメ
ソットを中心に学ぶ、保護者向けの子
育て講座です。

小学生以下の保護者
20人

※託児あり（要予約）
1人1,000円 8/8（水）14:00 ～

申込順

長田生涯学習センター

9/4～11/20
の火曜日

①9:45～10:30
②10:45～11:30

秋の親子で
リトミックあそび
（各全11回）

親子を対 象にした、楽しいリトミック
あそび、音楽あそびの講座です。

1歳8か月～ 3歳児と
保護者（年齢は申込

日現在）各30組

1組3,200
円（年子･双
子の場合は

4,800円）

窓口申込
8/28（火）10:00 ～
10:15
多数抽選

9/4～10/2
の毎週火曜日

10:00～12:00

パソコン初級講座
基礎編
（全5回）

電源の入れ方から文字入力、インター
ネットの閲覧方法、簡単な文書作成を
学びます。

パソコン初心者14人 1人1,000円 8/13（月）必着･年齢も
記入
多数抽選

9/4～10/2
の毎週火曜日

13:30～15:30

パソコン初級講座
エクセル編
（全5回）

インターネットの活用をはじめ、エクセル
の基礎から簡単な計算式、グラフ作成な
どを学びます。

パソコンの文字入力
ができる方14人 1人1,000円 8/13（月）必着･年齢も

記入
多数抽選

9/15（土）
10:00～12:00

駿河湾のモノガタリ
（全1回）

日本一深い湾である駿河湾の特性と魅
力、また最新の調査結果などについて
の講演会を開催します。

50人 無料 8/25（土）､ 10:00 ～
申込順

南部生涯学習センター

8/26（日）
10:00～15:00

なんぶフェスタ
（全1回）

子 ど も か ら 大 人 ま で 楽 し め る 体 験
コーナーや、芸能発表会を行います。 どなたでも 無料

当日、直接会場へ

9/6（木）､13（木）､20（木）
10:00～11:30

親子が笑顔になる
しつけの方法
（全3回）

子どもが社会に適応し、愛情豊かな情
緒を育むためのしつけの方法（コモンセ
ンス・ペアレンティング）を学びます。

小学生以下の子の
保護者30人 無料 8/9（木）14:00 ～

申込順

日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法



8/10（金）
①13:30～14:30　②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室⑨

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 5人 100円

（施設使用料）

8/24（金）
①13:30～14:30　②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室⑩

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 5人 100円

（施設使用料）

申込方法：    8/3（金）10:00～電話で健康文化交流館「来・て・こ」（202-4300）へお申し込みください（申込順）

南部勤労者福祉センター
日　時 講座名 内　容 対　象 持　物 会　費

9/6（木）
10：00～11：00

写真教室
子供をかわいく撮ろう♪

デジカメを使って子どもの成長のワン
シーンを残す写真の撮り方を学びます。 親子10組 デジカメ 1組500円

申込方法：    8/9（木）10：00～電話で健康文化交流館「来・て・こ」（202-4300）へお申し込みください（申込順）

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 コース 内　容 対　象 会　費

大里生涯学習センター

9/7（金）､10/12（金）､11/30（金）
10:00～12:00
12/14（金）
9:30～13:00

育てて味わう
蕎麦と野菜作り講座

（全4回）

大里中学校特別支援学級の生徒と一緒
に蕎麦や野菜について学び、栽 培し、
収穫した蕎麦粉と野菜で手作り蕎麦を
味わいます。

成人14人 1人1,000円 8/17（金）10:00 ～
申込順

9/13（木）
13:30～15:30

足から元気 !
いきいき健康術

（全1回）

足の悩みやロコモティブシンドロームを
切り口に、高齢者の自立した生活を応
援する認知症予防講座です。

65歳以上の方30人 無料 8/21（火）13:00 ～
申込順

9/22（土）
13:00～15:30

チャパティで食べる
バターチキンカレー

（全1回）

インドの家庭でよく食べられているチャ
パティと本格バターチキンカレーを作っ
て、みんなで試食します。
※お持ち帰りはできません。

20人 1人1,000円
9/5（水）必着

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）

9/11（火）､18（火）､25（火）
13:30～15:30

今川氏、家督争いの
ミステリー
（全3回）

「花蔵の乱」など、今川氏では数度の家
督争いが起こりました。今川氏の権力を
めぐる謎に迫ります。

30人 無料 8/14（火）13:30 ～
申込順

9/14（金）､21（金）
14:00～15:30

睡眠から考える健康法
（全2回）

良質な睡眠をとることは、人間にとって
大事なことです。健康づくりのための睡
眠について考えてみませんか。

20人 無料 8/10（金）14:00 ～
申込順

9/15（土）
18:30～20:30

美和で見る初秋の夜空
（全1回）

初秋の夜空を眺めながら、月や惑星、
星座について学びます。※雨天時は室
内講義

30人（小学生以下は
保護者同伴） 無料 8/18（土）16:00 ～

申込順

9/22（土）
10:00～11:30

はぎれを貼って
マイバッグを作ろう！

（全1回）

はぎれを貼って、オリジナルのマイバッ
グを作ります。

4 ～ 6歳の子と
保護者10組20人 無料 8/18（土）10:00 ～

申込順

駿河生涯学習センター「来・て・こ」

9/8（土）
①10:00～11:30
②13:30～15:00

赤ちゃんがいる家庭の
ための防災講座
（各全1回）

避難時に役立つ抱っこ・おんぶ法、ママ
バッグを防災仕様にする方法をお伝えし
ます。

3か月から3歳未満の
子と保護者各15組 1組500円 8/18（土）9:30 ～

申込順

9/15～11/10
の隔週土曜日

13:30～15:30

子育てに役立つモノと
ココロのお片付け

（全5回）

身近なテーマであり、関心の高い「片付
け」をテーマに、子育てについて考え、
保護者同士が交流を図ります。

小学生の子を持つ
保護者16人

※未就学児託児有
（要申込・有料）

1人500円 8/18（土）13:30 ～
申込順

9/28（金）
10:00～11:30

こころとからだをつくる
食育の話
（全1回）

健康・食育マスターから命を育てる食育
の話をうかがいます。

3か月から2歳未満の
子と保護者15組 1組500円 8/24（金）13:00 ～

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

8月 入場無料 主 …主催　 問 …お問合せ
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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 スペイン･バスク料理「Las Tapas」
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 グラスワインサービス
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.054-253-1127　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

3 静岡シネ・ギャラリー 4 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

5 ルモンドふじがや 6 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

7 ファミリー食堂 さいとう 8 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

9 そば処 志ほ川 10 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

11 入船鮨南店 12 英会話スクール BEELINE
アイスクリームサービス ランチ・宴会時を除く 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

13 ゆるり屋 二光 14 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

15 居酒屋食堂 ブタチカ 16 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

17 路地裏韓居酒屋　韓唐韓 18 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

19 骨太居酒屋 海山 20 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

21 居酒屋 とんからり 22 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

23 ビールのヨコタ 24 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

25 ラッツァロッサ 26 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



17

　  
館の職員が文学者の解説や施設紹介を行います。
　3人の文学者の著作や、それらを育んだ風土を一日で体感でき
るこのツアー。各館が隣同士の市にありながら、実は初めての試
みです。彼らが生きた明治、大正、昭和の時代に思いをはせな
がら、文学を通じて静岡の魅力を再発見してみませんか？
　概要は、各市の広報誌やちらしを中心に、7月下旬からお知らせ
します。なお、静岡から出発するコースについては8月16日（木）
9時から、静岡市コールセンター（054-200-4894）にて受付開始し
ます。ぜひ多くの方のご参加をお待ちしております！

　静岡県中部地域には、日本近代文学史に名を残した文学者
である、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン／ 1850-1904）、中勘
助（1885-1965）、小川国夫（1927-2008）にゆかりのある記念館
があります。焼津市の「焼津小泉八雲記念館」、静岡市の「中
勘助文学記念館」、藤枝市の「藤枝市文学館」です。文学好
きなら、一度はいずれかの館を訪れたことがあるのではないで
しょうか。
　この度、焼津市、静岡市、藤枝市の3市が連携し、3館をめ
ぐるバスツアー「するが文学三館めぐり」を、9月21日（金）に開催
します。3市それぞれからバスが出発、計3台のバスが各館を
周遊します。ツアーには静岡県立大学の学生が同行し、ツアー
ガイドとして説明を行うほか、彼らが作ったパンフレットをもとに、

文学から静岡の魅力発見 ！

公益財団法人静岡市文化振興財団 青木　良平

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 

34
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）

35 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）

36 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） 37 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）

38 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

39 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）
40 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

41 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6月11日現在）

27 Men's Beauty Salon Ochiai　　  　　地図に記載はありません。 28 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

29 四川料理・火鍋 躍飛 30 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

31 サウスポット伊伝パーキング 32 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

33 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

小泉八雲 中勘助 小川国夫（撮影：相田昭）

※静岡音楽館AOI、静岡科学館る・く・る、静岡美術館の窓口に駐車券を
　ご提示の上お申し付けください。
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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。加盟店 募集中！詳しくは下記へ。

■静岡市葵区・駿河区

アーバンネット静岡ビル４階

NTT
電電ビル

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

静岡ホビースクエア

30

29
23

18

25

16

34

32

31

21

19 17

26

38

39 41

28

22

20

4

33

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

24 27はマップ外※

MODI

まちは劇場プロジェクトまちかどコンサート 入場無料

日　　程No. 時　　間 場　　所 出　　演

8月4日（土）

8月4日（土）

8月9日（木）

8月12日（日）

8月15日（水）

8月31日（金）

1

2

3

4

5

6

12:30 ～ 13:15

13:20 ～ 14:00

13:20 ～ 14:00

12:20 ～ 13:00

12:20 ～ 13:00

16:00 ～ 16:30

JR 静岡駅北口地下広場

静岡市上下水道局庁舎玄関前広場（七間町）

新静岡セノバ南口（けやき通り口）

清水駅前銀座商店街振興組合横

JR静岡駅北口地下広場

JR静岡駅北口地下広場

「AOIのオープン・デイ2018」fennel（アコーディオン）

静岡交響楽団

静岡交響楽団（弦楽三重奏）

静岡交響楽団

静岡交響楽団（ヴァイオリン・クラリネット・ヴィオラ三重奏）

山口　牧（ハーモニカ）

※出演者やスケジュールの変更をさせていただく場合がございます。　※また当日の天候によって延期させていただく場合がございます。

申込不要・
直接会場へお越しください
【主 催】静岡市
【企画制作・問い合わせ】
特定非営利活動法人静岡交響楽団
TEL.054-203-6578
（No.2,No.3,No.4,No.5）

公益財団法人静岡市文化振興財団
TEL.054-255-4746
（No.1,No.6）

静岡市内を中心に活躍するアンサンブルグループ等がオープンスペースで演奏するまちかどコンサート♪クラシック、ポップス、懐かしのメロディ、
隠れた名曲などなど・・・　出演者の解説つきで幅広いジャンルの音楽をみなさまにお届けいたします。午後のひととき、ぜひお立ち寄りください。



発行/　 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　　URL.http://www.scpf.shizuoka-city.or.jp/

プレゼント例

①しずおか科学技術月間は、「科学」をテーマにしたスタンプラリーです。「る・く・る」のホームページや
　パンフレットで対象になっているイベントを確認して参加しましょう。科学を学んだり体験したりできます。
②各イベント会場でくばられるシールやスタンプを集めましょう。
③集めたシール&スタンプの数によって科学グッズなどをプレゼント！

※詳しくはホームページをご覧ください。

①しずおか科学技術月間は、「科学」をテーマにしたスタンプラリーです。「る・く・る」のホームページや
パンフレットで対象になっているイベントを確認して参加しましょう。科学を学んだり体験したりできま

静岡県教育委員会　静岡市教育委員会
全国科学館連携協議会　全国科学博物館協議会 ※スタンプラリーについてのご質問は静岡科学館（054-284-6960）へ、各イベントについてはそれぞれの会場へお問い合わせください。

主催

特別
協賛

（指定管理者：公益財団法人静岡市文化振興財団）

協賛

後援

磐田市竜洋昆虫自然観察公園　横断バッグ®ミヤハラ..　株式会社アオキ　株式会社青島文化教材社
株式会社ウチダテクノ　株式会社カメヤ教材　株式会社静岡ビジネス　
株式会社星の手帖社　株式会社ルミネアソシエーツ　サンライズプロモーション東京
静岡ガスグループ　静岡市美術館　しずおか信用金庫　大日本図書株式会社　チャイナエアライン
ディスカバリーパーク焼津天文科学館　ホビー推進協議会静岡　（順不同）

しずおか科学技術月間ってなに？

検索るくる

2018 7/21土 ▲ 8/26日2018 7/21土 ▲ 8/26日

静岡西ロータリークラブ静岡西ロータリークラブ

この夏の静岡には
楽しい科学が
いっぱい！

株式会社アオキ　株式会社青島文化教材社

ずおか信用金庫　大日本図書株式会社　チャイナエアライン

株式会社アオキ　株式会社青島文化教材社

ずおか信用金庫　大日本図書株式会社　チャイナエアライン

シールをあつめて
プレゼントを
もらおう！


