


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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※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。

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

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
イマガワvsオダ
奇想天外近未来ファンタジー！

バレエ公演「白鳥の湖」 全幕

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）

apoa Dance Company Showcase vol.6 「MAD」  
主   apoa Dance Company
問   050-5319-8986中ホール （12:30）13:00〜15:15　（16:30）17:00〜19:15　自由席：1,500円

第46回 静岡市動物慰霊祭 主   静岡市動物慰霊祭実行委員会
問   054-278-6409
　   静岡市動物指導センター中ホール （13:00）13:30〜15:00　無料

劇団かいぞく船公演「あゆみ」  主   伽藍博物堂／
　   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   054-251-3751　静岡市民文化会館中ホール （13:30）14:00〜　（17:30）18:00〜　自由席：一般2,000円、高校生以下1,000円

松竹大歌舞伎  主   静岡朝日テレビ／
　　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   054-251-3302　静岡朝日テレビ事業部中ホール （11:15）12:00〜　（15:45）16:30〜　指定席：SS席7,500円、S席7、000円、A席4,000円、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　車イス席4,000円（介助者一名無料）

静岡市民劇場第414回例会　テアトル・エコー『おかしな二人』鑑賞会  
主   NPO法人　静岡市民劇場
問   054-253-6839中ホール 9/28（18:00）18:30〜20:55　9/29（12:30）13:00〜15:25

9/30（12:30）13:00〜15:25　会員のみ

沢田研二 70YEARS LIVE OLD ROCK  主   静岡第一テレビ／
　　エンボス
問   053-412-1010　エンボス大ホール （16:30）17:00〜19:00　全席指定：8,000円

Ikenobo花の甲子園2018東海地区（静岡県）大会 主   一般財団法人　池坊華道会
問   075-231－4922
　　（一財）池坊華道会　学校華道課Ａ展示室 （12:00）13:00〜17:00　無料

ふじのくに芸術祭2018（第58回静岡県芸術祭）美術部門書道展 主   静岡県／
　　静岡県教育委員会／
　　静岡県文化協会

問   054-221-3109
　　静岡県文化政策課

Ａ・Ｂ・Ｃ展示室 9:30〜17:00　初日は10:00から、最終日は14:00まで　無料

9月

24 月

22 土

9 日

16 日

30 日

展示室

23 日 29 土
～

問主 …主催 …お問合せ

15 土

30 日

17 月

28 金

1 土

～

～

　  
て生演奏付きのオペラ公演（例えば1月に開催した「ルサルカ」）
や、バレエ公演（11月25日開催「白鳥の湖」全幕など）も企画して
います。一方、毎年恒例の歌舞伎公演（今年は9月24日に開催）は、
これまた希少な、本花道など歌舞伎に特化した機能を持つ中ホー
ルで伝統芸能を楽しんでいただく機会。そしていま稽古が進んで
いる舞台公演「BEAT IT!!」も、客席と舞台の距離が比較的近
い中ホールのつくりを活かし、芝居・殺陣・ダンス・映像、そして
ホールならではの本格的な照明・音響など幅広い表現手段を統
合した舞台エンターテイメントを創造しようとする試みで、まさに「機
能あってこそ」の企画です。
　40年前に市の威信をかけて設計されたメーンホール。さすがと思
わせる機能が随所に設定されています。近い将来のリニューアル、
あるいは建て替えが検討され始めていますが、会館がこれまでどの
ように活用されてきたか、そして今後活用されるか、そのアイデアの
積み重ねも、検討過程において重視されるべき事柄のひとつでしょ
う。他の様 な々施設の専門スタッフとも意見を交わしながら、この先
まだまだ、会館の活かし方を「開拓」したいと考えています。

　今年で開館40周年を迎える静岡市民文化会館。大・中ホー
ルと会議室、展示室などを抱える複合施設として皆さんの利用
に供されていますが、さて「文化」とは何を指す言葉でしょう？　
美術館、音楽館、科学館などと違って、その守備範囲は実に
多様です。会館施設を使って実施可能な活動であれば（基本
的な決まりごとに触れない限り）貸し出しますし、館が企画する
事業にも特段ジャンルの決まりはありません。ただ、せっかく維
持している市のホールですから、「館の機能を効果的に活用する
試み」を増やせると良いな―。とは常々考えています。
　県内にも数少ない収容2,000人規模の大ホール（客席定員
1,968人）は、大規模興業を企画するプロモーターに重宝されて
います。一回の公演に多くのお客様を受け入れられる、という
機能が重視されるわけです。オーケストラピットもあり、これを使っ

40年経っても「フロンティア」!?

静岡市民文化会館　主査 鈴木　芳徳

祝

休

静岡市民文化会館 開館40周年記念事業

※開場は開演の30分前

完全静岡ブランド！ 燦然静岡プライド！ 静岡を舞台にした静岡オリジナルストーリーに、演劇、ダンス、
映像、殺陣をドラマチックミックス！大胆不敵×前代未聞の着想で、まだ誰も見たことがない、天下無双
の近未来静岡ファンタジーを堂々披露！
総監督にはNHKホール公演を即日完売させた、人気舞台集団「コンドルズ」プロデューサー勝山康晴、
藤枝出身。演出には日本新劇界の仕事人、英国留学帰りの河田園子、伊東出身。脚本家、出演者全て
が静岡人！静岡に生きる老若男女全県民に捧げる、喜怒哀楽満開型ダイナミックエンターテイメント！

イメージキャラクター：ラウドちゃん

チケット発売中



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。
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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

当館学芸員によるスライドトーク 8月10日～12日
夜店市に出店します！

しずびチビッこプログラム （ヴラマンク展）

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

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：8月30日（木）必着 
申込方法：静岡市美術館HP（www.shizubi.jp）またははがきにて。
※はがきでの申込は、希望の日時・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。

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。

日　時︰8月25日（土）14：00 ～（40分程度）

場　所：紺屋町名店街　小
おぐし

梳神社前

日　　時︰9月15日（土）、9月16日（日）
　　　　   それぞれ ①10：30－12：00　②14：00－15：30

日　時︰8月10日（金）～ 12日（日）
　　　　 15：30－21：00（予定）

静岡市中央商店街で開催される夜店市に、今年も参加し
ます。お買い上げいただいた方には、ハズレ無しのくじ
引きも！ すてきな景品がもらえるチャンス♪また、ブー
スにお立ち寄りいただいた方に特製のうちわをプレゼン
ト！うちわ片手に夜店市を散策してみては？

　  
にヴラマンク自身も述べており、もし選手を続けていたら歴史に残
る大選手になっていたかもしれません。
　これら音楽家や自転車競技選手としての活動が主に前半生で
行われていたのに対し、文筆家としての活動は絵画と並行して亡
くなるまで続きました。26歳の時に初めての小説（フェルナンド・セ
ルナーダと共著、挿絵はドランが担当）を出版、以後、小説、エッ
セイ、回想録、自叙伝、詩集など様々なジャンルの作品を20点以
上も発表しました。音楽や自転車競技と違ってヴラマンクが生涯に
わたり文筆活動を続けたのは、単に日銭を稼ぐためではなく、言
葉による表現が、彼にとっては絵画と並んで重要な自己表出の場
であったことが関係しているのかもしれません。
　今回の展覧会では、画家としてのヴラマンクを紹介するだけで
なく、彼の多岐にわたる活動のうち文筆家としての仕事にも焦点
をあて、フォービスムから離れ始めた1907年以降の彼の絵画と、
彼の著作から引用した言葉を並べて展示します。ヴラマンク独自
の画風の形成の様子を、彼自身の言葉とともに展示室で是非ご覧
ください。

　マティスやドランらと並んで、「フォービスム（野獣派）」を代表す
る画家として知られるモーリス・ド・ヴラマンクですが、音楽家
や自転車競技選手、文筆家としても活動していたのをご存じで
しょうか。音楽家としては、生活費や画材代を稼ぐため、という
目的もあり、カフェのオーケストラ団員や、ヴァイオリンの個人教
師をしていました。ヴラマンクの両親は音楽家で、小さい時から
音楽教育を受けていたことが「芸は身を助ける」ことに繋がった
のかもしれません。一方、自転車も10代の頃から日常的に使っ
ていただけでなく、選手としてトラックレース等にも出場し、その
賞金で一時期家族を養っていたこともあったそうです。その後
大きな病気をしたことや、24歳の時にドランと出会って本格的に
画家を志したことで競技の一線からは身をひきますが、そうした
ことがなければツール・ド・フランスにも出ていただだろう、と後

あなたの知らないヴラマンク

静岡市美術館　学芸員 小川　かい
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※都合により内容を変更する場合があります。

＊（　）内は当日に限り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）

《漁船の帰還、ブルターニュ》 1947年 フランス 個人蔵 《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 《2本の木のある農家》 1950年 スイス 個人蔵 　すべて©ADAGP

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！



※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

CODE-Vミニライブツアー2018 ～超初心～ 主   ㈱ドリーミュージックアーティストマネージメント
問   03-6452-8230小ホール ①（12:00）12:30　②（16:30）17:00　料金未定

第二回中井歌秀箏演奏会（静岡公演） 主   中井歌秀
問   080-7025-8530小ホール （13:00）13:30〜15:00　自由席　前売 2,000円　当日 2,500円

ローマ・イタリア管弦楽団　映画音楽名曲選 主   静岡新聞社事業部
問   054-281-9010（平日9:00〜17:00）大ホール （18:00）18:30　指定席　S席 6,500円　A席 5,000円

静岡県立清水西高等学校保護者会（1・2年生） 主   静岡県立清水西高等学校
問   054-352-2225小ホール 1年生（18:00）18:15〜　2年生（19:15）19:30〜20:45　関係者のみ

しみずかがやき塾　24期 第4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

里アンナ コンサート in Shizuoka 主   ミンファプラン 
問   03-5378-5690小ホール （13:30）14:30 　指定席　前売 4,000円　　当日 4,500円

第22回 しみず寄席 主   清水落語王国
問   054-351-0511（ベイプレスセンター）小ホール （18:30）19:00〜21:00　自由席 2,000円

ムジカ・ブリューメ　第2回定期演奏会 主   ムジカ・ブリューメ
問   090-5612-6608（深澤）　
　   090-8459-6326（赤堀）小ホール （13:30）14:00〜16:00　自由席　無料

草薙マンドリンアンサンブル　第13回定期演奏会 主   草薙マンドリンアンサンブル
問   054-364-6162小ホール （13:00）13:30〜16:00　自由席　無料

ミュージカル「シティ・オブ・エンジェルズ」
主   ホリプロ
問   054-251-3302　静岡朝日テレビ大ホール 21日／①(13:00)13:30〜　②(18:00)18:30〜　指定席　S席 11,500円　A席 6,500円

22日／　(12:00)12:30〜

音民ウインドアンサンブル　第7回定期演奏会　OTO-BEAT 2018 主   音民ウインドアンサンブル
問   080-5548-9306（神戸）小ホール （18:00）18:30〜20:30　自由席　無料

古賀政男没後40年追悼公演　第29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   090-3385-8634大ホール （16:15）17:00〜19:45　自由席 3,000円

サマーコンサート（ピアノ管楽器発表会）
主   水本・赤堀

小ホール （12:30）13:00〜16:00　自由席　無料

静岡サンライズコンサート vol.5
主   静岡サンライズコンサート実行委員会
問   静岡県立沼津商業高等学校　
　  055-931-7080（湯川）
　  静岡市立清水桜が丘高等学校　
　  054-353-5388（河合）
　  浜松聖星高等学校　
　  053-454-5376（村松）

大ホール （13:30）14:15〜17:00　自由席　一般 1,000円　高校生以下 500円

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　入場無料　要整理券　（事前配布）

静岡交響楽団　第81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

金原麻美ピアノリサイタル　～パリに愛された作曲家～ 主   金原
問   090-3563-9513小ホール （13:30）14:00　一般 2,000円　高校生以下 1,500円

平井大 Concert Tour 2018 主   サンデーフォークプロモーション
問   054-284-9999大ホール （16:00）17:00　指定席 6,480円

マンドリンアンサンブルのつどい 主   静岡マンドリン協会
問   054-259-7541小ホール （13:00）13:30〜15:40　自由席　無料

第28回清水区絵画クラブ合同習作展 主   清水区絵画クラブ合同習作展実行委員会
問   090-4867-1690（太田）全面 9:00〜17:00　※初日12:00〜、最終日は16:00まで　無料

第7回パッチワークサークル向日葵作品展 主   パッチワークサークル向日葵
問   090-3566-1196（佐藤）C・D 10:00〜16:00　無料

問主 …主催 …お問合せ9月

22 土

16 日

15 土

15 土

15 土

14 金

5 水

2 日

1 土

30 日

30 日

29 土

29 土

28 金

23 日

23 日

17 月

24 月

10月20日（土）

10月13日（土）

開場13:30　開演14:00

コンサート 18:00～18:30
ディナー　18:30～20:30

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 : フレンチ・レストランMIKUNI SHIMIZU（フェルケール博物館 横）
出演 : チェロ二重奏 ／ 生駒宗煌・鈴木穂波（静岡交響楽団）
曲目 : S.ジョップリン：エンターティナー
　　　J.バリエール：2つのチェロのためのソナタより第1・3楽章
料金 : 8,250円（サービス料込、ドリンク代別）
　　　※ディナーコース【先付・前菜・スープ・魚料理・肉料理・デザート】

清水にぎわい落語まつり

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）

MIKUNI SHIMIZU　TEL054-355-3920　営業時間11:30～20:30　※火曜休

ヴァンサン・ラルドゥレ　ピアノリサイタル
ドビュッシー没後100年記念 フランスの貴公子

今年も開催! 11/23（金・祝）～25（日）は清水のまちが落語に染まる３日間!
笑う門には福来る‼ 若手から知名度抜群の落語家、総勢20人が清水にやってきます!
3公演以上ご来場いただいた方には、特製手ぬぐいをプレゼント!

昼の部／13:30（開場13:00）　夜の部／16:30（開場16:00）
会　場︰清水銀座シャル
出演者︰［昼の部］桂文治、柳亭小痴楽、春風亭昇吾 ほか
 ［夜の部］三遊亭遊雀、桂宮治、桂竹千代 ほか

開　場︰14:00（開場13:00）
会　場︰静岡市清水文化会館マリナート　大ホール
出演者︰桂文枝、三遊亭小遊三、春風亭昇太、
 神田松之丞、春風亭昇々

開　場︰13:30（開場13:00）
会　場︰静岡市東部勤労者福祉センター（清水テルサ）テルサホール
出演者︰立川志らく、三遊亭白鳥、春風亭百栄、
 桃月庵白酒、春風亭昇也

開　場︰17:30（開場16:45）
会　場︰サウンドシャワーアーク
　　　　　　　　 ［エスパルスドリームプラザＰ１（立体駐車場）１Ｆ］
出演者︰立川生志、林家彦いち、三遊亭兼好、三遊亭萬橘

叙情的な旋律と驚くべき感性。作品の本質に近づき、音楽は更に高貴で豊かな表現に溢れていく。

フレンチレストランMIKUNI SHIMIZUでディナーとともに楽しむ室内楽コンサート。
今年はチェロ二重奏を行います。

備考︰※未就学児入場不可

備考︰※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＞ 

＜申し込み＞ 8月15日（水）より受付開始

静岡・室内楽フェスティバル2018  協力事業

静岡・室内楽フェスティバル2018 

ギャラリーA・B・C・D

23

30

22

日

日

土

19 水

27 木

21 金

−

−

−

今年も開催！ 
出演者、チケット発売日 決定！

11月24日（土） 11月25日（日）

11月23日（金・祝） 11月23日（金・祝）

清水銀座商店街公演 マリナート公演

清水テルサ公演 エスパルスドリームプラザ公演

祝

祝

休

祝

祝

全席指定
Ｓ席　5,500円
Ａ席　4,500円
Ｂ席　3,000円

全自由席
3,500円

（１ドリンク付）

全席指定
3,500円

全自由席
2,000円

フレンチの夕べ チェロ二重奏ミクニのディナーとともに

9月8日（土）10:00～ 発売開始！

マリナート電話＋窓口	 TEL:054-353-8885	 ※発売日初日の電話受付は14:00～
	 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：488-226）
※他のプレイガイド等、詳細につきましては決定次第マリナートＨＰで発表します。

※都合により内容を変更する場合があります。

©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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1 土
中野マンドリン教室第19回発表会 主  中野薫

問  054-245-6762講堂 (13:00)13:30～16:00　無料(どなたでも)

2 日
音楽青葉会・静岡児童合唱団創立75周年記念演奏会 主  音楽青葉会・静岡児童合唱団

問  054-252-6514ホール (13:30)14:00～16:30　一般2,000円(中学生以上)、小学生以下無料(保護者同伴)

4 火
大谷大学公開セミナー　「人が育つということ－地域でともに育つ－」 主  大谷大学同窓会静岡県支部　熊谷

問  054-641-2156講堂 (13:30)14:00～16:00　無料(どなたでも)

9 日
第28回 グレンツェンピアノコンクール静岡予選 主  グレンツェンピアノ研究会

問  0995-22-4158ホール (10:00)10:30　無料(どなたでも)

9 日
ピアノ発表会 主  OZAWA MUSIC

問  054-263-6267講堂 (12:30)13:00～16:00　無料(どなたでも)

11 火
第13期ピアニストのためのアンサンブル講座（第3回） 主  静岡音楽館AOI

問  054-251-2200ホール 13:30～19:30　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

12 水
第13期ピアニストのためのアンサンブル講座（第4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

15 土
第23回「静岡の名手たち」オーディション合格者によるコンサート 主  静岡音楽館AOI

問  054-251-2200ホール （17:30）18:00　全自由1,800円、会員1,620円、22歳以下1,000円　※未就学児はご入場いただけません

17 月
静岡県演奏家協会静岡第2支部「秋風コンサート」 主  静岡県演奏家協会静岡第2支部

問  054-289-1365ホール (13:30)14:00～15:45　一般2,000円、学生1,000円

17 月
下嶋由紀門下生ピアノ発表会 主  下嶋音楽ピアノ教室

問  054-281-4023講堂 (12:30)13:00～15:30　無料(どなたでも)

19 水
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)

22 土
カニサレス・フラメンコ・クインテット×福田進一　～スペイン・フラメンコの世界～ 主  静岡音楽館AOI

問  054-251-2200ホール （14:30）15:00　全指定5,000円、会員4,500円、22歳以下1,000円　※未就学児はご入場いただけません

22 土
トークショー「日本人とフラメンコ」 主  静岡音楽館AOI

問  054-251-2200講堂 13:30～14:30　無料(要申込)

23 日
静岡リコーダーフェスティバル2018 主  静岡リコーダーフェス実行委員会

問  054-265-2930ホール (9:15)9:30～16:30　無料(どなたでも)

24 月
ママの吹奏楽サークル　リトモベベ10周年記念コンサート 主  代表　有村

問  090-5008-6839講堂 (10:00)10:30～12:00　無料(どなたでも)

28 金
ジャン＝ギアン・ケラス(チェロ)＆フレンズ　トラキア・プロジェクト～クラシックとギリシャ・ペルシャ伝統音楽の架け橋～ 主  静岡音楽館AOI

問  054-251-2200ホール （18:30）19:00　全指定5,000円、会員4,500円、22歳以下1,000円　※未就学児はご入場いただけません

28 金
講演会「作曲家の視点から」 主  静岡音楽館AOI

問  054-251-2200講堂 17:00～18:30　無料(要申込)

30 日
第13回 海野文葉門下生による「音楽発表会」 主  海野

問  054-252-8453ホール (9:30)9:45～16:00　無料(どなたでも)

30 日
減塩フォーラムIN静岡 主  大日本住友製薬株式会社

問  054-253-1539講堂 (13:00)13:00～16:00　　無料(どなたでも)

9月

祝

祝

祝

休

第23回「静岡の名手たち」
オーディション合格者によるコンサート

カニサレス･フラメンコ･クインテット×福田進一
～スペイン･フラメンコの世界～

ジャン＝ギアン･ケラス（チェロ）&フレンズ　トラキア･プロジェクト
～クラシックとギリシャ･ペルシャ伝統音楽の架け橋～

1995年のAOI開館以来、静岡の若手音楽家の登竜門として開催され、多くの演奏家を輩出している
オーディション合格者によるコンサート。今年も若き才能の登場を目の当たりにする。

世界的フラメンコ･ギター奏者 ファン･マヌエル･カニサレスがAOIに初登場。親交の深いクラシック･ギターの
福田進一とともに、皆様をスペイン･フラメンコとの世界へと誘う。

2017年3月、AOIのステージでA.メルニコフ（ピアノ）とともにベートーヴェンのチェロ･ソナタ全5曲を快演、大きな話題となった
J.-G.ケラス（チェロ）が再登場。今回はギリシャ･ペルシャの伝統楽器との異色のアンサンブル。

9/15土

9/22土

9/28金

18:00 開演（17:30 開場）
全自由／￥1,800（静岡音楽館倶楽部会員￥1,620、 22歳以下￥1,000）

15:00 開演（14:30 開場）
全指定／￥5,000（静岡音楽館倶楽部会員￥4,500、 22歳以下￥1,000）

19:00 開演（18:30 開場）
全指定／￥5,000（静岡音楽館倶楽部会員￥4,500、 22歳以下￥1,000）

出演・曲目

富田華鳳賀（ ）　  二世 山木太賀︰寿くらべ

五条玲緒（ピアノ）　【ロダン賞】　D.スカルラッティ:ソナタ ニ長調 Kp.492,L.14　F.リスト:ハンガリー狂詩曲 第6番 変ニ長調 S.244-6

近藤大夢（ピアノ）　L.v.ベートーヴェン：ピアノ･ソナタ第21番《ワルトシュタイン》ハ長調 op.53 より 第2、3楽章

鈴木啓資（ピアノ）　【コンチェルト賞】　R.シューマン/F.リスト：献呈 S.566　F.リスト：ハンガリー狂詩曲 第13番 イ短調 S.244-13

伊藤早紀（ピアノ）　J.S.バッハ：トッカータ ホ短調 BWv914

長谷川由輝子、トビアス·ボルスボーム（ピアノ・デュオ） M.ラヴェル：《スペイン狂詩曲》より  第1曲〈夜への前奏曲〉 第2曲〈マラゲーニャ〉　W.ルトスワフスキ：パガニーニの主題による変奏曲

出演　
カニサレス･フラメンコ･クインテット
　カニサレス（ギター）
　ファン･カルロス･ゴメス（ギター）
　ホセ･アンヘル･カルモナ（カンテ、マンドラ、パルマ）
　アンヘル･ムニョス（バイレ、カホン、パルマ）
　チャロ･エスピーノ（バイレ、カスタネット、パルマ）
福田進一（ギター）

出演　
ジャン＝ギアン･ケラス（チェロ）
ケイヴァン･シェミラーニ、ビヤン･シェミラーニ

（ザルブ／ダフ）
ソクラティス･シノプロス（リラ）

曲目
　［前半］

“カニサレス×福田進一 ソロとデュオ／フラメンコとクラシックの邂逅”
　カニサレス（ソロ）

 J.M.カニサレス：時への憧れ～インプロヴィゼーション（即興）
　福田進一（ソロ）

 J.M.カニサレス：新作（世界初演）（2018／福田進一のために）
 I.アルベニス：アストゥリアス（《スペイン組曲》op.47-5）
　カニサレス＆福田進一（デュオ）

 I.アルベニス：セヴィリア（《スペイン組曲》op.47-3）
 A.ラウロ：ベネズエラ･ワルツ第2番＆第3番〈ナターリャ〉
 M.d.ファリャ：スペイン舞曲第1番（歌劇《はかなき人生》より）
 ［後半］（候補曲）

“カニサレス･フラメンコ･クインテット ～フラメンコの世界～”
	 J.M.カニサレス：カリブ海（Mar	Caribe）	 悠久（Lejana）
	 	 魂のストリング（Cuerdas	del	Alma）　	 彗星の雨（Lluvia	de	Cometas）
	 	 小さな松の森（Bosquecillo	de	Pinos）	 雪の砂漠（Desierto	Nevado）	ほか

曲目
R.ダリー：カルシラマ   S.シノプロス：ニハーヴェント･セマーイー
W.ルトスワフスキ：ザッハー変奏曲
p.シェレール：Dance for Hermès 2018年度静岡音楽館AoI委嘱作品（世界初演）
Z.コダーイ：無伴奏チェロ･ソナタ 第2楽章 M.-R.ロトフィ：ホマユン
F.ルリシュ：ハムセ   もしも私が鳥だったなら（作曲者不詳）
トラキア伝統音楽〈日曜日の朝〉  シェミラーニ兄弟による即興演奏

問主 …主催 …お問合せ

※未就学児はご入場いただけません。

※未就学児はご入場いただけません。

※未就学児はご入場
　いただけません。

7
※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。

CONCERT SERIES

2018-19

©Jasper Grijpink
トビアス・ボルスボーム長谷川 由輝子伊藤 早紀鈴木 啓資近藤 大夢五条 玲緒富田 華鳳賀

©Thomas Dorn for harmonia mundi

©Amancio Guillen ©Takanori Ishii
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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

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：9月4日(火)、5日(火)、11日(火)　　7月24日(火)～9月2日(日)は毎日開館いたします。

休

9
※都合により内容を変更する場合があります。

私たちの暮らしを支える自動車。自動車の心
臓部『エンジン』は時代と共に変化をしました。
自動車の進化について実験を交えて紹介します。

静岡の企業が研究開発した「すごい」科学技術を体験してみよう。

全国で活躍されているサイエンスショーの達人がやってくる！

銅板に好きな絵やメッセージを書いて、
メッキプレートをつくります。

地球上に3万種以上いると言われる魚たち。その中には、驚くような体のつくりや、生態、生き残る
ための工夫をしている魚たちがいます。フグの仲間を中心に、魚たちのふしぎでおもしろい世界を
お魚博士の松浦先生にご紹介いただきます。

時間：11:00、14:00（各回30分程度）
会場：9階 イベントホール
講師：境　智洋さん（北海道教育大学釧路校教授　授業開発研究室）

時間：13:30～15:30受付
会場：8階 ワークショップスペース
講師：株式会社サクラ・アイ・ディー
協力：静岡大学創造科学技術大学院
　　　熊野研究室

時間：13:30～15:30受付
会場：8階 ワークショップスペース
講師：丸長鍍金株式会社

時間：13:00～15:00
会場：8階 創作ルーム
講師：国立科学博物館 名誉研究員　松浦 啓一さん
対象：どなたでも（小学校高学年～大人におすすめ）
定員：30人
申込方法：8/5（日）9：30 ～
 　静岡科学館（054-284-6960）へ電話申込（申込順）

〜9/
24 月23 日

9/ 9/
15 29土 土

9/
9 日

プレミアムサイエンスショー

すごいぞ ! 静岡

科学茶房

～石？山？地味な素材で楽しく…～

「ダイヤモンドで磨く!
 自動車エンジンの秘密」

「オリジナルプレートを
  つくろう!」

お魚カフェ
「びっくり！すごい！魚の世界」

地球科学でサイエンスショー 

申込不要・どなたでも参加できるイベント

事 前 申 込 が 必 要 な イ ベ ント

葵生涯学習センター（アイセル21）

9/27（木）
13:30〜15:00

大人のための工場見学
　国立印刷局
（全1回）

お金の製造過程を見学しませんか？紙幣
に施された偽造防止技術や、国立印刷
局の業務について学びましょう。
※国立印刷局（駿河区国吉田）集合・解散

大学生以上20人 無料 9/1（土）10:00 〜 9/13
（木）17:00・申込順

10/13（土）～来年2/9（土）
の期間中全5回

※日時はお問い合わせください

静岡大学公開講座
「市民社会と法」

（全5回）

市民社会をめぐる様々な問題について、
わかりやすく解説します。 30人 無料 9/1（土）9:00 〜

申込順

10/13（土）・11/3（土）
13:00〜17:00

静岡県立大学公開講座
食と生活を支えるヒト・微生物の科学 

（全4回）

静岡県立大学から講師を招聘し公開講
座を実施します。
※内容はお問い合わせください。

15歳以上の静岡県民
150人 無料

詳細は静岡県立大学
へお問い合わせくだ
さい（054-264-5106）

10/16～12/18
のおおむね隔週火曜日

10:00〜11:30

あおい家庭教育学級
（全6回）

その時、その場、その子に合わせた「適
当」な子育てについて学びます。

年少〜小学3年生ま
での子の保護者30人
※託児あり（1歳以上・

要予約・有料）

1人1,500円 9/11（火）10:00 〜
申込順

10/23～12/18
の隔週火曜日
19:00〜20:30

静岡英和学院大学
公開講座
（全5回）

静岡英和学院大学の講師による公開講
座を開催します。
※詳細は生涯学習センター HPをごらんくだ
さい。

各30人 無料 9/29（土）14:00 〜
申込順

西部生涯学習センター
9/22（土）～11/10（土）

の期間中全5回
10:00〜11:30

※日時はお問い合わせください。

子どもの歌
～皆で楽しく歌おう！～

（全5回）

脳の活性化を促し集中力を高めるブレ
インジムという体操を行った後、歌を歌
います。最終回は家族に向けた発表会
を行います。

5歳〜 12歳の子ども
20人 1人500円 9/4（火）10:00 〜

申込順

9/30（日）
13:30〜15:30

しずおかクラフトトーク
（全1回）

テーマは「染色」。静岡で活動している
職人さんを招き、「ものづくり」への想
いを聞きます。染色のワークショップも
あります。

20人 1人800円 9/5（水）10:00 〜
申込順

10/3（水）
13:30〜15:30

「食と運動で健康に
～毎日できるフレイル予防～」

（全1回）

高齢者に発生しやすいフレイル（全身の
予備能力や心身の活力の低下状態）を
予防する方法を食と運動にスポットをあ
てて、講義と実技で学びます。

市内在住の65歳以上
の方50人 無料

9/3（月）8:30より城 東
保健福祉センターに電
話で申し込み。電話番
号054－249－3180（平
日8:30 〜 17:00受付）

10/10（水）・17（水）・24（水）
の13:30〜15:30

温泉めぐりと史話・巷談
（全3回）

市内・県内の有 数の温 泉地について、
その歴史や巷談、効能を学びます。 40人 1人300円 9/11（火）14:00 〜

申込順

10/12～11/9
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、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 9/17（月）必着・年齢
も記入・1枚1人

10/12～11/9
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 9/17（月）必着・年齢

も記入・1枚1人

10/19（金）・11/16（金）・
12/21（金）

①10:00〜11:00　②11:30〜12:30

秋の親子お料理ごっこ
（各全3回）

未就学児の料理体験講座です。 未就学児とその保護
者各8組16人 1組3,500円 9/21（金）11:00 〜

申込順

東部生涯学習センター

9/26（水）・10/3（水）
9:30〜11:30

由井正雪と静岡
～歴史と伝説の間～

（全2回）

静岡にゆかりの深い由井正雪を巡る歴
史と伝説について学びます。 30人 無料 9/5（水）10:00 〜

申込順

10/5～12/7
の隔週金曜日
13:30〜15:30

健康マージャンで
脳トレーニング
（全5回）

健 康マージャンのルールを学び、脳ト
レーニングを楽しみます。

マージャン初心者
20人 1人1,000円 9/18（火）必着・年齢

も記入・1枚1人

10/5～11/9
のおおむね毎週金曜日

10:00〜12:00

旅する英会話
～イギリス旅行のススメ～

（全5回）

「海外旅行をしたいけれど英語は苦手」
という方におすすめの初心者向け英会
話講座です。

英会話初心者16人 1人1,500円 9/7（金）10:00 〜
申込順

10/9（火）
14:00〜15:30

東部医療講座
腹部大動脈瘤と動脈硬化

（全1回）

腹部大動脈瘤と動脈硬化を中心に血管
の病気について学びます。 30人 無料 9/4（火）10:00 〜

申込順

10/11～11/8
の毎週木曜日
10:00〜11:30

思春期子育て講座
（全5回）

様々な分野の講師から子育てのヒントと
なるお話を聴いてみませんか。

小中学生の保護者
20人 1人1,000円 9/13（木）14:00 〜

申込順

10/13（土）・20（土）・27（土）
の10:00〜11:00

パパのための
ベビーマッサージ～秋～

（全3回）

パパも赤ちゃんにベビーマッサージをし
てみましょう。

生後2か月〜ハイハイ
前の子どもとその父

親12組24人
1組600円 9/14（金）10:00 〜

申込順

10/20（土）・27（土）・1/19（土）
10:00〜11:30

カヤネズミの
くらしを学ぼう
（全3回）

麻機遊水地にいるカヤネズミのくらしを
カヤネズミの気持ちになって体験してみ
よう。

小学生16人 1人200円 9/19（水）14:00 〜
申込順

10/26（金）
10:00〜11:30

寿桂尼とその時代
（全1回）

今川義元の母、寿桂尼の時代、氏輝政
権の成立と氏真政権の崩壊について学
びます。

20人 無料 9/20（木）14:00 〜
申込順

日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法

歩けば石が転がっている…地球上には石がいっぱい!
きっとキミも石を身近に感じ、もっと「石」や「山」が
みたくなる。「石」、「山」の魅力を紹介します。

写真：大方洋二
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「来・て・こで健康」～ラジオ体操のすすめ
健康文化交流館「来・て・こ」 鈴木　美也子

イ ベ ン ト レ ポ ー ト

　健康づくりのために何か始めたい、と思っている方におすす
めなのがラジオ体操です。ラジオ体操は誰もが知っていて、「い
つでも」「どこでも」できる簡単な体操であり、全身の筋肉に効
率よく刺激を与え、血行を促進する効果があります。血行が
良くなると全身に酸素と栄養が行き渡り、体の各部位の改善、
痛みやこりの緩和につながります。ちなみにラジオ体操第1は、
背中・肩・腕を伸ばす13の動きで構成されています。
　駿河区小鹿にある健康文化交流館「来・て・こ」では、月
曜から土曜の午前8時50分から１階ロビーでラジオ体操第1を
行っています。2017年度は毎月1回土曜日に静岡ラジオ体操
連盟の指導のもと「大人もこどもも来・て・こでラジオ体操」を
開始しました。あわせて「理学療法士から教わるラジオ体操」
を実施、ラジオ体操の正しい動きを活動量と筋電図から読み
解き、体に負担のかかりすぎない動きを教わりました。参加者
からは「なんとなくやっていたラジオ体操が、全身の運動に効
果があるとは驚いた」「まじめにやると、こんなに汗が出るなん

て！」「腰の回りが少しやわらかくなって、歩くのが楽になった」と
いった感想が寄せられました。
　2018年度の「大人もこどもも来・て・こでラジオ体操」は、毎
月おおむね第4土曜日午前に実施中です。事前申込不要、会
費無料。当日直接会場にお越しください。
　10月からは長時間のデスクワークによる肩や背中のこりに悩
む勤労者を対象に「理学療法士から学ぶ仕事のコリ解消法」
を実施します。詳しい情報はP11に掲載されていますので、
ぜひご覧ください。
　この他にも「来・て・こで健康」をテーマに年間を通してさま
ざまな健康講座を実施します。皆様のご参加をお待ちしており
ます。

9/14（金）
①13:30〜14:30　②14:45〜15:45

初心者対象
パソコン相談室⑪

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）

9/28（金）
①13:30〜14:30　②14:45〜15:45

初心者対象
パソコン相談室⑫

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：    9/7（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）

日　時 講座名 内　容 対　象 持　物 会　費

10/13（土）
10：00〜11：00

はじめてのデジタル一眼
～綺麗写真を撮ろう （全1回）

デジタル一眼で素敵な写真を撮る方法
を学びます。 成人15人 デジタル一眼、取扱説

明書（持っている方） 500円

申込方法：    9/15(土)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
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日　時 コース 内　容 対　象 会　費

① 10/15～11/26
月曜日10：00〜12：00

１からはじめるパソコン入門Win8 （全7回） Win8 4,600円

② 10/9～11/13
火曜日19：00〜21：00

ワード入門 （全6回） Win7 3,700円

③ 10/15～12/3
月曜日19：00〜21：00

ワード中級 （全8回） Win7 4,800円

④ 10/12～11/9
金曜日10：00〜12：00

はじめてのエクセル （全5回） Win7 3,000円

⑤ 10/9～11/13
火曜日10：00〜12：00

エクセル入門 （全6回） Win7 3,700円

⑥ 10/12～12/7
金曜日19：00〜21：00

エクセル中級 （全8回） 11/23(祝) Win7 4,800円

⑦ 10/11～11/8
木曜日13：30〜15：30

パワーポイント入門 （全5回） Win7 3,000円

⑧ 10/11～11/29
木曜日19：00〜21：00

Ａｃｃｅｓｓ入門 （全8回） Win7 5,600円

申込方法：    9月10日（月）必着・年齢も記入・多数抽選　〒422-8021 静岡市駿河区小鹿二丁目25番45号  電話202-4300

① 10/15～12/17
月曜日19：30〜20：30

ズンバ月曜 （全10回） 3,500円

② 10/11～12/13
木曜日13：30〜14：30

入門ヨガ木曜 （全10回） 3,500円

③ 10/9～12/11
火曜日19：30〜20：30

ヨガ火曜 （全10回） 3,500円

④ 10/12～12/21
金曜日19：30〜20：30

ヨガ金曜 （全10回） 11/23(祝) 3,500円

⑤ 10/11～12/13
木曜日19：30〜20：30

入門エアロ木曜 （全10回） 2,000円

⑥ 10/6～12/22
土曜日10：30〜11：30

初級エアロ土曜 （全10回） 11/3(祝)、12/8(土) 2,000円

⑦ 10/10～12/12
水曜日19：30〜20：30

中級エアロ水曜 （全10回） 2,000円

申込方法：    9月11日（火）必着・年齢も記入・多数抽選　〒422-8021 静岡市駿河区小鹿二丁目25番45号  電話202-4300

南部勤労者福祉センター
❖パソコン講座　19歳以上または勤労者　各10人

❖フィットネス講座　19歳以上の健康な人　各30人

日　時 パソコン講座（Offi  ce2013使用） 休 講 日 O S 会 費 ※テキスト代別途

日　時 コース 休 講 日 　会 費 ※施設使用料別途

日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法

北部生涯学習センター

10/2（火）・16（火）・30（火）
18:30〜21:00

肉を食べよう！
肉料理講座
（全3回）

身近な食材である「肉」について、改め
て栄養・下ごしらえ等の観点から学び、
料理をすることで肉を食べる楽しみを味
わいます。

15人 1人2,000円
9/18（火）必着

10/10（水）・17（水）・24（水）
10:00〜12:00

～北部歴史探訪～
昭府町歴史ロマン

（全3回）

北部地域に馴染み深い「昭府町」につ
いて、中世〜近代の歴史を学びます。
※昭府町の散策も行います。

40人 無料 9/12（水）10:00 〜
申込順

10/20（土）
13:00〜15:30

地震のメカニズムと
南海トラフ地震
（全1回）

東日本大震災の地震発生メカニズムの
ほか、シミュレーションCGによる津波解
析、過去の津波の地層調査、南海トラ
フ地震との類似点などを解説します。

中学生以上40人 無料 9/7（金）10:00 〜
申込順

10/23（火）
10:00〜12:00

家計と地球にやさしい
買い物術
（全1回）

家計にも地球にも優しい買い物術につ
いて、グリーンコンシューマー（環境に
優しい消費者）の視点から学びます。

20人（託児有・要予約） 無料 9/11（火）10:00 〜
申込順

西奈生涯学習センター（リンク西奈）

9/28（金）・10/5（金）・12（金）
10:00〜13:00

季節を楽しむクッキング
（全3回）

旬の食材を使用してヘルシーな料理を
作ります。 16人 1人2,000円 9/4（火）10：00 〜

申込順

10/11～12/6
の隔週木曜日
10:00〜12:00

思春期子育て講座
（全5回）

思春期の子どもとの付き合い方を様々
な分野から学びます。

小中学生の保護者20人
※託児あり（要予約） 1人1,000円 9/6（木）10:00 〜

申込順

10/3（水）・17（水）
10:00〜13:00

おんぶで
お手軽クッキング

（全2回）

子育て交流をしながら、おんぶしてでき
る時短料理や離乳食につながる料理を
作ります。

生後12か月までの
乳児と親9組18人 1組1,000円 9/19（水）必着・参加者

全員の氏名、子どもの生
年月日も記入・多数抽選

10/23（火）～10/28（日）
9:00〜21:30

※初日は12:00〜、
最終日は17:00まで

竜南地域小中学生
俳句大会作品展

（全1回）

竜南地域を中心とした小中学校の児童
生徒による俳句の作品展です。 どなたでも 無料

期間中、直接会場へ

駿河生涯学習センター「来・て・こ」
10/5～12/14

のおおむね隔週金曜日
19:00〜20:30

理学療法士から学ぶ
仕事のコリ解消法

（全6回）

長時間のデスクワークによる肩や背中の
こりを解消するストレッチや体操、日常
生活の姿勢の注意ポイントを理学療法
士から教わります。

長時間のデスクワー
クによる肩や背中の

こりに悩む20代〜
50代の方40人

1人500円 9/7（金）17:00 〜
申込順

10/8（月）・22（月）・11/5（月）
10:00〜12:00

ねんねちゃんの
ベビマ&ママ体操 秋

（全3回）

ベビーマッサージで赤ちゃんと楽しくス
キンシップ！産後のお母さんのためのエ
クササイズも行います♪

乳児とその母親10組
20人※子の年齢は平
成30年10月1日時点

で6か月以内

1組1,000円 9/10（月）必着・子の
名前と月齢も記入

10/8（月）
10:00〜12:00

パパと作ろう！
ダンボールのおうち

（全1回）

ダンボールを使用し、親子で工作を行
います。

4歳〜小学3年生まで
の子とその男性保護

者20組
1組300円 9/10（月）10:00 〜

申込順

10/13（土）
10:00〜14:00

運動×食
～今日は私の温活Day～ 冬

（全1回）

身体を温める方法について料理と運動
の面からアプローチします。

20代〜 40代の女性
16名 1人1,000円

9/15（土）必着

10/16（火）・11/20（火）・
12/18（火）

10:30〜12:00

親子でお料理ごっこ
～秋～
（全3回）

未就園児向けのお料理教室です。お楽
しみロールとゴロかぼスープ、さつまい
も蒸しケーキなどを作ります。

1歳以上〜 3歳未満
の子と保護者8組 1組3,500円 9/4（火）10:00 〜

申込順

10/18～来年3/14
の毎月おおむね第3木曜日

19:00〜21:00

暮らしを楽しむ
季節の手しごと ～秋冬～

（全6回）

季節に合わせた自然素材で手仕事を楽
しんでみませんか？草木染め、リース作
りなどを体験します。

15人 1人3,500円 9/15（土）必着・年齢
も記入・1枚1人

10/26（金）
10:00〜11:30

親子のコミュニケーション
（全1回）

育児中のママが自分の気持ちをうまく伝
える方法を交流分析の手法で学びます。

3か月から2歳未満の
子と保護者15組 1組500円 9/28（金）13:00 〜

申込順

南部生涯学習センター

10/6（土）
14:00〜15:30

測ってみよう！
肝臓の脂肪 （秋）

（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。
※SBS静岡健康増進センター集合解散

20人 無料 9/26（水）必着・年齢
も記入・1枚1人

大里生涯学習センター

9/22（土）10:00〜12:00
10/6（土）9:00〜12:00

カルタでめぐる
大里探訪
（全2回）

大里地域を紹介した「大里カルタ」を
使って、地域の歴史と魅力を学び、講
師と一緒にウォーキングしながらめぐり
ます。

20人　 1人1,000円 9/4（火）10:00 〜
申込順

10/27（土）・11/17（土）・12/1（土）
9:00〜11:30

全身で歩く！
ノルディックウォーク

（全3回）

ノルディックウォークの技法を使って、地域
の散策を楽しもう！健康増進と地域理解を
一度に行える、ウォーキング体験講座です。
※雨天決行（センター内で体験を実施します）

健康な方15人

1人500円
※別途レンタ

ルポール
1回500円

9/28（金）必着・年齢
も記入

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）

10/2（火）
10:00〜12:00

子どもに贈る
ハロウィンロゼット

（全1回）

ハロウィンをテーマにしたロゼットを、
針と糸を使わずに作ります。

6歳以下の子を持つ
保護者10人 1人500円 9/4（火）10:00 〜

申込順

10/23（火）
13:30〜16:00

しぞ～かでん伝体操
サポーター養成講座

（全1回）

静岡市が普及している介護予防体操「し
ぞ〜かでん伝体操」のサポーターを養
成します。

成人
（市内在住で健康づく

りに興味のある方）
20人

無料 9/18（火）13:30 〜
10/16（火）
申込順
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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

9月 入場無料 主 …主催　 問 …お問合せ 【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 静岡東急スクエアビル6階
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
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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 

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7月12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

【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

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

※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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