ポプリ壺「エベール」1757年 セーヴル陶磁都市所蔵
Photo ©RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / Martine Beck-Coppola / distributed by AMF

【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
＊（ ）内は前売および当日に限り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】8月17日（金）から10月5日（金）まで販売 取扱場所：静岡市美術館、チケットぴあ[Pコード：769-238]、
ローソンチケット[Lコード：43106]、セブンチケット[セブンコード：067-222]、谷島屋（マークイズ静岡店、パルシェ店、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、中日新聞販売店（一部店舗除く）
【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、テレビ静岡、中日新聞東海本社 【企画】セーヴル陶磁都市
【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 【協賛】大日本印刷 【協力】日本航空、日本通運

気品ある超絶技巧
静岡市美術館

学芸員

吉田

恵理

18世紀ヨーロッパにおいて「磁器」への憧れは大変なものでし
た。各国が競って中国の陶磁器のような、真っ白で硬い磁器の
製法を探求する中、フランスでは、国王ルイ15世（1710-74）の
庇護を受け、1740年、パリ東端のヴァンセンヌに誕生した軟質磁
器製作所が、西端のセーヴルへ移転して王立磁器製作所がで
きると、1769年には硬質磁器の開発に成功します。セーヴル磁
器の誕生です。ここに宮廷の画家や彫刻家が招かれて、特別
注文製作がなされ、優美で繊細なセーヴル磁器の名品の数々
が作られました。それらはポンパドゥール侯爵夫人やルイ16世と
その王妃マリー・アントワネットに納められたほか、外交上の贈
答品ともなり、ロシア皇帝エカテリーナ2世ら、時の王侯貴族たち
を魅了しました。例えば、ポプリ壺「エベール」は緑色に金で見
事なほどに細かな模様が描き込まれ、中央には、まるで油絵具
で描いたような鳥がリアルに表現されます。この鳥たちは、ポン
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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。

パドゥール侯爵夫人など、当時の王侯貴族が憧れたエキゾチック
なイメージでした。
フランス革命を経てナポレオンが台頭すると、セーヴルは新古典
主義の作品を製作し、19世紀半ばからの万国博覧会の時代には
テーブル・ウェアという範疇にとどまらない作品へ展開します。興
味深いことに芸術家やデザイナーとのコラボレーションも盛んで、20
世紀初頭には、セーヴル初の外国人の協力芸術家の彫刻家とし
て、東京美術学校の教授も務めた沼田一雅（1873－1954）が招
かれました。そのリアルで気品ある陶磁彫刻は、大きな象に踏ま
れそうな小さな鼠の尻尾まで、生き生きとしています。そして現代
ではピエール・スーラージュや草間彌生、深澤直人などが招かれ
て製作に携わることで、確かな伝統的技術を保ちながら、常に新
しい造形表現を模索しているのです。
伝統と創造が一体となったセーヴルは、まさにヨーロッパ磁器の
最高峰です。静岡市美術館ではセーヴルの300年に及ぶ活動の
軌跡を、セーヴル陶磁都市の優品約130件で紹介する日本初の
大規模展を開催します。細部の緻密で見事な職人技も見どころ
です。どうぞおたのしみください。

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。
臨時休館：2018年10月5日
（金）

・ポンパドゥール侯爵夫人や王妃マリー・アントワネットなどヨーロッパの王侯貴族たちを魅了した名器が一堂に！
・セーヴル磁器製作所の300年に及ぶ伝統と創造の軌跡を、約130件の名品で紹介する日本初の大規模展！

№1 ポプリ壺「ポンパドゥール」1753年 Photo ©RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / Martine Beck-Coppola / distributed by AMF
№2「リボンのデジュネ」、別称「パーヴェル・ペトロヴィチのキャバレ」1772-1773年 Photo ©RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / Droits réservés / distributed by AMF
№3 ジョウロ 1755年 Photo ©RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / Martine Beck-Coppola / distributed by AMF
№4 象とねずみ 沼田一雅 1906年 Photo ©RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / Martine Beck-Coppola / distributed by AMF
№5 マリー・アントワネット／王妃の胸像 1777年 Photo ©RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / Thierry Ollivier / distributed by AMF
＊作品は全てセーヴル陶磁都市所蔵

講演会「セーヴルって？－セーヴルがしてきたこと、
今していること－」
日

時︰11月10日（土）14：00－15：30（開場 13：30）

講
師：北野珠子氏（東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻 准教授）
会
場：静岡市美術館 多目的室
定
員：70名（応募多数の場合は抽選）
参 加 料：無料
申込締切：10月25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。

※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。
静 岡・音 楽 館 × 科 学 館 × 美 術 館 共 同 事 業

ミュージアム・コンサート「気軽にモーツァルト」
日
出
曲
会
定
参

時︰10月14日（日）

残席僅少

15：00－16：00（開場 14：30）

旧五十嵐邸

竹久夢二展

静岡市が所蔵する竹久夢二作品（志田コレクション）を、
蒲原の国登録有形文化財旧五十嵐歯科医院で展示します。

日

時︰10月11日
（木）～10月14日
（日）

演：里見有香（ピアノ）、大倉礼加（ヴァイオリン）、
10：00－16：30
金持亜実（ソプラノ）
目：W.A.モーツァルト：歌劇《ツァイーデ》K.344（336b） 会
場：旧五十嵐邸
より〈安らかにおやすみ〉、歌劇《フィガロの結婚》K.492
（静岡市清水区蒲原3丁目23-3）
より〈恋とはどんなものかしら〉ほか
入
場：無料
場：静岡市美術館 多目的室
問 合 せ：旧五十嵐邸 ℡：054-385-2023
員：70名（全席自由）
主
催：静岡市
企画協力：（公財）静岡市文化振興財団
加 料：1,000円（チケット制、未就学児入場不可）

※ 静岡市美術館、静岡音楽館AOI（054-251-2200）にて販売。（定員になり次第販売
終了、お電話での予約は静岡音楽館AOIのみでの受付となります。）

協

力：NPO法人旧五十嵐邸を考える会、
蒲原夢二研究会、静岡市美術館

竹久夢二《草に憩う女》大正初期
※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

室内楽フェスティバル2018

10/3水 →11/30金

静岡の秋は、いろんなところで室内楽!

J.S.バッハの世界 ～《音楽の捧げもの》とカンタータ～
10/6土
15:00開演（14:30開場）
全指定¥5,000（会員¥4,500、22歳以下¥1,000）

出演
曲目
J.S.バッハ :《音楽の捧げもの》BWV1079 より
森麻季（ソプラノ）
		
トリオ･ソナタ ト長調 BWV1038
寺谷千枝子（メゾソプラノ）
		
カンタータ 第78番
吉田浩之（テノール）
《イエスよ、あなたは我が魂を》BWV78
河野克典（バリトン）
水谷晃、瀧村依里（ヴァイオリン）
大島亮（ヴィオラ）
花崎薫（チェロ）
佐久間由美子（フルート）
荒木奏美、南方総子（オーボエ）
吉永雅人（ホルン）
桒形亜樹子（チェンバロ）

©Yuji Hori

©Kyota Miyazono

©武藤章

ポール･メイエ
AOI･レジデンス･
クラリネット･リサイタル クヮルテット
10/26金
11/10土
19:00開演（18:30開場）
全指定¥5,000

18:00開演（17:30開場）
全指定¥3,500

（会員¥4,500、
22歳以下¥1,000）

（会員¥3,150、
22歳以下¥1,000）

出演
ポール･メイエ（クラリネット）
©Shin Yamagishi
山田武彦（ピアノ）
曲目
R.シューマン：幻想小曲集 op.73
C.ライネッケ：クラリネット･ソナタ
《ウンディーネ》op.167bis
R.シュトラウス：交響詩《ティル·オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら》op.28
（山田武彦 編）
C.M.v.ウェーバー：協奏的大二重奏曲 変ホ長調 op48, J.204

出演
AOI･レジデンス･クヮルテット
松原勝也、小林美恵（ヴァイオリン）
川本嘉子（ヴィオラ）
河野文昭（チェロ）
曲目
L.v.ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第4番 ハ短調 op.18-4
D.ショスタコーヴィチ：弦楽四重奏曲第8番 ハ短調 op.110
J.シベリウス：弦楽四重奏曲《親愛なる声》ニ短調 op.56

撮影：日置真光

第8回 アマチュア･アンサンブルの日♪
祝 無料（申込不要）
11/23金□
12:00開演
（11:30開場） ※19:00終演予定
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−第1部− 12:00開演

−第2部−

出演
Alumni（ヴァイオリン、
ピアノ）
アンサンブルHONEY（ヴィオラ、
ピアノ）
アンサンブル･ヴァン･ルージュ（ヴァイオリン、チェロ、ピアノ）
アラウンド フィフティーズ（うた、
ヴァイオリン、
ピアノ）
アンサンぶる静岡（フルート、
ヴィオラ、チェロ、ギター）
ラリレロ（弦楽合奏）

出演
篠笛アンサンブル フラウタ
Papillon
（イングリッシュハンドベル）
アンジェリカ（エンジェルハープ四重奏）
プチドレミ
（オカリナ･アンサンブル）
ハンドベルアンサンブル エクレール
フレンズ（マンドリン･ギター･アンサンブル）
ギターアンサンブル サウンド･オブ･ドリーム

14:00開演
（予定）

※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
（11/23を除く）
。

−第3部− 16:00開演
（予定）
出演
クッキーズ（フルート三重奏）
アンサンブル「とろ」
（トロンボーン四重奏）
カプリチオ（木管アンサンブル）
Granz Trombone Quartet
（トロンボーン四重奏）
志太室内楽団（木管アンサンブル）
amici（ピアノ、
うた、サクソフォン、打楽器）
Saxophone Ensemble PICO
（サクソフォン･アンサンブル）
ブラス･アンダンテ静岡（金管アンサンブル）
Ensemble Mishmash
（クラリネット四重奏）
Saxophone Ensemble Pont de Cerisier
（サクソフォン四重奏）
どんどんブラス（金管アンサンブル）

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。

10月

主 …主催 問 …お問合せ

名古屋大福和教授講演『次の震災について本当のことを話してみよう。』

3

水

5

金

6

土

7

日

8

月 祝

10

水

ホール

11

木

11

木

13

土

14

日

17

水

19

金

21

日

26

金

27

土

28

日

主（一社）静岡県損害保険代理業協会

講堂

︵₁₃：₃₀︶₁₄：₀₀～₁₅：₃₀

講堂

₁₉：₀₀～₂₀：₃₀

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。

講堂

︵₁₂：₃₀︶₁₃：₀₀～₁₆：₀₀

無料︵どなたでも︶

ホール

︵₁₃：₁₅︶₁₄：₀₀～₁₆：₀₀

₁︐₀₀₀円

︵₁₈：₀₀︶₁₈：₃₀～₂₀：₃₀

一般₃︐₀₀₀円､学生₁︐₀₀₀円︵高校生まで︶

ホール

︵₁₈：₁₀︶₁₈：₄₀～₂₀：₁₀

一般₁︐₀₀₀円︵要入会︶

講堂

₁₉：₀₀～₂₀：₃₀

講堂

︵₁₀：₀₀︶₁₀：₃₀ ※₁₁：₃₀終演予定

ホール

︵₁₃：₃₀︶₁₄：₀₀～₁₆：₀₀ 一般₁︐₀₀₀円､小学生～高校生₅₀₀円､未就学児無料

講堂

₁₉：₀₀～₂₀：₃₀

無料︵要申込︶

講堂

₁₉：₀₀～₂₀：₃₀

無料︵要申込︶

講堂

︵₁₀：₀₀︶₁₀：₀₀～₁₆：₀₀

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。

講堂

︵₁₃：₀₀︶₁₃：₃₀～₁₆：₀₀

無料︵どなたでも︶

︵₁₃：₀₀︶₁₃：₃₀～₁₅：₃₀

₁︐₀₀₀円

問 054-253-3055

無料︵要申込︶

講演会“この1曲”をとことん語る L.v.ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第4番 ハ短調 op.18-4
無料︵要申込︶

静岡・室内楽フェスティバル2018 J.S.バッハの世界～《音楽の捧げもの》とカンタータ～
大河流日本舞踊発表会

“寛叟会”

ウインドアンサンブル静岡
第3回

第22回定期演奏会

主 石崎 学
問 090-8863-9415
主 うきうきプロジェクト
問 090-6768-7707

青木尚佳（ヴァイオリン）&エマヌエーレ・セグレ（ギター）デュオの夕べ

主 静岡音楽友の会
問 054-253-7789

講演会“この1曲”をとことん語る J.シベリウス：弦楽四重奏曲《親愛なる声》 ニ短調 op.56
無料︵要申込︶

静岡・室内楽フェスティバル2018 子どものためのコンサート 0歳児からのファミリー・コンサートVol.3 完売
全自由₃₀₀円

吉澤実指揮リコーダーオーケストラMYROS第4回コンサート

サークル“この1曲”をとことん語る

仕事はっけんフェア

平成30年度静岡県立総合病院がん医療公開講座
第34回コンサート

～ピアノで、時を超える世界旅行～

静岡音楽館AOIでは、子どもたちが本物の芸術に触れる機
会を作るべく、毎年いくつか子どものためのコンサートを開催して
います。6月16日
（土）に当館にて開催した「子どものためのコン
サート 小川典子 ピアノ･リサイタル ～ピアノで、時を超える世界
旅行～」は、2018年度最初の子どものためのコンサートでした。
小川さんは、イギリスと日本を拠点に世界各地で活躍を続け
る日本を代表するピアニストで、今年の浜松国際ピアノコンクー
ルの審査委員長を務めます。
「ピアノで、時を超える世界旅行」のタイトル通り、プログラム
は、ドイツ出身のL.v.ベートーヴェンの
〈エリーゼのために〉や、
ハンガリ―出身のF.リストの
〈ラ･カンパネッラ
（鐘）〉
など各国の
音楽家のピアノの定番曲が中心で、当日は親子のみならず、
大人のみで来場するお客様も多く見受けられました。

主 MYROS（マイロス）
問 090-8964-3916（小野）

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200
主 静岡県立総合病院医事課
問 054-247-6111
主 吉川
問 090-9022-3671

子どものためのコンサート

小川典子 ピアノ･リサイタル

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

主 DJCPlus
問 054-270-9991（平日のみ）

無料︵どなたでも︶

静岡・室内楽フェスティバル2018 ポール・メイエ クラリネット・リサイタル

ホール

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

講演会“この1曲”をとことん語る D.ショスタコーヴィチ：弦楽四重奏曲第8番 ハ短調 op.110

ちよの会

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200
主 大河寛叟（大河流直門師範名取）
問 090-3442-1161

梅原光洋テノールリサイタル

DOMOpresents

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

イベ ン トレポ ー ト
静岡音楽館AOI

飯田 彩加

小川さんの演奏から、それぞれの作曲家の特徴や曲に込めた
思いが伝わってきて、各国の歴史や、どのような気持ちで作曲し
たのか分かりやすく丁寧にお話ししている姿が印象的でした。
子どもたちはそれぞれお気に入りの曲を見つけたようで、
「こ
の曲を練習する！」
と喜んで帰った子や、
「 私も典子さんみたい
にピアノがうまく弾けるようにがんばります」
とアンケートに書いて
くれた子がいて、今後も子どものためのコンサートを続けてい
きたいと思いました。
次回は、2019年2月2日
（土）
に「子どものためのコンサート 東京
混声合唱団 東混ゾリステン 声楽八重
唱」があります。その他にも子どもも楽し
めるコンサートがございますので、ぜひ
親子一緒にお越しください！
撮影：日置真光

※都合により内容を変更する場合があります。
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静岡市民文化会館 開館40周年記念事業

オリジナル舞台公演

2018年秋！静岡市民文化会館がお届けする！
オダvsイマガワ
奇想天外近未来ファンタジー！
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。全出演者＋脚本家が
静岡生まれか静岡育ち！静岡に生きる老若男女全県民に捧げる、地産地消型×喜怒哀楽満開型ダイナミッ
クエンターテイメント！
日

11月3日（土・祝）17:00開演
4日（日） 14:00開演

時

※開場は開演の30分前

会

静岡市民文化会館

場

中ホール

チケット好評発売中
料

全席指定
（税込）一般1,500円／
学生・小人
（大学生・高校生以下）
1,000円

金

※前売・当日券とも同額
※車イス席は静岡市民文化会館で販売。上記区分と同額、但し介助者1人無料
※3歳以下の方の膝上鑑賞は無料
チケット取り扱い

・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

イメージイラスト：yazwo

バレエ公演「白鳥の湖」
全幕
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。
日

時

会

場

料

金

11月25日（日） 15:00開演
静岡市民文化会館

※開場は開演の30分前

大ホール

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

チケット取り扱い
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･ 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

※都合により内容を変更する場合があります。

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。

10月

3

主 …主催 問 …お問合せ

さだまさし 45周年記念コンサートツアー Reborn ～生まれたてのさだまさし～

水

大ホール （17:30）18:00～21:00

第14回静岡市芸術祭

7

日

8

月 祝

10
11

13

土

14

日

14

日

21

車いす席

8,640円

開会式・静岡吹奏楽団第7回定期演奏会
演奏会

14:30～17:00

要整理券

THE ALFEE 45th Anniversary Best Hit Alfee 2018
大ホール （16:45）17:30～20:30

夢

スター歌謡祭

指定席

小林幸子コンサート

山下達郎

第14回静岡市芸術祭
第14回静岡市芸術祭

日

問 054-283-8115

5,500円

指定席

問 054-284-9999

9,000円

主 青沙流青沙会

問 054-285-6091

無料

主 サンデーフォークプロモーション

指定席

問 054-284-9999

7,200円

長唄邦舞のつどい

中ホール （17:00）18:00～20:30

第14回静岡市芸術祭

28 日

問 080-5110-8594

主 静岡市文化協会
問 054-258-5531

無料

静岡市長唄日本舞踊連盟

指定席

藤間

主 サンデーフォークプロモーション
問 054-284-9999

4,860円

バレエ連盟合同公演

大ホール （15:00）15:30～17:00

主 静岡市文化協会

静岡市民謡協会静岡支部 望月茂雄

Sakura Fujiwara tour 2018 yellow

27 土

Daiichi-TV事業部

主 サンデーフォークプロモーション

無料

中ホール （12:30）13:00～16:30

主 サンデーフォークプロモーション

イーストン

指定席

静岡市民謡協会静岡支部大会

中ホール （9:30）10:00～16:30

静岡吹奏楽団

主 静岡第一テレビ／

南條愛乃ライブツアー2018
大ホール （17:00）18:00～20:30

静岡市民バンド連盟

SS席当日6,800円
（税別）

第39回青沙の会作品発表会
中ホール （12:30）13:00～15:30

問 080-4304-0011

問 0570-064-724

SS席前売5,800円

PERFORMANCE 2018

大ホール （17:00）18:00～21:00

主 静岡市文化協会

主 株式会社夢グループ

フォレスタコンサートin静岡
大ホール （13:30）14:00～16:00

問 054-284-9999

問 054-284-9999

7,560円

（17:30）18:00～20:00 指定席
大ホール
PS席前売6,800円 PS席当日8,000円

木

土

8,640円

大ホール 開会式（13:30）14:00～14:25

水

13

指定席

主 サンデーフォークプロモーション

要整理券

主 静岡市文化協会
問 090-5614-0819

静岡市バレエ連盟

杉山弥知子

展示室 A・B・C

3
7

−
水

8

月 白日会 静岡県支部展
祝 Ｂ・Ｃ展示室
10:00～17:00 初日は13:00から、
最終日は15:30まで 無料

日
−

11 木 14 日
−

17 水 21 日
−

24 水 28 日

静岡市PTA連絡協議会
Ａ展示室

（10:00）10:30～16:30

第14回静岡市芸術祭
Ａ展示室

広報委員会

9:00～16:30

第14回静岡市芸術祭
Ａ・Ｂ・Ｃ展示室 9:00～16:30

第14回静岡市芸術祭
Ａ・Ｂ・Ｃ展示室 9:00～16:30

広報誌コンクール作品集展示会

写真展

創立10周年記念
最終日は15:00まで

白日会静岡支部

青島

主 静岡市ＰＴＡ連絡協議会

主 静岡市文化協会

無料

美術家協会展
最終日は15:00まで

問 054-251-1345

問 054-351-1740

無料

最終日は14:00まで

主 白日会静岡支部

問 054-278-6410

静岡市写真連盟

河原崎

主 静岡市文化協会

無料

書道協会展
無料

問 090-1501-3080

静岡市美術家協会

植田

主 静岡市文化協会
問 090-9027-6155

静岡市書道協会

松永

※都合により内容を変更する場合があります。
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清水にぎわい落語まつり

9月8日（土）より発売開始！

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余名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!
＜チケット取り扱い＞

最新の券売情報はマリナートまでお問合せください

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
TEL:0570-02-9999 （Ｐコード：488-226）
TEL:0570-084-004 （Ｌコード：41873）

チケットぴあ
ローソンチケット

清水テルサ公演

11月23日（金・祝）

エスパルスドリームプラザ公演

全席指定
3,500円

11月23日（金・祝）

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

清水銀座商店街公演

11月24日（土）

開
会

場︰17:30（開場16:45）
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

マリナート公演

全席自由
2,000円

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、雷門音助
［夜の部］三遊亭遊雀、桂宮治、桂竹千代、春風亭昇市

ドビュッシー没後100年記念

全席自由
3,500円
（１ドリンク付）

11月25日（日）

全席指定
Ｓ席 5,500円
Ａ席 4,500円
Ｂ席 3,000円

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

フランスの貴公子

協力事業

ヴァンサン・ラルドゥレ ピアノリサイタル
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。

10月20日（土） 開場13:30

開演14:00

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
＜チケット取り扱い＞ 好評発売中！

マリナート電話＋窓口 TEL：054-353-8885
営業時間9:00～22:00
チケットぴあ
TEL：0570-02-9999
ローソンチケット
TEL：0570-084-004

※月曜休館、月曜祝日の場合は翌平日
（Ｐコード：119-125）
（Ｌコード：42077）

備考︰※未就学児入場不可

フレンチの夕べ

©Fabrice Rault

チェロ二重奏 ミクニのディナーとともに

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。

10月13日（土）

コンサート 18:00～18:30
ディナー 18:30～20:30

会場 : 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】
＜申し込み＞ 8月15日（水）
より受付開始

MIKUNI SHIMIZU
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TEL054-355-3920

※都合により内容を変更する場合があります。

営業時間11:30～15:00、17:30～22:00

※火曜休

備考︰※未就学児入場不可

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。

10月

主 …主催 問 …お問合せ

3

水

4

木

5

金

6

土

6

土

7

日

8

月 祝

13

土

14

日

14

日

清水市民劇場第301回例会
大ホール （18:00）18:30〜20:00

第2回シニアクラブ連合会

日

21

日

星野和音バストロンボーンコンサート2018

主 星野和音バストロンボーンコンサート実行委員会

小ホール （18:30）19:00～21:00

問 090-7695-0788

自由席 一般2,000円 高校生以下1,000円 ※当日券は各500円増

大ホール （15:45）16:30〜19:30 指定席 一般：6,000円 22歳以下：2,000円 ペアチケット（数量限定）10,000円

CADENZIA Group piano concert Volume 3
小ホール （18:00）18:30〜21:00

自由席

一般：1,000円

大ホール （10:00）10:30～16:00

自由席

清水フィルハーモニー管弦楽団

問 090-7439-0361（静岡市吟剣詩舞総連盟：瀧）

大ホール （13:00）14:30～15:30（予定） 楽器体験13:00～14:00 自由席 一般1,500円 0歳から中学生 無料 ※要保護者同伴

藤井フミヤ 35th Anniversary Tour

自由席

主 静岡市文化協会

（静岡市能楽連盟：愛野）
問 054-345-7980

無料

自由席

しみずかがやき塾

24期

大ホール （12:30）13:30

会員のみ

主 静岡市文化協会

（静岡市三曲協会：赤堀）
問 054-367-1804

無料

第5回講座

主 しみずかがやき塾運営委員会
問 054-353-6700

静岡・室内楽フェスティバル2018 協力事業

ドビュッシー没後100年記念

小ホール （13:30）14:00

大学生以下：1,000円

フランスの貴公子

ヴァンサン・ラルドゥレ
指定席

一般：3,500円

ピアノリサイタル

第14回静岡市芸術祭 「清水支部民謡大会」
大ホール （9:15）10:00～16:00

自由席

静岡交響楽団

27 土

主 すみやグッディSBS通り店
問 054-282-3911

関係者のみ

第14回静岡市芸術祭

28 日

問 054-366-6820

定期演奏会

大ホール （13:00）14:00～16:00
（予定） A席：4,500円

28 日

主 静岡市立清水袖師中学校

関係者のみ

第83回

問 054-353-8885

問 054-345-3504（静岡市民謡協会清水支部：杉山）

静岡市立清水袖師中学校合唱コンクール
大ホール （9:00）9:15～11:30

主 静岡市清水文化会館マリナート

主 静岡市文化協会

無料

ピティナ ピアノ ステップ 清水地区
小ホール （10:00）10:30～17:30

問 070-5462-9144

問 054-284-9999

第14回静岡市芸術祭 「三曲演奏会」
大ホール （12:30）13:00～15:30

主 清水フィルハーモニー管弦楽団

主 サンデーフォークプロモーション

8,000円

第14回静岡市芸術祭 「能楽祭」
小ホール （9:30）10:00～16:00

静岡市文化振興課内羽衣まつり運営委員会事務局

主 静岡市文化協会

無料

こどものための演奏会2018

指定席

問 054-221-1040

（稲本）
問 080-4966-7183

さあ、オーケストラと一緒にヘンゼルとグレーテルの世界へ

大ホール （16:15）17:00～

主 羽衣まつり運営委員会

主 CADENZIA

学生：500円

第14回静岡市芸術祭 「吟剣詩舞道大会」

25 木

問 054-351-8191

問 054-270-5236

【雨天会場】第35回羽衣まつり「三保羽衣薪能」 ※晴天会場は清水区三保「羽衣の松」前特設能舞台

20 土

主 清水市民劇場

主 一般社団法人 静岡市老人クラブ連合会

大ホール （12:30）13:00～16:30 会員のみ

20 土

21

テアトル・エコー公演「おかしな二人」

会員のみ

主 特定非営利活動法人静岡交響楽団

B席：3,500円

B席学生：1,500円

清水演劇研究会公演「ほいとうの妻」

（平日10:00～17:00）
問 054-203-6578
主 静岡市文化協会

小ホール （13:30）14:00～16:00 自由席 大人：1,000円 中高生：500円 ※当日券・大人は100円増

問 054-335-8767（静岡市演劇協会清水演劇研究会：前田）

第14回静岡市芸術祭 「音楽祭」

主 静岡市文化協会

大ホール （12:00）12:30～16:00

自由席

無料

（静岡市音楽連盟：山田）
問 054-366-2519

ギャラリー A・B・C・D

−

11 木 14 日
−

20 土 21 日
−

24 水 28 日
−11/

31 水 4

第14回静岡市芸術祭 「クラフト協会展」
全面

9:00～16:30

A・B

10:00～19:00

A・B・C

9:00～16:30

最終日15:00まで

無料

9:00～17:00

最終日15:00まで

無料

みんなの花展

最終日15:00まで
最終日16:00まで

第14回静岡市芸術祭 「文芸展」

無料
無料

問 090-3252-3312（静岡市クラフト協会：谷口）
主 一般財団法人 小原流清水支部
主 静岡市文化協会

平成30年度静岡県高等学校総合文化祭（美術・工芸部門） 第66回静岡県高等学校美術・工芸展 平成30年度 第34回中部展

日 全面

主 静岡市文化協会

（静岡市文芸協会：丹下）
問 054-388-9678
主 静岡県教育委員会／静岡県高等学校文化連盟
問 054-334-0431（静岡県立清水南高等学校）

※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)、
10月16日(火)、
23日(火)

申込不要・どなたでも参加できるイベント

秋の特別体験企画

ドキッ ! ゾワッ !「こわい」 の科学
10 /

13

〜

土

28

日

時間：10:00～16:00
会場：9階 イベントホール

あなたは、
「こわい」
ものがありますか？ 高い所？ 虫？ おばけ？
人間はなぜ、
「こわい」
と感じるのでしょうか。
この秋、
る・く
・るのスタッフが、
ドキッ
！ゾワッ
！とする展示エリアをつくりました。
家族や友だちと一緒に、
「こわい」について考えてみましょう。

ドキドキ！？
びっくり箱をつくろう！

ハラハラ！？
火の玉実験ショー

10 /

10 /

13

〜

土

14

日

時間：13:00～15:30受付
会場：8階 ワークショップスペース
ジャバラをつかって、開けると飛び 出す
びっくり箱をつくるよ。
だれをおどかしちゃう？

科学茶房

鳥カフェ

〜

20 土 21

日

時間：12:00、13:00、14:00、15:00
（各回20分程度）
会場：8階 体験ステージ
持てる火の玉！消える火の玉！
科学館で見る火の玉はこわくない？
目の前で実験を見てみよう。

ゾクゾク！？
ふえ～るボックスを
つくろう！
10 /

〜

27 土 28

日

時間：13:00～15:30受付
会場：8階 ワークショップスペース
ハーフミラーをつかって、のぞくと中に入れ
たものがたくさん増えたように見える箱をつ
くるよ。

事 前 申 込 が 必 要 な イ ベ ント

「イタズラ好き？遊び好き？身近なカラスのふしぎな生態」
10 /

8

月 祝

身近な鳥であるカラス。 皆さんはどんなイメージがあるでしょうか？ゴミを漁る？人を襲う？悪いイメージ
の一方で、車道に木の実を落として車に轢かせて殻を割って食べたり、滑り台で遊んだりととても
興味深いふしぎな生き物でもあります。そんなカラスの行動や魅力について紹介します。

時間：13:00～15:00
会場：8階 創作ルーム
講師：松原始さん（東京大学総合研究博物館 特任准教授）
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：9/9（日）9:30 ～
  静岡科学館（054-284-6960）へ電話申込（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
マークの
見方

日

…往復ハガキ申込

…電話申込

…ホームページ申込

…直接会場へ

時

講

座

名

URL.http://sgc.shizuokacity.jp/

【往復ハガキ】
（多数抽選）
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。
方 法 【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）

内

容

対

象

会

費

申込方法

葵生涯学習センター（アイセル21）
2018年

【葵】9/29～10/7、
【西部】10/16～
10/21、
【藁科】10/30～11/4、
【長
田】11/13～11/18、
【大里】11/27
～12/2、
【東部】12/11～12/16

2019年

子どもの笑顔
写真コンテスト
受賞作品巡回展

「見ているとつられて笑顔になってしま
う」そんな素敵な笑顔の写真を集めた
写真展です。静岡市の生涯学習センター
と静岡科学館を会場に巡回展示します。

どなたでも

無料

10/14（日）

キレイを学んでみつける！
新しい私

宝塚歌劇団OGから自分らしさが活かせ
るメイク法を学びます。

成人女性15人

1人2,000円

コミックから専門書までなんでも無料で
古本を交換する市です。持ち帰りは一人
20冊まで、マイバックをお持ちください。
なお、提供された本は返却できません
のでご了承ください。

どなたでも

無料

静岡音楽館AOIで開催している「静岡の
名手たち」オーディション合格者による
親子向けのコンサートです。未就学児の
お子様もご参加いただけます。
（チケッ
トが必要です） 出演者：鈴木悠紀子（ク
ラリネット）、橋本健太郎（ピアノ）

140人

1人500円

日常生活で起こり得るさまざまな問題
を、経済・法律の観点から解説します。

高校生以上30人

無料

【西奈】1/8～1/13、
【南部】1/22
～1/27、
【駿河】2/4～2/9、
【北
部】2/19～2/24、
【美和】3/5～
3/10、
【科学館】3/21～3/31

13:30～15:30

（全1回）

10/19（金）～10/21（日）
9:30～17:00

古本リサイクル市

11/25（日）

クラリネットで聴く
童謡・唱歌のしらべ

（全1回）

ただし初日は11:00～、
最終日は～13:00

14:00～15:00
（開場13:30）

（全1回）

当日､ 直接会場へ
お越しください。

10/4（木）必着･
1枚2人

当日､ 直接会場へ
お越しください。

窓口 10/6（土）9:00 ～
先着順
※静岡音楽館AOI（葵
区黒金町）でも販売

西部生涯学習センター
10/16（火）、23（火）、30（火）

常葉大学公開講座
現代社会を読み解く
−法律・経済の視点から（全3回）

10/31（水）、11/14（水）、28（水）

子どもといっしょに
骨盤ピラティス

骨盤の歪み改善のピラティスを子どもと
一緒に楽しみます。

3歳までの子と
その母親15組

1組500円

静岡伝統工芸
漆塗り弁当箱

漆塗り弁当箱のふた部分にオリジナルデ
ザインで装飾を行います。

成人16人

1人4,000円

10/16（火）必着･
1枚1人

捨てる意思、捨てない意
思と生前整理

あなた自身の意思を尊重する生前整理
の方法を学びましょう。

市内在住の概ね
50歳以上の方30人

無料

10/3（水）10:00 ～
申込順

プロから学ぶ
楽しいベーグル教室

プロからベーグルの作り方を学びます。

15人

1人1,000円

骨粗しょう症について学びます。

30人

無料

10/9（火）10:00 ～
申込順

東部生涯学習センターを使用している団
体の発表会や展示等を行います。

どなたでも

無料

当日､ 直接会場へ
お越しください。

黒いペンのインクを水につけると不思
議！色んな色にわかれるよ。ろ紙でオリ
ジナルのしおりを作ろう。

どなたでも

無料

当日､ 直接会場へ
お越しください。

3つのB（ベル・ベルター・ボール）を使っ
た体操で身体をほぐします。

成人女性20人

1人500円

10/18（木）14:00 ～
申込順

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12人

1人1,000円

10/19（金）必着・年齢
も記入・1枚1人

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12人

1人1,000円

10/19（金）必着・年齢
も記入・1枚1人

木の実やビーズなどを貼り付けて、自分
だけの時計をつくります。

小学生以下20人
※未就学児は保護者
同伴

1人300円

10/26（金）14:00 ～
申込順

麻機遊水地に暮らすカヤネズミについて
学んでみませんか。

50人

無料

10/24（水）14:00 ～
申込順

18:30～20:30

10:00～11:00（全3回）

（全3回）

11/7～12/12
の毎週水曜日

（全6回）

19:00～21:00

11/7（水）・14（水）
13:30～15:30

11/20（火）

18:30～21:00

（全2回）

（全1回）

9/12（水）14:00 ～
申込順

10/15（月）必着･子の
月齢または年齢も記
入・1枚1組

11/5（月）必着･
1枚1人

東部生涯学習センター
11/6（火）

14:00～15:30

東部医療講座
～骨粗しょう症について～
（全1回）

11/11（日）

東部ふれあいまつり

9:30～20:30

（全1回）

11/11（日）

きれいな花を咲かせよう

10:00～11:30

（全1回）

11/15～12/6

３B体操でリフレッシュ

の毎週木曜日

13:30～15:00

11/16 12/21

～
の毎週金曜日（11/23を除く）

10:00～12:00

11/16 12/21

～
の毎週金曜日（11/23を除く）

13:30～15:30

11/17（土）

10:00～11:30

11/25（日）

13:30～15:30

（全4回）

パソコン初級講座
基礎編
（全5回）

パソコン初級講座
エクセル編
（全5回）

世界に１つだけの
時計づくり
（全1回）

カヤネズミについて学ぼう
（全1回）

※都合により内容を変更する場合があります。

10

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
10/13（土）

9:45～12:30

11/6～12/18
の隔週火曜日

第2回
ほくぶおはなしフェスタ

複数の団体による楽しい絵本の読みき
かせや紙芝居、人形劇を行います。

概ね未就学児から小
学校低学年の子と
その保護者100人

無料

当日､ 直接会場へ
お越しください。

（全4回）

手書きで年賀状を書きましょう。硬筆と
毛筆両方を体験できます。

どなたでも20人

1人500円

10/11（木）10:00 ～
申込順

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12人

1人1,000円

10/22（月）必着・年齢
も記入・1枚1人

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12人

1人1,000円

10/22（月）必着・年齢
も記入・1枚1人

親子で静岡市消防ヘリコプターを見学し
ながら、役割や活動の様子について学 小学生とその保護者
びます。※静岡ヘリポート（葵区諏訪）
15組30人
集合解散

無料

10/26（金）必着・受講者全員
の名前（ふりがな）
、子どもの学
年と性別・1枚につき3人まで

江戸時代の駿府を、
「絵図」を手掛かり
に座学とフィールドワークを通して学ぶ
歴史講座です。

どなたでも20人

無料

10/12（金）10:00 ～
申込順

忙しいときでも簡単に、おいしくできる
料理方法を学びます。

成人12人

1人1,500円

100人

無料

（全1回）

手書きの年賀状を送ろう

13:30～15:30

11/7～12/5
の毎週水曜日

10:00～12:00

11/7～12/5
の毎週水曜日

13:30～15:30

11/10（土）

13:30～15:00
※緊急運航が発生した場合、11/17（土）に延期

11/15（木）、22（木）

親子で学ぶ、
消防ヘリコプターの仕事
（全1回）

絵図で歩く “駿府”
（全2回）

13:30～15:00

11/21（水）、28（水）、12/5（水） 忙しい私の時短クッキング
（全3回）

10:00～12:30

11/5（月）必着・
1枚1人

藁科生涯学習センター
10/13（土）

13:30～15:00

10/27（土）10:00～20:30
10/28（日）10:00～15:30

※保健福祉センター健康まつりは

藁科音楽祭
マンドリンコンサート
藁科生涯学習センター
文化祭
（全1回）

10/27（土）のみ10:00～14:00

藁科生涯学習センター利用団体による、
ステージ、体験、展示、社交ダンスパー
ティと、藁科保健福祉センターの健康ま
つり（土曜のみ）です。

どなたでも

10/2（火）13:30 ～
申込順

当日、直接会場へ。
無料（※一部 一部体験イベントは・
体験は有料） 要事前申し込み。
10/5（金）10:00 ～申込順

11/17（土）、24（土）

駿河竹千筋細工に挑戦！

13:30～15:30

（全2回）

11/17（土）、12/15（土）

おりがみであそぼう！

10:00～11:30
来年1/12
（土）13:00～15:30

マンドリンの演奏会です。

（全1回）

（全3回）

静岡の伝統工芸・駿河竹千筋細工につ
いて学び、作品を作ります。

小学4年生以上15人

1人2,500円

地域の方から様々なおりがみを学びま
す。最終回はむかしあそびフェスティバ
ルを開催します。

小学生15人

無料

10/20（土）10:00 ～
申込順

10/4（木）10:00 ～
申込順

10/6（土）13:30 ～
申込順

西奈生涯学習センター（リンク西奈）
10/25（木）、11/29（木）、12/20（木）

園芸のいろは

14:00～16:00

（全3回）

座学や寄せ植えの体験等を通して、植
物の特徴や育て方を学びます。

16人

1人2,500円

10/28（日）

植松三十里氏講演会
「歴史小説家の裏話」

静岡市出身の歴史小説家植松三十里氏
が日々の裏話を語ります。

130人

無料

今川氏ゆかりの寺院をはじめとする地
域のスポットを巡り、西奈の歴史を学び
ます。

成人15人

無料

13:30～15:30

（全1回）

11/6（火）、20（火）

ふるさと歴史ウォーク

10:00～12:00

（全2回）

・窓口
10/3（水）9:30 ～
申込順※申込は西奈図書館
054-265-2556

10/3（水）10:00 ～
申込順

11/10（土）

にしな音楽の夕べ

16:00～17:00

（全1回）

静岡北中学校・高等学校の吹奏楽部に
よるコンサートを開催します。

100人

無料

11/13（火）

赤ちゃんと母親のための
防災講座

乳幼児を連れて避難する方法や家庭で
できる防災対策について学びます。

20人

無料

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12人

1人1,000円

10/29（月）必着・
1人1枚

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12人

1人1,000円

10/29（月）必着・
1人1枚

身近な花壇を楽しむウォーキングです。
「かるがもロード」と「海辺の花壇」2つ
のコースで実施します。

各20人

無料

男女各10人

1人500円

65歳以上の方20人

無料

10:00～11:30

11/27～12/25
の毎週火曜日

10:00～12:00

11/27～12/25
の毎週火曜日

13:30～15:30

（全1回）

・窓口
10/6（土）10:00 ～
申込順

10/16（火）10:00 ～
申込順

南部生涯学習センター
～かるがもロードコース～
10/20（土）10:00～13:00
～海辺の花壇コース～
10/27（土）10:00～13:00

11/7～11/28
の毎週水曜日

19:00～21:00

なんぶ 花さんぽ
（全2回、各1回）

体も心も元気になる
社交ダンス入門

社交ダンスを基本から学びます。

（全4回）

10/5（金）10:00 ～
申込時に希望するコー
スをお教えください。
申込順
10/17（水）14:00 ～
申込順

長田生涯学習センター
10/19（金）

元気で長生き栄養講座

13:30～15:30

（全1回）

10/21（日）

用宗でビーチコーミング
とクラフト体験

用宗海岸でビーチコーミングをし、その
後、ビーチコーミングで拾った貝や流木
を使ってフォトフレームを制作します。
※用宗公民館（駿河区用宗4丁目）集合解散

3歳以上の子と
その保護者20人

1人300円

10/7（日）10:00 ～
申込順

10/7（日）13:30 ～
申込順

9:30～12:00

10/28（日）

時間旅行 ～インド編～

13:30～15:00

（全1回）

多彩な魅力に満ちたインドのみどころ、文化、
風習等について、インド・ヴァラナシ出身の
講師が英語でお話します。
（日本語通訳付き）

中学生以上40人

1人100円

11/17（土）、24（土）
12/8（土）、15（土）

一針に心をこめて
手芸講座

布を使って季節をテーマとした作品を作
ります。

中学生以上15人

1人1,000円

10:00～12:00

11

（全1回）

簡単一品料理作りと試食を行います。

（全4回）

※都合により内容を変更する場合があります。

9/10（月）8:30 ～
285-8377 駿河区役所
健康支援課へ申込む、
申込順

10/13（土）10:00 ～
申込順

日

時

講

座

名

内

容

対

象

会

費

申込方法

大里生涯学習センター
みのり大学公開講座
楽しく学ぶ交通安全落語

10/18（木）

13:30～15:30

（全1回）

10/21（日）

おおざとフェスティバル

10:00～15:00

（全1回）

11/8（木）、22（木）

コミュニティガーデンを
つくろう！

10:00～11:30

（全2回）

11/9（金）

介護いらずのからだづくり

13:30～15:30

（全1回）

11/10（土）

日本とモロッコが出会う時

13:30～15:30

（全1回）

11/18（日）、12/9（日）

ディスコダンス講座
‘60‘70‘80

16:00～17:30

（全2回）

高齢者学級みのり大学大里学級を体験
できる公開講座です。交通安全落語や
講話を聞く
「交通安全教室」を行います。

20人

無料

10/5（金）10:00 ～
申込順

年に一度の大里複合施設のお祭りです。
センター利用団体や中学生の活動発表、
保健福祉センターによる健康祭り・大里
中PTAのバザーも行われます。

どなたでも

無料

当日､ 直接会場へ
お越しください。

大里生涯学習センター入口の花壇にプラン
ターを設置し、季節の花で彩ります。一回
目はお持ち帰り用の寄せ植えを作ります。

15人

1人1,500円

10/16（火）10:00 ～
申込順

楽しく体を動かしながら脳を活性化させ
よう！体を使った認知症予防講座です。

65歳以上の方30人

無料

10/24（水）10:00 ～
申込順

日出ずる国と日沈む国。モロッコ出身の講師
が、モロッコの暮らしや文化、イスラム教に
ついて日本の文化と比較しながら紹介します。

成人20人

無料

10/26（金）10:00 ～
申込順

60 ～ 90年代のダンスミュージックを聞
きながらソウルダンス・ステップを学び
ます。

20人

無料

10/23（火）10:00 ～
申込順

七五三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

10/9（火）10:00 ～
申込順

旬の野菜のさつまいもや果物のりんご
を使って、親子でお菓子作りをします。

4歳～ 6歳の園児と
その保護者7組14人

1組1,000円

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）
10:00～12:00

11/6（火）

子どもに贈る
七五三ロゼット（全1回）

①11/10（土）
②11/11（日）

おやこお菓子作り
～おいもとりんご～

10:00～12:00

（各全1回）

11/18（日）10:00～12:00
11/25（日） 9:30～12:00

作ってあそぼう！
科学工作隊！（全2回）

科学工作を学び、アカデ美和まつりで
教えよう！

小学生12人

無料

10/21（日）10:00 ～
申込順

11/21（水）

私たちは、高齢期を、
どう生きるか（全1回）

高齢期をどのように生きるかについて学
びます。

どなたでも20人

無料

10/24（水）13:30 ～
申込順

来・て・こおはなしの森
～秋冬～

乳幼児とその保護者を対象としたおは
なし会です。

乳幼児とその保護者
各24人

無料

当日､ 直接会場へ
お越しください。

来・て・こでラジオ体操
～秋冬～

健康づくりに役立つラジオ体操を指導
士より教わります。

各回40人

無料

当日､ 直接会場へ
お越しください。

おひとり様こそ
書いておきたい遺言

おひとり様こそ必要となる財産を守るた
めの遺言書について学びます。

40歳以上15人

無料

10/13（土）10:00 ～
申込順

50代～の相続
あら相続にならない為に

親とご自身の相続があら相続にならな
い為の方法について学びます。

50歳以上15人

無料

10/13（土）10:00 ～
申込順

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～」リンゴ編。

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

10/1（月）10:00 ～
申込順

13:15～15:30

10/26
（金）
必着・希望日・
子どもの年齢も記入

駿河生涯学習センター「来・て・こ」
10/19～来年3/15
の毎月第3金曜日

10:30～11:30
（1月を除く）

（全5回）

10/27～来年3/23
の毎月第4土曜日

（全6回）

10:00～11:30

11/10（土）

10:00～12:00

（全1回）

11/17（土）

10:00～12:00

（全1回）

静大公開講座
「リンゴの多様性」

11/30（金）

14:00～16:30

（全1回）

南部勤労者福祉センター
❖パソコン講座
日

19歳以上または勤労者
時

11/22 12/20

①

～
木曜日13：30～15：30

申込方法：

OS

会 費 ※テキスト代別途

はじめてのエクセル（全5回）

Win7

3,000円

10月10日（水）必着・年齢も記入・多数抽選

日

時

講座名

11/14（水）

19：00～20：30
申込方法：

懐かしのディスコナンバー
を踊る（全1回）

〒422-8021 静岡市駿河区小鹿二丁目25番45号 電話202-4300

内

容

対

懐かしのディスコナンバーに合わせて、
自由にダンスを踊ります。服装も自由で
す。

象

会

成人20人

費

500円

10/10(水)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

11/28（水）

19：00～20：30
申込方法：

懐かしの昭和を踊る
1970年～（全1回）

内

容

対

一度は踊ったことがある、昭和の曲を
バックに懐かしのダンスを踊ります。

象

会

成人20人

費

500円

10/10(水)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

コース

内

容

対

象

会

費

10/12（金）

初心者対象
パソコン相談室⑬

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）

10/26（金）

初心者対象
パソコン相談室⑭

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）

①13:30～14:30

①13:30～14:30
申込方法：

各10人

パソコン講座（Office2013使用）

②14:45～15:45

②14:45～15:45

10/5(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）

※都合により内容を変更する場合があります。

12

13

14

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

10月

15

入場無料

主 …主催

問 …お問合せ

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‥‥

静岡 チケットでスマイル 検索

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。

【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

庭のある珈琲の店
「レザン」
セットメニューは除く
ドリンクメニュー20%off 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

2

静岡シネ・ギャラリー
鑑賞料200円割引
（学生100円割引）

4

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

6

ファミリー食堂 さいとう
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

8

そば処 志ほ川
50円引

10

入船鮨南店
アイスクリームサービス ランチ・宴会時を除く

12

ゆるり屋 二光
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

14

居酒屋食堂 ブタチカ
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

16

路地裏韓居酒屋 韓唐韓
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

18

骨太居酒屋 海山
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

20

居酒屋 とんからり
おすすめ豚料理一品あげる☆

22

ビールのヨコタ
チケットに記載の日付
（期間）
から1週間後まで
ビール1杯目を割引価格にて提供 1回限り有効

24

ラッツァロッサ
10％off

26

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

3

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

5

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

しずおか巻き爪専門サロン Mana
巻き爪補正20％off、
その他施術料10％off

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
17：0 0〜24：0 0、土･日･祝15：0 0〜24：0 0、月曜日定休

25

cafe & bar mare マーレ
生ビールまたはデザート サービス

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）

23

駿河呑喰処 のっち
コース料理10％off
（要予約）

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）

21

ギター教室やまもと
初回レッスン料無料

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

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）

19

こまちや化粧品店
粗品進呈

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

17

英会話スクール BEELINE
入会金50%off
（10,800円を5,400円に）

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

15

鉄板焼 湧登 you-to
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.054-284-5777 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
11：0 0～22：30、火曜日定休

13

三日月堂
500円以上お買上げのお客様は10％off
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

11

美容院 MODA
（モダ）
10％off

TEL.054 -272-7600 静岡市葵区紺屋町11-12 山梨ビル1階
10:0 0～20:0 0、毎週月曜、第3火曜日定休

TEL.054-285-1300 静岡市駿河区南町8-9
11：00～20：0 0、日曜日定休

9

味処 吽治
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.054-252-3200 静岡市葵区伝馬町6-1 静岡東急スクエアビル6階
11：0 0〜15：0 0、17：0 0〜2 2：0 0

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

7

スペイン･バスク料理「Las Tapas」
グラスワインサービス

地図に記載はありません。
寿し割烹 八千代 寿し鐵
チケットに記載の日付
（期間）
から1週間後まで
特選駿河湾地魚1貫サービス 1回限り有効

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

La Vigne 静岡
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100円引 ワインご購入の場合8%off

自然派ワイン専門店

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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27

Men's Beauty Salon Ochiai
イヤーセラピーサービス

地図に記載はありません。

28

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

29

KEI's ナチュラル・セラピー
施術時間10分延長またはロミヘッド10分サービス

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
10:0 0〜最終受付19:0 0、火曜日定休

四川料理・火鍋 躍飛
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

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

GROW STOCK
フライドポテトプレゼント

TEL.054-293-9331 静岡市葵区紺屋町6-9 中ビル5F
月〜木17：0 0〜25：00、金・土・祝前17：0 0〜27：0 0、日曜日定休

駐車場
31

サウスポット伊伝パーキング
駐車料金 100円引券プレゼント

32

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・7:0 0～23:0 0 車高1550mmまで（ハイルーフ車不可）

33

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

※複数施設ご利用の場合はそれぞれ対象になります。
静岡駅北パーキング
1時間以上ご利用のお客様に30分券1枚サービス

※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。

TEL.054-252-0120 静岡市葵区黒金町1-6
年中無休・24時間営業

ホテルセンチュリー静岡

静岡市駿河区南町18-1

サービス内容 10％off

TEL.054-284-0111

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）

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

葵タワー
39

41

静岡市葵区紺屋町17-1

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）

＊全品5％off

11：00～17：00
（ご入店16：00まで）
、

しゃぶしゃぶブッフェ しゃぶ葉 静岡（B1） 17：00～23：00（ご入店22：00まで）
TEL.054-205-3262
＊ランチ5％off、ディナー10％off

清水にぎわい落語まつり
静岡市清水文化会館マリナート

岩科 直子

清水文化会館マリナートの秋と言えば、
「清水にぎわい落語まつ
り」。第6回目の今年は11月23日
（金・祝）
～ 25日
（日）
に開催します。
有り難いことに、チケット発売前からも多くのお問い合わせをいた
だいており、清水にぎわい落語まつりが浸透していることを実感し
ています。今年も静岡市清水区出身の春風亭昇太さんを筆頭に、
桂文枝さん・三遊亭小遊三さん・立川志らくさん…と知名度抜群
の方から若手まで総勢20名余りが清水にやってきます。4会場・5
公演とはいえ、こんなに豪華な落語家の方々が登場することは東
京でもあまりないとのこと。まさに「にぎわい落語まつり」です。
会場は清水文化会館マリナートの他には、清水テルサ、エス
パルスドリームプラザ
（サウンドシャワーアーク）
、清水銀座商店街
（GINZAシャル）。大小さまざまの会場ですから、同じ「落語」の
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中西ガレージ
駐車料金 100円引券プレゼント

（2018年8月10日現在）

公演でも違った味わいをそれぞれに感じることができると思います。
マリナートとテルサはホールで行います
（
“ホール落語”
です）
ので、普
段から音楽・演劇・講演会…と多くのイベントが行われている会場
で指定席ですから、落語の開催もその１つとして、初めての落語と
いう方でも気兼ねなくお越しいただけるのではないでしょうか。すでに
何回も落語公演にご来場いただいている方で、落語が好きだけど本
格的な寄席に行くのにはハードルが高いな…、と感じていらっしゃる
方には、サウンドシャワーアークとGINZAシャルの2つの会場がおす
すめです。この２会場は、ホール会場と比較すると小さな会場で自
由席の公演です。特にGINZAシャルでは昼・夜の２公演実施しま
すから、さながら
“寄席”
の雰囲気を味わえること間違いありません。
どの公演も公演時間が重なっていないので全公演を楽しむことも
可能です。新たに好きな落語家さんに出会えるかもしれません。…
むしろ、出会っていただきたいと思います！公演と公演の間には、せっ
かくですから清水のまちを散策してみてはいかがでしょうか。
この3日間、清水のまちを巡って！笑って！是非楽しんでください！
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呉服町
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御幸町
紺屋町

常磐町1丁目

2

5
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MODI

昭和町

26
39

41

3

6
栄町

33
19 17

7
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32

静岡駅南口

8

12 10
11
14

※ 24

27 はマップ外

31

34

38

静岡ホビースクエア

9

■静岡市葵 区・駿 河区

加盟店 募集中！詳しくは下記へ。
【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）
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