コンサートシリーズ2018-19
第3期 発売開始!!

10/27（土）
より発売
（静岡音楽館倶楽部先行発売10/20
（土）
より）

ソヌ･イェゴン ピアノ･リサイタル

今井信子
（ヴィオラ）
&伊藤恵
（ピアノ）
デュオ･リサイタル

2019

2019

ヴァン･クライバーン国際ピアノコンクール覇者
18:00開演（17:30開場）
全指定￥4,000（会員￥3,600、22歳以下￥1,000）

1/19

1/25

曲目
F.シューベルト：ソナチネ ニ長調 op.137-1,D.384（ヴィオラ版）
R.シューマン：詩人の恋 op.48
（細川俊夫 編）
G.F.ヘンデル：私を泣かせてください（歌劇《リナルド》HWV7 より）
C.フランク：ヴィオラ·ソナタ イ長調 M.8

曲目
より
R.シュトラウス：楽劇《ばらの騎士》
〈最後の愛の二重唱によるランブル〉
（P.グレインジャー 編）

F.シューベルト：4つの即興曲 op.142, D.935
J.ブラームス：ピアノ･ソナタ第2番 嬰ヘ短調 op.2
F.ショパン：ポロネーズ第5番 嬰ヘ短調 op.44

出演
今井信子（ヴィオラ）
伊藤恵（ピアノ）

出演
ソヌ･イェゴン（ピアノ）

ＣRalph Lauer The Cliburn

子どものためのコンサート
東京混声合唱団
2019

2/2
曲目

親子で楽しむ

東混ゾリステン 声楽八重唱

15:00開演（14:30開場）
全指定￥2,500（会員￥2,250、22歳以下￥1,000）
親子券￥3,000

オープニング♪

Ｃ大杉隼平

好評発売中！

オーケストラで綴る

フィギュアスケート名曲コンサート
〜銀盤の妖精へのオマージュ〜
2018

11/16

19:00開演（18:30開場）
全指定￥3,000 （会員￥2,700、22歳以下￥1,000）

より
A.ハチャトゥリアン：劇付随音楽《仮面舞踏会》
〈ワルツ〉
〈花のワルツ〉
P.I.チャイコフスキー：バレエ《くるみ割り人形》op.71a より
〈若い王子と王女〉
N.リムスキー＝コルサコフ：交響組曲《シェヘラザード》op.35 より
G.ビゼー：
《カルメン》第2組曲
S.ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 op.18

（野坂昭如 詞（吉岡治 補）、鷹羽弘晃 編）

エンジョイ･コーラス♪
瀧廉太郎：箱根八里（鳥居忱 詞、林光 編）
中山晋平：シャボン玉（野口雨情 詞、林光 編）
スペイン民謡 幸せなら手をたたこう（木村利人 訳詞、鷹羽弘晃 編）
会場のみなさんと♪
林光：うつくしいのはげつようびのこども（谷川俊太郎 訳詞）
History of chorus
（合唱の歴史）♪
間宮芳生：合唱のためのコンポジション第1番 より 第4曲 ほか

出演
垣内悠希（指揮）
菊池洋子（ピアノ）
静岡交響楽団

出演
東混ゾリステン（声楽八重唱／東京混声合唱団のメンバーより）
北野悠美（ピアノ）

©Jean Philippe Raibaud

AOI･レジデンス･クヮルテット
静岡音楽館AOI

学芸員

竹内

啓

静岡音楽館AOIの専属弦楽四重奏団、AOI･レジデンス･クヮ
ルテットは、今年で結成23年を迎えた。途中、数回のメンバー
交代はあったが、毎年途切れることなく静岡で演奏会を続けて
いる。「専属」
といっても
「常設」ではなく、普段はメンバーそれ
ぞれが個々に活動する日本を代表する音楽家であり、年に一度
集まりこのクヮルテットを続けている。それでも、これだけ長期間
続いている弦楽四重奏団は全国的にも珍しい。
松原勝也（ファースト･ヴァイオリン）、小林美恵（セカンド･ヴァイ
オリン）、川本嘉子（ヴィオラ）、河野文昭（チェロ）の4氏が十数
年に渡り培ってきた円熟のアンサンブルを、本年も11月10日
（土）
にAOIで開催する。メンバーそれぞれが、あるときはアイコンタク
トで、あるときは体の動きで途切れることなくコミュニケーションを
取りながら音を積み上げ奏していく様は、われわれ聴く側にも絶
※都合により内容を変更する場合があります。

Photo by Marco Borggreve

曲目

越部信義：おもちゃのチャチャチャ

1

19:00開演（18:30開場）
全指定￥4,000（会員￥3,600、22歳以下￥1,000）

©Marco Borggreve

えず演奏者側の思いを訴えかけているようであり、耳にも目にも刺
激的で高揚感に満たされる。
11月の演奏会でメインとなるJ.シベリウスの弦楽四重奏曲《親愛
なる声》は、シベリウス独特のメロディや自身の交響曲作品にも引
けをとらない響きの魅力が随所に現れる秀作であり、AOI･レジデン
ス･クヮルテットとして初めての演奏となる。
みなさまには是非直接ホールでメンバー 4人の演奏を体全体で
感じていただきたい。
メンバー：
平成7 ～ 9年
松原勝也、小林美恵（ヴァイオリン）、
白尾偕子（ヴィオラ）、安田謙一郎（チェロ）
平成10 ～ 11年 松原勝也、小林美恵（ヴァイオリン）、
白尾偕子（ヴィオラ）、河野文昭（チェロ）
平成12年
松原勝也、小林美恵（ヴァイオリン）、
河野文昭、安田謙一郎（チェロ）
平成13年から
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）

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。

11月
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土

28

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

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

ホール

（17：30）18：00

AOI・レジデンス・クヮルテット

全指定3,500円、会員3,150円、22歳以下1,000円
※未就学児はご入場いただけません

超絶！ ヤヴォルカイ兄弟のピアノ三重奏
ホール

（18：00）18：30～20：30

土

ホール

（18：30）19：00

3,900円

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

第27回チャリティーコンサート「シャンソンの夕べ」
ホール

（17：00）17：30～20：00

3,000円

フルート講習会『笛吹くず〜ら』30周年記念コンサート
ホール

（18：30）19：00

1,200円

アイワ不動産グループチャリティコンサート Vol.6
ホール

（18：00）18：30〜20：10

3,000円

サークル “この1曲” をとことん語る
講堂

19：00～20：30

（11：30）12：00

無料（要申込）

※19：00終演予定

無料（どなたでも）

静岡マンドリン愛好会 第44回定期演奏会 マンドリンの夕べ
ホール

（17：45）18：30～20：30

一般1,000円、学生500円

平成30年度静岡県立総合病院がん医療公開講座
講堂

（13：00）13：30～16：00

無料（どなたでも）

第18回 井上幸子 リサイタル ～クラリネットとバスクラリネットの世界10 ～
日

ホール

（18：00）18：45～20：45
一般3,000円（前売2,500円）、学生2,500円（前売2,000円）、小中高1,500円（前売1,000円）

パリ木の十字架少年合唱団
水

ホール

（18：15）19：00～21：00

4,000円

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

事業部

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

主 シャンソンの夕べ実行委員会（大村）
問 054-255-2053

主 フルート講習会「笛吹くず〜ら」小沢
問 090-8555-8013

主 アイワ不動産ホールディングス
問 054-253-2811

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

静岡・室内楽フェスティバル2018 第8回 アマチュア・アンサンブルの日♪
ホール

主 一般社団法人静岡県社会福祉士会
問 054-252-9877

主 静岡新聞社・静岡放送
問 054-281-9010

オーケストラで綴る フィギュアスケート名曲コンサート ～銀盤の妖精へのオマージュ～

18

25

無料（要申込）

静岡・室内楽フェスティバル2018

14

24

（13：00）13:30～16:30

第13期 ピアニストのためのアンサンブル講座（第6回）

土

17

講堂

第13期 ピアニストのためのアンサンブル講座（第5回）

10

16

障害者差別解消啓発セミナー

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

主 静岡マンドリン愛好会事務局
問 080-3635-1972

主 静岡県立総合病院医事課
問 054-247-6111

主 井上幸子
問 080-3266-5814

主 テレビ静岡事業部
問 054-261-7011

※都合により内容を変更する場合があります。

2

申込不要・どなたでも参加できるイベント
「しずおか中部連携中枢都市圏ビジョン」 登載事業

サイエンスキッズ育成事業

あつまれ！ふしぎひろば

静岡県中部エリアを代表する学校、科学館、博物館などの
出展者の皆さんが、楽しい実験や工作を用意しています。

11 /

23 金 祝

このイベントでは「科学」 を通じて、静岡県中
部エリア5市2町（ 静 岡 市、 島 田 市、 焼 津 市、
牧之原市、藤枝市、吉田町、川根本町）が協力・
連携します。

日時：10：00 〜 15：30受付

※12：00 〜 13：00は休憩

会場：9階 企画展示室
出展：ふじのくに地球環境史ミュージアム、ディスカバリーパーク焼津天文科学館、
藤枝市教育委員会、静岡県立清水東高等学校、静岡市立高等学校、
静岡県立静岡農業高等学校、静岡県立科学技術高等学校、吉田町立吉田中学校、
静岡県立榛原高等学校、しずおか科学コミュニケーター倶楽部

ほか

主催：静岡市
企画・制作：
（公財）静岡市文化振興財団

サイエンスショー

「あれもこれもグルグルまわせ！～回転の科学～」
おどろき・ふしぎがいっぱいの楽しい大型科学実験ショー！
タイヤ、コマなど、身の回りには回転するものが
たくさんあります。
くるくると回転するときに起きる科学を紹介します。

11 /

3

土 祝

4

日

日時：11：00、14：00
（各回30分程度）
会場：9階 イベントホール

サイエンス玉手箱

「消防フェアinる・く・る」
毎回違ったテーマの実験・工作・観察を楽しもう。
今回は、火災について科学的な視点から紹介します。
消防士さんのお話や防災かるた、紙芝居を通して
災害について学ぼう！子ども用防火服の着用体験もあるよ。

11 /

3

10

日時：13：30 〜 15：30受付

土

会場：8階 ワークショップスペース
講師：静岡市消防局予防課

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：10月16日(火)、23日(火)、
11月6日(火)、13日(火)

事 前 申 込 が 必 要 な イ ベ ント
科学茶房

極地×植物カフェ「極地に生きる植物たち」
11 /

18

日

極寒の北極や南極、富士山の高山帯のような過酷な環境の中でも、
生きている植物たちがいます。
極限環境に生きる植物には、どんな生き抜く工夫があるでしょうか？
植物博士の増澤先生にお話いただきます。

日時：13：00 〜 15：00
会場：8階 創作ルーム
講師：増澤武弘さん（静岡大学防災総合センター 客員教授）
対象：どなたでも（小学校高学年～大人におすすめ）、30人
申込方法：10/8（月・祝）9：30 ～
静岡科学館（054-284-6960）へ電話申込（申込順）

ペンギンのフンが植物に関係している？

る・く・る自然観察会

「ひっつき虫観察会」
11 /

17

土

オナモミなど、虫ではないけど
ひっつき虫と呼ばれる植物を観察します。

日時：10：00 〜 11：45
会場：麻機遊水地 第４工区（静岡市葵区芝原）※現地集合現地解散、雨天中止
対象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴）、30人
会費：100円（保険料）
申込方法：10/20（土）9：30 ～
静岡科学館（054-284-6960）へ電話申込（申込順）
共同主催：静岡県自然観察指導員会中部支部

企画展情報

12 /

〜 2/

22 土 17

日

日時：9：30 ～ 17：00
会場：9階 企画展示室 ほか
入場・体験無料、申込み不要

あったか～い静岡に、つめた～い世界がやってくる！
？
静岡だって雪や氷を見たい！そんな皆さんのために雪と氷をテーマにした企画展開催決定！
南極と北極はどっちが寒い？ なんで静岡は雪が降らないの？ホッキョクグマとペンギンの大
きさは？ 人工雪の結晶の観察や雪崩実験、ミニ雪だるまづくりなど雪や氷の実験や体験が
盛りだくさん！今年の冬はる・く・るへ雪見遠足にGO！
※都合により内容を変更する場合があります。

4

清水にぎわい落語まつり

11月23日（金・祝）清水テルサ公演、11月25日（日）マリナート公演は
ご好評につき、完売いたしました。ありがとうございました。

エスパルスドリームプラザ公演

11月23日（金・祝）
開

演︰17:30（16:45開場）

料

金︰全席自由3,500円（１ドリンク付）

会

場︰サウンドシャワーアーク

立川生志

林家彦いち

三遊亭兼好

三遊亭萬橘

［エスパルスドリームプラザＰ１
（立体駐車場）
１Ｆ］

＜チケット取り扱い＞

マリナート電話＋窓口

TEL:054-353-8885
営業時間9:00～22:00
※月曜休館、
月曜祝日の場合は翌平日
チケットぴあ
TEL:0570-02-9999 （Ｐコード：488-226）
ローソンチケット
TEL:0570-084-004 （Ｌコード：41873）
エスパルスドリームプラザ
エスパルスドリームプラザ1F駿河みやげ横丁
営業時間10:00 ～ 18:00
TEL054-355-3005 ※電話予約不可

サンクトペテルブルク室内合奏団

クリスマス/アヴェ・マリア
豊かな弦のハーモニーと幻想的なハープの響き、透き通った
ソプラノの歌声が聖夜を彩る。
バロックの傑作をはじめとした名曲の数々を、心をこめてお届けします。
ロシア随一の芸術の都で活躍する室内合奏団によるクリスマスコンサート。

12 月14日（金） 開場18:30

開演19:00

会場 : 静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
出演 : サンクトペテルブルク室内合奏団
料金：全席指定・税込 一般4,500円 ※未就学児入場不可
＜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
イープラス
http://eplus.jp
光藍社チケットセンター TEL050-3776-6184
主催︰静岡新聞社・静岡放送、光藍社
共催︰静岡市清水文化会館マリナート

5

※都合により内容を変更する場合があります。

※月曜休館、月曜祝日の場合は翌平日
（Ｐコード：124-681）
（Ｌコード：43458）

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。

11月

主 …主催 問 …お問合せ

1

木

2

金

4

日

4

日

10

Concerto in Giappone
小ホール （18：00）19：00〜21：00

土

11

日

11

日

17

土

17

土

18

日

18

日

24

（林）
問 090-6096-8009

学生：無料

主 自由民主党静岡市清水支部
問 054-353-1300

大ホール （17：00）18：00〜19:30

自由席

1,000円

第14回静岡市芸術祭 劇団清見潟公演「咸臨丸事件秘話 夕映えの清水湊」

主 静岡市文化協会

大ホール （14：00）14：30～16：00

自由席

前売：1,000円

（静岡市演劇協会：渥美）
問 054-346-7695

当日：1,100円

第33回F&F音楽教室オータムコンサート
小ホール 時間未定

自由席

主 F&F音楽教室

（福嶋）
問 090-7310-3565

無料

第14回静岡市芸術祭「創立50年をへてさらなる高みへ 清水女声コーラスの世界」
大ホール （13：30）14：00～16：00

自由席

静岡フレンズゴスペルクワイア
小ホール 時間未定

自由席

1,000円

ルナール弦楽四重奏団
小ホール （13：30）14：00

問 054-253-7359
主 静岡市文化協会

自由席

（駿河）
問 054-334-7755 静岡市藝道連盟

無料

第二回定期演奏会

自由席

主 ルナール弦楽四重奏団

（河本）
問 090-4116-4750

500円

0歳から入れる！親子クラシックコンサート
大ホール （9：30）10：30～11:30

自由席

無料

主 静岡市
問 054-203-6578

※事前申込制

（特定非営利活動法人 静岡交響楽団／平日10：00～17：00）

ワシタウムイ2018

主 Office Ryujin

小ホール ロビー開場18：00（18：30）19：00～21：00（予定） 指定席 前売：3,000円 当日：3,300円

親子まんが映画会

大ホール （9：30）10：00～11:30

自由席

小ホール （10：15）10：30～17：30（予定） 自由席

一般：1,000円

学生：500円

主 ショパン国際ピアノコンクール in ASIA組織委員会

※当日券のみ

平成30年度静岡市立小・中学校 音楽学習交流会

問 054-347-2861

土

25 日
25 日
28 水
29 木
30 金

（静岡市立清水高部東小学校：森竹）

第36回桂音楽教室 発表演奏会
自由席

主 桂音楽教室
問 054-365-1560

無料

しみずかがやき塾 24期 第6回講座
大ホール （12：30）13：30

主 しみずかがやき塾
問 054-353-6700

会員のみ

第6回清水にぎわい落語まつり（マリナート公演）
桂文枝、三遊亭小遊三、春風亭昇太、神田松之丞、春風亭昇々 完売御礼
大ホール （13：00）14：00

指定席

S席：5,500円

A席：4,500円

小ホール （9：00）9：30～17：00（予定） 自由席

関係者のみ

静岡・室内楽フェスティバル2018 マリナートプレミアムフライデーコンサート
自由席

無料

（松永）
問 090-3254-9859
主 学校法人藤原学園日本平幼稚園

関係者のみ

若竹幼稚園 生活発表会 おゆうぎ会

小ホール （18：00）18：30

問 054-353-8885

主 清水歌謡音楽協会

無料

第61回日本平幼稚園 生活発表会

大ホール （9：00）9：30～13:00

主 静岡市清水文化会館マリナート

B席：3,000円

清水歌謡音楽協会 第29回合同発表会

大ホール （9：30）10：00～14:30

問 03-6907-2474
主 静岡市音楽学習交流会実行委員会

大ホール （9：15）9：30～15：30（予定） 関係者のみ
小ホール 12：00～16:00

問 054-689-3607
主 ㈱エムアイ企画

900円

第20回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 静岡地区大会

祝

問 054-345-2277

主 静岡フレンズゴスペルクワイア

前売：2,000円

大ホール （11：30）12：00～16:30

主 静岡市文化協会

（静岡市合唱連盟・清水女声コーラス：鈴木）

12周年コンサート

第14回静岡市芸術祭「藝道大会」

20 火
23 金

1,000円

自由民主党静岡市清水支部 政経講演会

土

10

自由席

※要整理券（事前配布）

問 054-334-5281
主 学校法人補陀学園若竹幼稚園
問 054-367-1696
主 静岡市清水文化会館マリナート
問 054-353-8885

ギャラリー A・B・C・D
10/

−11/

31 水 4

平成30年度静岡県高等学校総合文化祭（美術・工芸部門）
日 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
全面

9:00～17:00

最終日15:00まで

無料

主 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

『BEAT IT!! 新今川物語2018』
“オダvs.イマガワ”因縁の戦いが再び…!?
静岡市民文化会館

館長

中村 正史

奈良時代（718年）、駿河国を訪れた高僧 行基上人が、聖
武天皇の病気平癒を祈願し、法明寺（葵区足久保奥組）
のクス
の木を伐採して、7体の千手観音像を造り、法明寺、平澤寺、
増善寺、霊山寺、徳願寺、建穂寺、久能寺（現鉄舟寺）
に安
置しました。これが駿河七観音です。
このうち増善寺は、今川義元の父である今川氏親の菩提寺
となっています。本堂には氏親の像が安置され、境内の小高
い丘の途中に氏親の霊廟がひっそりと佇んでいます。氏親は北
条早雲と手を結び、伊豆や関東にも出兵、遠江を領国とする
一方、戦国時代の代表的な分国法「今川仮名目録」を作り上
げ、駿河今川氏の基礎を築き上げた有力な戦国大名です。
その後、後継者争いを経て今川家の当主となった義元は、

7

※都合により内容を変更する場合があります。

イメージイラスト：yazwo

甲斐の武田信玄、相模の北条氏康と三国同盟を結び、盤石の
態勢で京に向かう途中、桶狭間で織田信長の奇襲に倒れます。
氏親が生きていたら、息子 義元のあっけない死をどのように思っ
たのでしょうか…。
静岡市民文化会館 開館40周年記念事業として、皆様にお届
けする舞台劇『新今川物語2018』は、
「オダvs.イマガワ」をテーマ
に、ここ静岡で繰り広げられるパラレルワールドです。かつてオケ
ハザマの戦いに勝利したオダノブナガは、本能寺の変に倒れるこ
となく1603年、
“オダジパング帝国”
を建国します。それから430年
後、世界は
“オダジパング帝国”
“
、大アメリカ合衆国”
“ユーロシア
連合”
に3分割され、世界の超大国となったオダ帝国は、シズオカ
生まれの者を
「シズオカピープル」
と呼び、排除することにより、繁
栄を謳歌していました。
この時、天は、イマガワの末裔の少女を救世主として遣わしま
した。「世界に君臨するオダ !!」、
「オダに立ち向かうイマガワ !!」…
あなたはどちらを応援しますか？

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。

11月

主 …主催 問 …お問合せ

大道芸ワールドカップin静岡2018 プレミアムステージ「ワールドショーケース」/「プレミ
アムナイトショウ」/「ワールドカップ」/「プレミアムショーケース」/「ファイナルステージ」

1

−
木

4

日

3

−
土祝

4

日 中ホール 11/3（16：30）17：00～ 11/4（13：30）14：00～

6
7

ラウドヒル計画「BEAT IT!! ～新今川物語2018～」

8

日

11

日

主 静岡市立安東中学校

安東創造祭「合唱祭」

問 054-284-9999

問 054-253-6839

問 054-246-6418

無料

森昌子スペシャルコンサート2018 スペシャルゲスト：アグネス・チャン

民主音楽協会
主 （一財）

第14回静岡市芸術祭 静岡市民バンド コンセール・リベルテ第66回定期演奏会

主 静岡市文化協会

問 03-3226-9999

MIN-ONインフォメーションセンター

問 090-8457-9284

静岡市民バンドコンセール・リベルテ（野村）

第14回静岡市芸術祭 静岡太鼓フェスティバル2018

主 静岡市文化協会

平成30年度 第26回全国高等学校生徒商業研究発表大会

主 静岡県商業高等学校長会

バレエ公演「白鳥の湖」全幕

主 前田バレエ団／

大ホール （9：00）9：00～16：50 関係者のみ

（青山）
問 054-259-4930 静岡太鼓連盟
問 054-255-6241

静岡県商業高等学校長会（静岡商業高等学校内）

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
大ホール （14：30）15：00～ 指定席 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） 問 054-246-1593 前田バレエ団事務局

横内幼稚園発表会

主 横内幼稚園

（川島）
問 054-245-1133 横内幼稚園

大ホール （9：00）9：20～11：30 関係者のみ

展示室 A・B・C

7

静岡市立安東中学校

中ホール （13：00）13：30～16：30 自由席 一般1,000円 中・高・子供500円

29 木

−
水

主 NPO法人 静岡市民劇場

大ホール （13：45）14：30～17：00 自由席 一般1,000円 中・高800円

25 日

2

静岡市民劇場 第415回例会 青年劇場『島』鑑賞会

大ホール （13：30）14：00～16：00 （18：00）18：30～20：30 S席（指定席）
：6,800円、A席（自由席）
：6,000円

22 木

−
金

主 サンデーフォークプロモーション

大ホール （9：30）10：00～12：00、
（12：30）13：00～15：00

金

11

Mariko Takahashi Concert vol.42 2018 Katharsis
金 中ホール 11/7（18：00）18：30～21：20 11/8（12：30）13：00～15：50 11/9（12：30）13：00～15：50 会員のみ

木

9

静岡市文化振興財団共同事業体

問 054-251-3751

大ホール （17：30）18：00～20：30 指定席 8,500円

9

問 054-205-9840
主 静岡市民文化会館 指定管理者

指定席 一般1,500円 学生・小人（大学生・高校生以下）1,000円

火
−
水

大ホール それぞれの開演時間、入場料は大道芸ワールドカップ実行委員会へお問い合わせください。

主 大道芸ワールドカップ実行委員会

8

木 A・Ｃ展示室

11 日

−
土

心の健康フェア2018 ハートフルアート展

24 25 日

9：30～16：00

最終日は13：00まで

主 静岡県精神保健福祉協会
問 054-202-1220

無料

講演会のみ大会議室

11/8 （12：30）13：15～14：30

Ｂ展示室

10：00～16：30 （最終日は14：00まで） 無料

無料

静岡駿府ライオンズクラブ「第10回5才児夢の絵画展」
絵本の読み聞かせ会のみＣ展示室 11/10 （13：00）13：30～16：00

主 静岡駿府ライオンズクラブ
問 054-272-8781

無料

主 毎日新聞社／

第37回 富士山学生書写書道展
Ａ展示室

10：00～17：00

富士山学生書写書道展運営委員会

最終日は15：00まで

問 054-254-2671

無料

バレエ公演「白鳥の湖」
全幕

富士山学生書写書道展事務局（毎日新聞静岡支局内）

静岡市民文化会館 開館40周年記念事業

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

11月25日（日）

15:00開演 ※開場は開演の30分前
会

場

お問合せ

静岡市民文化会館
･ 前田バレエ団

大ホール

054-246-1593

料

金

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
･ 静岡市民文化会館

054-251-3751
※都合により内容を変更する場合があります。
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静岡市美術館
〒420-0852 静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー3階 TEL.054-273-1515
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）

ヨーロッパ磁器の最高峰・フランスのセーヴル磁器は、18世紀半ばに王立磁器製作所として出発しました。ポンパ
ドゥール侯爵夫人、ルイ16世や王妃マリー・アントワネット、ロシア皇帝エカテリーナ2世などヨーロッパの王侯貴族
を虜にした優美なセーヴル磁器は、芸術家らとコラボレーションするなど、創造的な活動を続けています。
本展はセーヴル磁器300年の軌跡を、セーヴル陶磁都市所蔵の優品約130件で紹介する日本初の大規模展です。
最終会場の静岡でご堪能ください。
「めぐるりアート静岡」は、今を生きる作家を
紹 介 する展覧会です。6回目となる今 年は、
会 期 ︰10月23日（火）～ 11月11日（日）※月曜休館
東静岡アート&スポーツ／ヒロバ、静岡県立
＊東静岡アート&スポーツ／ヒロバのみ 10月20日（土）～ 11月11日（日） 美術館、静岡市美術館、中勘助文学記念館
＊静岡市美術館のみ 10月23日（火）～ 11月25日（日）
で開催します。会場をめぐりながら、海外を
東静岡アート＆スポーツ/ヒロバ＝白砂勝敏、石上和弘、木下琢朗、岩野勝人、千葉広一
含む8人の多彩な表現に出合うことで、見慣
静岡県立美術館＝鈴木諒一
れたまちが違って見えるかもしれません。

観覧無料

静岡市美術館＝杉山功

中勘助文学記念館＝ノエル・エル・ファロル

静岡市美術館
会

エントランスホール

期 ︰10月23日（火）～

11月25日（日）※月曜休館

杉山功アーティストトーク 11月25日（日）14：００～
※参加無料、申込不要、当日直接会場へ

杉山功（すぎやまいさお／彫刻家／ 1954年 旧清水市生まれ／イタリア カッラーラ在住）
杉山功は、1983年イタリアに渡り、良質な大理石の産地として知られるカッラーラの美術アカデ
ミーに入学、以来ずっと彼の地で制作しています。大理石にときに木を組み合わせたその作品は、
イタリア語で「SANTUARIO」
（聖域）と題されます。地中海世界の晴朗な石の文明と八百万
の日本の木の文化―悠久の二つの流れが、静謐な造形のうちに思索されています。
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■ワークショップ「コンテナ・アートベースの壁を塗り替えよう！」

■コンテナ・アートベース公開制作「ゴリラ出現！」

彫刻家・岩野勝人さんを講師に、アートベースの大きな外壁を塗り替えます。
日時：9月30日（日）14：00 ～ 17：00 ※雨天中止
場所：東静岡アート＆スポーツ／ヒロバ（キリンのいるコンテナ・アートベース周辺）
定員：小学生以上30人
申込不要、当日先着順、参加無料。汚れてもよい服装で会場へ。

彫刻家・岩野勝人さんが、昨年のキリンに続いて今年は" マウンテンゴリラ "をコンテナ・
アートベースで制作します。制作の様子は、どなたでも自由にご見学いただけます。
日時：10月28日（日）13：00 ～ 15：00 ※雨天中止
場所：東静岡アート＆スポーツ／ヒロバ（キリンのいるコンテナ・アートベース周辺）
申込不要、観覧無料

※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.https://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（https://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）
12/2（日）

「しずまえ」料理講座

10：00～13：00

（全1回）

静岡市の漁港で水揚げされる、新鮮で
おいしい「しずまえ鮮魚」の魅力を調理
実習をとおして紹介します。

小学4 ～ 6年生と
保護者10組20人

1組1,000円

12/16（日）

心と向き合う
コミュニケーション

自分の心と向き合い、人とのつき合い
方について考えます。

成人20人

1人300円

12/3（月）必着・
1枚1人・年齢も記入

３歳以上の子と
保護者15組

1組300円

11/10（土）10:00 ～
申込順

ガーランドのクリスマス飾りとパタパタ
本を作ります。

小学生と保護者8組
16人

１組800円

12/2（日）必着・
1枚1組

2019年の干支「亥」の木目込人形を作
ります。

12人

1人4,000円

11/5（月）必着・
1枚1人

（全3回）

古本を持参したり、持ち帰ったりする古
本交換市です。

どなたでも

無料

イ草のしめ縄花飾り・
畳のこと

畳のヒミツについて学び、正月用のイ草
のしめ縄花飾り作りに挑戦します。

①小学生とその保護
者12組 ②12人

①1組2,500円
②1人2,500円

10：00～12：00

（全1回）

手づくりハンコで
年賀状を作ろう

12/16（日）

10：00～11：30

12/23（日）

13：00～15：00

手づくりハンコで年賀状を描きます。

（全1回）

クリスマスＤＩＹ
～ガーランドとパタパタ本作り～
（全1回）

11/18（日）必着・
参加者全員の氏名
（学年）も記入

西部生涯学習センター
干支
（亥）の
木目込人形作り

11/24（土）

10：00～17：00
※各自完成次第終了

（全1回）

11/30（金）11：00～17：00
12/1（土）9：30～17：00
12/2（日）9：30～13：00
12/15（土）

①10：00～12：00
②13：30～15：30

古本リサイクル市

（全1回）

当日､ 直接会場へ
お越しください。

11/26（月）必着・年齢
も記入・1枚1組または
1人

東部生涯学習センター
11/24（土）

振り込め詐欺対策講座

13：30～15：30

（全1回）

振り込め詐欺対策等、防犯について学
びます。

50人

無料

当日､ 直接会場へ
お越しください。

12/4（火）

東部医療講座
癌の話と癌検診について

癌と癌検診について正しい知識を学び
ます。

30人

無料

11/6（火）10：00 ～・
申込順

1人200円

11/15（木）14：00 ～・
申込順

11/9（金）10：00 ～・
申込順

14：00～15：30

（全1回）

音のふしぎを
体験しよう

12/15（土）

10：00～11：30

（全1回）

音のふしぎを実験や「おどるへび」「な
5歳～小学生20人
きまねこっぷ」などの工作を通して体験
（未就学児保護者同伴）
しよう！

北部生涯学習センター
12/1（土）、8（土）

アートと心理学

10：00～12：00

（全2回）

12/2（日）、9（日）、16（日）

食と文化の世界紀行
～ベトナム編～

10：00～13：00
※初回は10：00～11：30

（全3回）

様々なアート作品から、人間の心の不思
議さに迫ります。

30人

無料

ベトナムの紹介やベトナム料理の調理
など、ベトナムの食と文化について学
びます。

12人

1人1,500円

11/19（月）必着・
1枚1人

中国語会話を学びます。初めての方で
も気軽に楽しく学べる入門講座です。

成人20人

1人1,000円

11/2（金）10：00 ～・
申込順

初 心 者 向 けにフラダ ンスを学 びます。
ゆったり身体を動かしましょう。

成人女性20人

1人1,000円

11/7（水）10：00 ～・
申込順

小学生以上30人（小
学生は保護者同伴）

無料

11/2（金）16：00 ～・
申込順

成人20人

1人1,500円

11/8（木）14：00 ～・
申込順

無料

11/4（日）10：00 ～・
申込順

1人500円

11/6（火）10：00 ～・
申込順

藁科生涯学習センター
11/20〜12/18
の毎週火曜日

19：00～21：00

中国語会話入門
（全5回）

11/21（水）〜来年1/23（水） はじめてのフラダンス
期間中5回
10：00～12：00

（全5回）

12/1（土）

四季の星座 秋の巻

18：00～20：00

（全1回）

12/4（火）、11（火）、18（火）

カリグラフィーで
年賀状をつくろう

10：00～12：00

12/8（土）

10：00～12：00

12/13（木）、20（木）
13：00～16：00

（全3回）

クリスマス
おたのしみ会
（全1回）

おかんじゃけで
お正月飾りをつくろう
（全2回）

秋の夜空の観望と星座の話。
荒天時は
室内で講義を行います。

カリグラフィー（西洋書道）を学んで、
年賀状作りにチャレンジする講座です。

小学生以下50人
クリスマスに関連した絵本の読み聞かせ
（未就学児は保護者
や手遊びなどを行います。
同伴）

藁科地域の伝統玩具「おかんじゃけ」の
技法を用いて、お正月飾りを製作します。

15人

※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

講

座

名

内

容

対

象

会

費

申込方法

西奈生涯学習センター（リンク西奈）
11/17（土）、18（日）

にしな文化祭

10：00～16：00

（全1回）

カラオケ、楽器演奏、ダンス等のステー
ジ発表、絵画等の作品展示、各種体験
講座を実施し、利用団体の日頃の活動
成果を発表します。

どなたでも

12/2（日）、9（日）

韓国文化を食して学ぶ

韓 国 出 身 の 講 師 が、 座 学と料 理 で 観
光 や 食 文化 など、 韓 国 文化 の 魅 力を
紹介します。

成人16人

1人800円

はじめての競技かるた

百人一首を用いた、競技かるたについて
の知識や遊び方を学びます。
※最終回会場：藁科生涯学習センター

小学生16人

無料

もっとあそぼうABC

クリスマスなどの季節に合わせた行事に
ついてゲームやパネルシアターなどを通
じて英語で楽しく学びます。

小学1 ～ 2年生20人

1人500円

参加して楽しむ
健康フェスタ

健康測定、体力測定、生活習慣チェッ
ク、相談コーナーなど。場所：静岡市地
域福祉共生センターみなくる
（南部図書館2階）

どなたでも

無料

古地図で辿る
南部の歴史

南部生涯学習センター周辺の地域の歴
史を学び、実際に歩いてその痕跡を確
かめます。
1回目：座学
2回目：ウォーキング

20人

1人500円

災害から身を守るために、地域の特性
と、自分が取れる対応を学びます。

駿河区に居住または
通勤している人20人

無料

11/15（木）10：00 ～・
申込順

モロッコ出身の講師を招き、モロッコの
生活や観光地の紹介、アラブ・イスラム
文化の魅力についてお話します。

成人20人

無料

11/10（土）10：00 ～・
申込順

お茶の淹れ方や飲み比べ、お茶を使っ
たスイーツ作り体験等を通じて、静岡の
お茶について学びます。

成人15人

1人2,000円

11/8（木）13：30 ～・
申込順

（全2回）

13：30～15：30

12/8（土）、15（土）
10：00～11：30

1/12（土）

（全3回）

来年

無料（一部
体験は有料） 当日､ 直接会場へ
お越しください。

13：00～15：30

12/12（水）、19（水）、
来年1/16
（水）

（全3回）

17：00～18：00

11/4（日）10：00 ～・
申込順

11/2（金）10:00 ～
申込順

11/14（水）10：00 ～・
申込順

南部生涯学習センター
11/23（金・祝）
10：00～14：00

（全1回）

11/24（土）

10：00～12：00

12/1（土）

（全2回）

9：00～12：00

12/6（木）、13（木）、20（木）
10：00～12：00

防災講座
～その時、あなたの街は
（全3回）

当日､ 直接会場へ
お越しください。

11/7（水）必着
多数抽選

長田生涯学習センター
のぞいてみよう！
モロッコの世界

11/21（水）

19：00～21：00

（全1回）

11/22（木）、/29（木）、
12/13（木）、/20（木）、

日本茶を飲もう！
楽しもう！

13：30～15：30

（全4回）

12/4〜来年3/5

冬の親子で
リトミックあそび

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。

食生活
サポートクッキング

生活習慣病予防に関する講話や調理実
習を行います。

65歳以上の方20人

無料

静岡市民バンド コンセール・リベルテ
による、子どもから大人まで楽しめるク
リスマスコンサートです。

140人（小学生以下は
保護者同伴）

無料

11/25（日）13：00 ～・
申込順

昔ながらのしめ縄 飾りづくりに挑 戦し
ます。

中学生以上30人

1人500円

12/1（土）
、10：00 ～・
申込順

子どもの心や発達について、子どもとの
かかわり方、遊びについての育児のポイ
ントを学びます。

6 ヶ月～ 1歳6 ヶ月
までの子を持つ
保護者20人

無料

11/1（木）13：00 ～・
申込順

親子でけん玉の技を習得したり、けん玉
のゲームを行います。※最終回会場：藁
科生涯学習センター

小学生とその保護者
15組

1組300円

11/14（水）10：00 ～・
申込順

の火曜日

①9：45～10：30
②10：45～11：30

12/6（木）

10：00～13：00

12/16（日）

13：30～14：30
（開場は13：00）

12/22（土）

10：00～11：15

（各全11回）

（全1回）

おさだ
クリスマスコンサート
（全1回）

お正月の
しめ縄飾りづくり
（全1回）

1組3,200円
1歳8か月～ 3歳児と
窓口申込
その保護者（年齢は （子が2人の場 11/27（火）
申込日現在）各30組 合は4,800円） 10：00 ～ 10：15

11/12（月）8：30 ～駿
河区役所健康支援課
（℡054-285-8377）へ
申込む・申込順

大里生涯学習センター
11/29（木）

10：00～11：30

12/9（日）、16（日）
10：00～12：00

1/12（土）

来年

13：00～15：30

11

子育て講演会
「ことばを育む
かかわりのヒント」
（全1回）

親子で目指せ！
けん玉マスター
（全3回）

※都合により内容を変更する場合があります。

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 美和分館（アカデ美和）
美和ふれあいのつどい
～活動発表会～

11/24（土）

10：00～14：00

（全1回）

11/25（日）

アカデ美和まつり

9：30～14：00

（全1回）

12/4（火）

子どもに贈る
クリスマスロゼット

10：00～12：00

会社員のための
確定申告

12/16（日）

どなたでも

体験イベント、展示、お茶席、ふるまい
餅等を行います。

どなたでも

無料

（全1回）

当日､ 直接会場へ
お越しください。

無料（一部
体験は有料） 当日､ 直接会場へ
お越しください。

クリスマスをテーマにしたロゼットを、 6歳以下の子を持つ
針と糸を使わずに作ります。
保護者10人

（全1回）

13：30～15：30

アカデ美和を利用するサークルや、老人
会の皆さんによる芸能発表会です。

1人500円

11/13（火）10：00 ～・
申込順

会社員を対象とした、ためになる確定
申告の講座です。

成人（会社員）20人

無料

11/18（日）13：00 ～・
申込順

パパと一緒に木を使ったトナカイのおも
ちゃを作ります。

3歳～小学3年生まで
の子とその男性保護
者10組

1組500円

11/24（土）
、10：00 ～
申込順

健康文化交流館「来・て・こ」
駿河生涯学習センター
パパと作ろう！
木のトナカイのおもちゃ

12/22（土）

10：00～12：00

（全1回）

南部勤労者福祉センター
日

時

講座名

12/12（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）

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

11/14(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

ステキな写真の撮り方
～デジカメ編～

12/1（土）

10：00～11：00

申込方法：

（全1回）

内

容

対

デジカメを使って素敵な写真の撮り方の
コツを学びます。

象

会

成人15人

費

500円

11/10(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）

日

時

コース

内

容

対

象

会

費

11/9（金）

初心者対象
パソコン相談室⑮

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）

11/30（金）

初心者対象
パソコン相談室⑯

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：

内

②14:45～15:45

②14:45～15:45

11/2(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）

タノシサレンサプロジェクト、進行中
葵生涯学習センター

主事補

村岡 すみれ

平成30年度も半分が過ぎ、下半期に入りました。生涯学習
センターでは年間をとおしあらゆる世代の方に向けて、広い分
野の事業を開催しているのですが、その中で平成26年度から
各施設の特性を活かした講座の開催に力を入れてきました。例
えば、藁科生涯学習センターでは５年かけて藁科地域の各所を
紹介するマップ作りを地元の参加者と作り上げたり、長田生涯
学習センターでは用宗の海が近いことから、海の生き物を知る
講座やシラス漁の様子を見学する講座を開催したりといった感じ
で、他のセンターも同様に様々な事業を開催しています。これら
の取り組みによって、講座の参加者の方が講座終了後も継続
的に活動したり、新しい活動を始めたりと、講座を受講しただけ
にとどまらない広がりを見せてくれました。

これまでは各施設がそれぞれで開催していた事業を、今年度、
各施設の事業を
「タノシサレンサプロジェクト」
と銘打ち、生涯学習
センター全体で取り組んでいます。プロジェクトの対象事業はチラ
シなどにロゴがついていますので、ぜひ探してみてください。
このプロジェクトのロゴはジグソーパズルがモチーフとなっていま
す。これは、たくさんのピースをどんどんつなげて作るパズルと、タ
ノシサをたくさんつなげていく
（レンサさせる）
というイメージを重ね
合わせています。
これまで各施設ごとで活動していた人たちが、今回のプロジェク
トを通して他の施設の取り組みを知り、更なる広がりをみせるきっ
かけになってもらえればと思います。このタノシサレンサプロジェク
トの取り組みはリーフレットや生涯学習センターのFacebookで紹
介しています。リーフレットは各セン
ターにありますので、お近くに寄っ
た際はぜひお手にとってください。

※都合により内容を変更する場合があります。
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静岡市民ギャラリー［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

15

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

海の幸、山の幸 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）
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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、静岡市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

36

38

中国料理 翡翠宮（2F）
TEL.054-289-6411

TEL.054-289-6414

ポーラ ザ ビューティ
静岡店（1F）
TEL.0120-566-227

41

しゃぶしゃぶブッフェ
しゃぶ葉 静岡（B1）
TEL.054-205-3262

17

35

ティーラウンジ10：00〜22：00（L.O.21:30）
ランチ11：30〜14：30
（L.O.14：00）
、
ディナー17：30〜21：30
（L.O. 20：30）

37

鉄板焼 けやき（2F）
TEL.054-289-6413

日本料理 花凜（2F）

ランチ11：30〜14：30
（L.O.14：00）
、
ディナー17：30〜21：30
（L.O. 20：30）

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）

そば処 岩久本店（B1）

11:00〜21:30
（21:00 L.O.）
※1月1日、火曜日定休

：00〜24：30（L.O.24：00）
、
バー＆ラウンジ エマイユ（25F） 月〜木18
金･土18：00〜25：30（L.O.25：00）
、

葵タワー
39

サービス内容 10％off

TEL.054-284-0111

ランチ平日11：00〜15：00（L.O.14：00）、
オールデイダイニング
土･日･祝11：00〜15：00（L.O.14：30）、
34 THE TABLE
（ザ テーブル） ディナー17：00〜21：00（L.O.20：30）、

TEL.054-289-6410

中西ガレージ
駐車料金 100円引券プレゼント

日･祝18：00〜23：30（L.O.23：00）
静岡市葵区紺屋町17-1

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

TEL.054-275-1560

＊全品5％off

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9月13日現在）
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県庁前

25
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静岡市役所
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23
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七間町

江川町

青葉交番前

NTT
電電ビル

1
呉服町

28

御幸町
紺屋町

常磐町1丁目

2

5

16
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30

MODI

昭和町

26
39

41
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6
栄町

33
19 17

7
21

13

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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