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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

年末年始休館日：12月28日（金）～2019年1月4日（金）

12月14日（金）

3月16日（土）～4月7日（日）

開場18:30　開演19:00

9:30～16:30 （最終入場は16：00まで）
月曜休館（3/18、3/25、4/1）

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グ室内合奏団
料金 ： 全席指定・税込　一般4,500円　※未就学児入場不可

会場 : 静岡市清水文化会館マリナート　1Fギャラリー
料金 ： 早割　 （12/15～1/11） 一般（高校生以上）　700円、3歳～中学生以下 500円
 前売り （ 1/12～3/15） 一般（高校生以上）　800円、3歳～中学生以下 600円
 当日　 （ 3/15～4/ 7） 一般（高校生以上）1,000円、3歳～中学生以下 800円
　　　 ※3歳未満は無料、障害者手帳をお持ちの方はご本人のみ無料

マリナート電話＋窓口 TEL：054-353-8885（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：124-681）

ローソンチケット TEL：0570-084-004　　（Ｌコード：43458）

イープラス ht tp://eplus . jp
光藍社チケットセンター TEL：050-3776-6184

＜チケット取り扱い＞ 12月15日（土）10:00～ 発売開始！
マリナート電話＋窓口 TEL：054-353-8885（9:00 ～ 22:00 ※月曜休館、月曜祝日の場合は翌平日）
チケットぴあ TEL：0570-02-9999
ローソンチケット TEL：0570-084-004
セブンチケット （セブンイレブン店内マルチコピー機にて）

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。

前回大好評の魔法の美術館が進化を遂げてマリナートにやってくる！
マリナート初登場の見て、触って、楽しめる光のアートに加え、前回人気作品も！！
日本を代表するアーティストによる芸術の魔法に、大人も子どももとりこに！

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

主催‥静岡市清水文化会館マリナート、テレビ静岡　　企画協力‥ステップ・イースト

＜チケット取り扱い＞ 好評発売中！

サンクトペテルブルグ室内合奏団

期間はお得な早割チケットを発売！　是非お早めに
12月15日（土）10:00 ～ 1月11日（金）23:59

4 火
第33回清水・市民クリスマス　レーナ・マリア・コンサート 主   清水・市民クリスマス実行委員会

問   054-388-9000大ホール （18：30）19：00～21:00　自由席　1,000円　

5 水
いわさきちひろ生誕100年　前進座公演　「ちひろ −私、絵と結婚するの−」 主   前進座公演「ちひろ」静岡実行委員会

問   054-287-1293（静岡県評）
　   0422-49-2633（前進座）大ホール （13：00）13：30～16:15　自由席　前売：5,000円　当日：5,400円　

9 日
第28回市民による歓喜の歌大演奏会 主   ふれあい音楽運営委員会事務局

問   090-3453-9990（夜間のみ）大ホール （13：30）14：00　自由席　無料

11 火
第35回常葉大学教育学部附属橘小学校　オーケストラ学習発表会 主   常葉大学教育学部附属橘小学校

問   054-263-1080大ホール （13：30）14：00～16：00　自由席　無料　

13 木
Classic Comedy series Ⅰ 「CACTUS FLOWER」 主   シーエイティプロデュース

       キョードー東海
問   052-972-7466（キョードー東海）　大ホール （18：00）18：30　指定席　S席：8,000円　A席：6,000円

14 金

サンクトペテルブルグ室内合奏団　クリスマス/アヴェ・マリア
主   静岡新聞社・静岡放送
       光藍社
問   054-281-9010
       （静岡放送事業部/平日9：00-17：00）
       050-3776-6184
       （光藍社チケットセンター/平日10：00-18：00）

大ホール （18：30）19：00　指定席　4,500円　

14 金
MEKクリスマスコンサート

主   MEKイングリッシュプリスクール
小ホール （9：20）9：30～11:30　関係者のみ　

15 土
静岡交響楽団　県民参加による「歓喜の歌」第九コンサート 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　指定席　A席：4,500円　B席：3,500円　B席学生：1,500円　

16 日
しみずかがやき塾　24期　第7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　

16 日
服部慶子研究室クリスマスピアノコンサート 主   静岡大学教育学部音楽教育講座

       服部研究室
問   054-238-4647小ホール （13：00）13：30～17：00　自由席　無料　

19 水
四季を歌う会　ふれあいコンサート

主   四季を歌う会
問   054-335-3407（遠藤）大ホール （13：00）13：30～15：30　自由席　無料　※要整理券

22 土
東海大学付属静岡翔洋高等学校 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部　吹奏楽部第20回定期演奏会

主   東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部
問   054-334-0726

大ホール （17：30）18：00～20：00　自由席　前売：500円　当日：700円

23 日
第50回東海大学バンドフェスティバル 主   学校法人　東海大学　

問   054-334-0412大ホール （13：00）13：30～16:00　自由席　無料　

24 月
静岡大学管弦楽団　第100回記念定期演奏会 主   静岡大学管弦楽団

問   080-6953-9818大ホール 時間未定　自由席　前売：1,000円　当日：1,100円　

27 木
静岡大学吹奏楽団　第51回定期演奏会 主   静岡大学吹奏楽団

問   090-8023-3680大ホール （18：00）18：30～21:00　自由席　前売：800円　当日：1,000円　（高校生以下無料）

第19回　東海大学静岡地区美術展 主   学校法人　東海大学
問   054-334-0412A 9：00～17：00　無料

静岡県立清水南高等学校芸術科美術展 主   静岡県立清水南高等学校
問   054-334-0431B・C・D 9：00～17：00　※最終日15：00まで　無料

12月

ギャラリーA・B・C・D

祝

祝

祝

休

23 日19 水
－

23 日19 水
－

問主 …主催 …お問合せ

※都合により内容を変更する場合があります。

©taro TOKUI / yudai SHIMIZU

「Shadow+」　徳井太郎 ／清水雄大

©naoaki FUJIMOTO

「色のある夢」　藤本直明

　©masanori MIYAMOTO / tadashi KOIWAHARA

「ensemble silhouette」　宮本昌典 ／小岩原直志
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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：11月6日(火)、13日(火)、12月4日(火)、11日(火)、18日（火）、19日(水)　年末年始休館日：12月29日（土）～2019年1月3日（木）　臨時開館日：12月25日(火)

　  
に「雪見遠足」があるというのもうなずけます。
　そんな雪を渇望する皆さんに贈る静岡科学館の今年度の企
画展テーマは「雪と氷」！　2018年12月22日（土）～ 2019年2月17
日（日）を会期に「見たい！ 知りたい！ つめた～い世界 雪と氷の
ミュージアム」を開催します。
　企画展では、静岡になぜ雪が降らないのかをはじめ、南極や
北極の生き物や研究、流氷や南極の氷など様々な氷、雪や氷の
実験・観察、人工雪でミニ雪だるまづくり、つるつる摩擦体験など、
様々な「雪と氷」を紹介します。特に、1万個のピンポン玉を使った
雪崩の実験や、シャボン玉の膜を凍らせる実験、ホッキョクグマの
大きさは必見です。
　寒い季節は嫌いだけれど、どうせ寒いなら雪や氷を見たいし触
りたい、そんな皆さんも多いかと思います。今年の冬は静岡科学
館に「雪見遠足」へ来てみませんか？

　皆さんは静岡市街地に雪が積もっている所を見たことがある
でしょうか？私は静岡市に引っ越してきて8年目になるのですが、
風花が舞っていたりする降雪は見たことがあるものの、街中で積
もったのは見たことがありません。
　調べてみると、静岡地方気象台（駿河区）で積雪が記録さ
れたのは2005年2月2日の0㎝、薄っすらと積もったのが最後で、
1㎝以上積もったのは2001年2月16日の3㎝までさかのぼってし
まいます。ちなみに各県の地方気象台で積雪記録が少ないトッ
プ3は静岡・宮崎・沖縄で、本州では静岡が一番雪が降りま
せん（気象庁HPより）。 風花が舞っているのが科学館の窓から
見えた時、事務室からも展示場からも歓声が聞こえたり、静岡

雪と氷のミュージアム Coming Soon !

静岡科学館る・く・る　エデュケータ 代島 慶一

毎回違ったテーマの実験・工作・観察を楽しもう。今回は、雪にちなんだ工作。
折紙を12等分に折って、ハサミで切って開くと、雪の結晶が出現！

ペンギンにカメラを背負ってもらってペンギン目線で世界を見たらどんな感じに見えるでしょうか？
このバイオロギングという方法で撮影した映像を使って、生きもの目線で見た世界を紹介します。

人工雪の実験と観察、試験管の水が一瞬で氷に変わる過冷却の実験など、いろいろな雪と氷の
実験を紹介します。クリスマスイブに雪を見てみませんか？

12/
22 土

12/
24 月

12/
26 水

サイエンス玉手箱

折紙を切って雪の結晶の形にしてみよう

雪と氷のミュージアム関連イベント

2018年 12/22 土 → 2019年 2/17 日
会場：静岡科学館る･く･る ９階企画展示室 ほか

あったか～い静岡に、
つめた～い世界が
やってくる！？

もっと知りたい！
南極と北極

１万個のピンポン玉
で雪崩実験！

流氷や南極の氷、
凍ったシャボン膜

も登場！

パウダースノーで
ミニ雪だるま
づくりホッキョクグマや

ペンギンのはく製
がやってくる！

南極でペンギンカメラ？ 北極でサメカメラ？

雪と氷の実験教室 ～人工雪の結晶をつくって観察してみよう～

会場：8階 ワークショップスペース
講師：国立極地研究所 准教授 渡辺佑基さん
対象：どなたでも（小学校中学年～大人におすすめ）
定員：50人程度（立ち見可能）
申込：不要。当日直接会場へ13:00 ～ 14:15

①10:30　②13:00
③15:00  （各回60分）

13:30 ～ 15:30受付

会場：8階 ワークショップスペース
講師：福山市立大学 教育学部 教授 平松和彦さん
対象：小学生とその保護者
定員：各回18組36人（付き添い見学可）
申込：11/24（土）9:30 ～
 静岡科学館（054-284-6960）へ
 お電話でお申し込みください（申込順）

会場：8階 ワークショップスペース
講師：東海大学チャレンジセンター ポリへドロン工作隊
対象：どなたでも
申込：不要。当日直接会場へ

休

つくって楽しい！ あそんで楽しい！
る・く・るナビゲーターとお話しながら工作に挑戦しよう！
12月は企画展にちなんで、ビーズが雪の結晶のように見える万華鏡をつくります。

わくわく科学工作

雪の結晶の万華鏡をつくろう

13:00 ～ 15:30受付

会場：8階 ワークショップスペース
対象：どなたでも
申込：不要。当日直接会場へ

23 日
12/

9 日 祝•



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。

年末年始休館日：12月28日（金）～2019年1月4日（金）

静岡市民文化会館　館長 中村  正史

イ ベ ン ト レ ポ ー ト

　過日、静岡市民文化会館に、市内の小学生が数人で訪
ねて来てくれた。我が街「静岡」を紹介する紙面を作るのが目
的だという。各班に分かれ、市内のどこか一カ所を取材し授
業で発表するらしい。観光名所、地場産品の製造工場、特
産品の農場や加工所など、いろいろ意見を出し合う中で、そ
の子たちは市民文化会館を選んでくれた。理由を聞いてみ
ると、“親に連れられて何回か来たことがあり、大きなホールで
印象に残った”ことや、“有名な歌手が来る”などの声が上がっ
た。「最近ではいつ頃来てくれたの？」と聞くと、皆口々に「ここ
ろの劇場『王様の耳はロバの耳』」を観に来たと語ってくれた。
感想を聞くと、「前の方に座っていたので役者さんの表情が良く
分かり、生の声が聞こえた。」「役者さんの息遣いまで伝わって
きた。舞台ってすごい！」･･･こんな言葉が次 と々飛び出してき
たのには、正直驚いた。

　「こころの劇場」は、人が生きていく上で大切なものを、舞
台を通じて語りかけ、演劇の感動を子どもたちに届けるプロジェ
クトで、劇団四季と（一財）舞台芸術センターが毎年行ってい
る。劇が始まる前には、観劇のマナーも教えてもらう。初めの
内はざわざわと落ち着きのなかった子どもたちも、劇が始まりク
ライマックスが近づく頃には、その世界に浸りきっている様子が
手に取るように分る。
　我が街の紹介に、食べ物やプラモデルなどいわゆる子ども
が好きそうなものに傾かず、劇場を選んでくれた子どもたちの
文化レベルに感心するとともに、劇団四季の地道な活動が着
実に芽生えているのだと確信した。
　今から40年前、静岡市が文化都市として羽ばたくため、当
時の最先端技術を導入して建設した「文化の殿堂」は、今も
子どもたちの心に未来を語りかける舞台になっている。

「こころの劇場」は子どもたちのこころに届いたか

12月22日（土）
12月23日（日・祝）
静岡市民文化会館　中ホール

無料

不要 （直接会場にお越しください。）

・合奏　・クラシックバレエ　・ジャズダンス　・銭太鼓　・体操
・ダンス　・チア　・津軽三味線　・伝統芸能　・ヒップホップ
・フォークダンス　・フラダンス　・フリースタイル　・ブレイクダンス
・夜桜乱舞　・よさこい　・レクリエーションダンス　・和太鼓

※五十音順、一部抜粋

10:00～16:30

10:00～16:30

日　時

会　場

入場料

申　込

出演予定ジャンル

第16回 静岡市民芸能発表会
市内で活動している文化団体や市民サークルが日ごろから練習してきた成果を発表し
ます。子どもから大人まで様 な々世代のグループが幅広いジャンルで出演します。

主     催︰静岡市　　企画·制作︰（公財）静岡市文化振興財団

1 土

キエフ・バレエ－タラス・シェフチェンコ記念 ウクライナ国立バレエ－
『くるみ割り人形』

主   静岡新聞社・静岡放送／
       光藍社
問   050-3776-6184
       光藍社チケットセンター大ホール （14：30）15：00～17：00　指定席

S席13,000円　A席11,000円　B席9,000円　C席7,000円　D席5,000円　

2 日
布袋寅泰 HOTEI Live In Japan 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 （16：15）17：00～19：30　指定席　8,000円　

8 土
第16回静岡市PTA大会

主   静岡市PTA連絡協議会 
問   054-351-1740

大ホール （12：40）13：10～16：30　会員のみ　

12 水
ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2018

主   D a i i c h i - T V
問   054-283-8114　Daiichi-TV事業部

大ホール （18：00）19：00～21：30　指定席　S席8,300円　A席6,700円

劇団四季 『SONG & DANCE 65』 主   静岡新聞社・静岡放送／
  　劇団四季
 　 共催：静岡市民文化会館
問   054-275-3050　劇団四季静岡オフィス大ホール 両日とも　（18：00）18：30～　指定席　S席8,640円　A席6,480円　B席3,240円

KODA KUMI LIVE TOUR 2018 ～DNA～ 主   サンデーフォークプロモーション
　　共催：静岡市民文化会館
問   054-284-9999大ホール 12/15（17：00）18：00～20：30　12/16（14：00）15：00～17：30　指定席：8,800円

20 木
Da-iCE　5th Anniversary Tour -BET-

主   サンデーフォークプロモーション
問   054-284-9999

大ホール （18：00）19：00～21：30　指定席 7,560円　ファミリー席 7,560円

21 金

第15回静岡市暴力・飲酒運転追放、犯罪等に強いまちづくり市民大会
主   静岡市／
　　静岡市暴力追放推進協議会／
　　静岡市交通安全推進協議会／
　　静岡市飲酒運転追放協議会
問   054-221-1058
　　静岡市生活安心安全課

大ホール （12：30）13：30～16：00　無料

第16回静岡市民芸能発表会
主   静岡市
問   054-251-3751　静岡市民文化会館

中ホール 両日とも　（9：30）10：00～16：30　無料

24 月
静岡県立静岡商業高等学校音楽部 第70回定期演奏会 主   静岡県立静岡商業高等学校音楽部

問   054-255-6241
　　静岡県立静岡商業高等学校  菊地大ホール （16：30）17：00～　自由席　前売800円　当日1,000円

24 月
鬼太鼓座 2018 静岡公演

主   鬼太鼓座静岡公演実行委員会
問   054-352-2610

中ホール （16：00）16：30～20：00　自由席
大人前売3,000円　大人当日3,500円　高校生以下前売2,000円　高校生以下当日2,500円

26 水
レキシ TOUR 2018 まんま日本ムキシばなし

主   JAILHOUSE
問   052-936-6041

中ホール （18：00）18：30～　指定席　6,480円

27 木

常葉大学附属常葉中学校・高等学校吹奏楽部 第41回 定期演奏会 主   常葉大学附属常葉中学校・
　　高等学校吹奏楽部
問   054-245-5401　
　　常葉大学付属常葉中学校・
　　高等学校　佐藤

大ホール （17：00）17：30～19：45　自由席　500円

12月 問主 …主催 …お問合せ

14 金

16 日

23 日

13 木
－

15 土
－

22 土
－

休

休

祝



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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年末年始休館日：12月25日（火）～2019年1月4日（金）

会場でご覧ください。
　９月９日に上映した『リュミエール！』（ティエリー・フレモー監督）
では、リュミエール兄弟の貴重なフィルム映像が登場しました。
１８９５年から１９０５年の１０年間にリュミエール兄弟によって製
作されたフィルムは、なんと１４２２本！本映画はこの中から選ば
れた１０８本で構成されています。当時、撮影されたフィルムは
１本約５０秒でした。近代化する街並み、人々の暮らし、コミ
カルな演出、実験的な表現、世界各地の映像…。たった５０秒

の間に、今の映画につながる様々な
表現がつまっていて、もっとたくさんの
フィルムを見たい！と思わせるような充
実した内容でした。
　次のＳｈｉｚｕｂｉシネマアワーは、次回
展「起点としての８０年代」にあわせて
企画中です。お楽しみに。

「Shizubiシネマアワーvol.22　ベル・エポックのパイオニアたち」
静岡市美術館 大庭 千恵子

イ ベ ン ト レ ポ ー ト

　「Ｓｈｉｚｕｂｉシネマアワー」は美術館ならではのセレクトで、さま
ざまな映画を上映するシリーズです。第２２回は「ベル・エポッ
クのパイオニアたち」と題し、ヴラマンク展（７月２８日～９月２４日）
にあわせて開催しました。ヴラマンクの生きた１９世紀末から第
一次世界大戦勃発前までの「ベル・エポック」といわれる時代
に焦点を当て、同時代に活躍した“モダン・ダンスの祖”ロイ・
フラーと、“映画の父”リュミエール兄弟を取り上げました。
　９月８日はロイ・フラーの生涯を描いた『ザ・ダンサー』（ステファ
ニー・ディ・ジュースト監督）を上映しました。パフォーマーとし
て再評価されているロイ・フラー。自ら色や角度を設計した舞
台照明の中で、シルクの衣裳が様々な形を織りなすダンスが
反響をよびました。特に、１９００年のパリ万国博覧会ではロイ・
フラー専用の劇場が設けられ、公演は大評判となりました。
　このパリ万博では、ロイ・フラーのダンスがモチーフとなった
《スカーフダンス》というセーヴル磁器が発表されました。時代
を象徴するテーマと、新しい素材の開発によって作られた磁
器です。開催中の展覧会「セーヴル、創造の３００年」では、《ス
カーフダンス》シリーズのうち、５点を展示していますので、ぜひ

　ヨーロッパ磁器の最高峰・セーヴル磁器は、フランス国王ルイ15世の庇護を受け、18世紀半ば、王立磁器製作
所として出発しました。宮廷の画家や彫刻家を登用しての特注品は、ポンパドゥール侯爵夫人、ルイ16世や王妃
マリー・アントワネットに納められた他、外交の贈答品とてロシア皇帝エカテリーナ2世にも届けられ、王侯貴族ら
を魅了しました。フランス革命を経てナポレオンが台頭すると、新古典主義の作品が、19世紀末にはアール・ヌー
ヴォー、アール・デコの作品が生まれ、芸術家やデザイナーとの共同製作も盛んになります。20世紀初頭にはセー
ヴル初の外国人の協力芸術家として彫刻家・沼田一雅が、現代ではピエール・スーラージュや草間彌生なども招か
れました。
　本展はセーヴル磁器300年の伝統と創造の軌跡を、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。

記念日にあわせて、家族や大切な人への
プレゼントをつくる「プレゼントワークショップ」
シリーズの第26弾。
今回はクリスマスにあわせた作品をつくります。

・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

11月23日（金・祝）～11月25日（日）に展覧会「セーヴル、創造の300年」を有料でご観覧の方、
各日先着50名様にニナス「マリーアントワネット ティー」（ティーバッグ一杯分）をプレゼント！

３連休特典！

しずびチビッこプログラム （セーヴル展）

「クリスマスの準備をしよう！」プレゼントワークショップ vol.26

対　　象：2歳以上の未就学児　各回10名（応募多数の場合は抽選）
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：11月8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。

対　　象：【子ども編】小学生20名（応募多数の場合は抽選）
　　　　　　※見学、付き添い不可
　　　　　　※参加者のご家族は16：20に美術館へお越しください　
　　　　　【大 人 編】中学生以上20名（応募多数の場合は抽選）
　　　　　　※見学、付き添い不可
会　　場：静岡市美術館　ワークショップ室
参 加 料：１人につき500円（材料費含む）
申込締切：11月22日（木）必着 
申込方法：静岡市美術館HP（www.shizubi.jp）または往復はがきにて。

※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。

※往復はがきでの申込は往信面に催事日、催事名、氏名（人数分）、年齢（人数分）、郵便番号、住所、
　電話番号を、返信面に宛先を明記　
※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。

11月24日（土）
①10：30 ～ 12：00　②14：00 ～ 15：30

【子ども編】

12月8日（土）
13：00 ～ 16：30

【大人編】

12月9日（日）
13：00 ～ 16：30

※都合により内容を変更する場合があります。

ダンサー No.13
（テーブルセンターピース「スカーフダンス」より）
1899-1900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



10
※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.https://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（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）

   …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

年末年始休館日：12月28日（金）〜2019年1月4日（金）

1 土
琉球弧の島唄～奄美、沖縄、宮古、八重山の民謡～ 主  静岡音楽館AOI

問  054-251-2200ホール （14：30）15：00　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

1 土
講演会　琉球弧の島唄 主  静岡音楽館AOI

問  054-251-2200講堂 13：00～14：30　無料（要申込）

2 日
21th.CONCERT 主  未来ピアノ教室

問  090-7696-9698ホール （12：45）13：15～16：15　無料（関係者・要整理券）　

2 日
市民公開講演会　講師　山下聖美日本大学教授 主  静岡いのちの電話

問  054-272-4344講堂 （13：30）14：00～16：00　無料（要申込）

4 火
クラシックとセイロンティー Vol.22　エキゾティッククリスマスコンサート 主  スリランカ日本親善クラブ　赤石

問  090-1742-8421ホール （18：00）18：30～20：30　一般3,000円（前売2,500円）

6 木
常葉大学短期大学部音楽科　第27回　定期演奏会 主  常葉大学短期大学部音楽科

問  054-263-1125ホール （18：00）18：30～21：00　1,000円　

7 金
講演会　「作曲家入門　J.S.バッハ」 主  静岡音楽館AOI

問  054-251-2200講堂 19：00～20：30　無料（要申込）　

15 土
オルガン￥500コンサート　クリスマス★コンサート　石丸由佳 主  静岡音楽館AOI

問  054-251-2200ホール （13：30）14：00※15：00終演予定　全自由500円　※未就学児はご入場いただけません

15 土
第38回しゅぴーるピアノ発表会 主  入川美智子

問  054-287-7008ホール （17：30）17：40～21：15　無料（どなたでも）　

16 日
中川眞里子門下生ピアノ・アンサンブルコンサート“楽聖”生誕祭に寄せて 主  中川眞里子

問  054-628-3578ホール （11：15）11：30～15：45　無料（関係者）　

16 日
松浦ピアノ教室発表会 主  松浦ピアノ教室

問  054-258-1420講堂 （12：30）13：00～16：30　無料（どなたでも）　

18 火
第13期ピアニストのためのアンサンブル講座（第7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

19 水
第13期ピアニストのためのアンサンブル講座（第8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

21 金
講演会　「はじめての現代音楽　没後100年　C.ドビュッシー」 主  静岡音楽館AOI

問  054-251-2200講堂 19：00～20：30　無料（要申込）

22 土
三校合同クリスマスマンドリンコンサート 主  静岡高校マンドリン部

問  054-245-0567ホール （13：00）13：30～15：00　無料（どなたでも）

12月 問主 …主催 …お問合せ

12/1土 15:00開演 （14:30開場）

全指定￥3,500 （静岡音楽館倶楽部会員¥3,150、22歳以下¥1,000）

出演　
　知名定男 （沖縄民謡／ナビゲーター）

　大城美佐子 （沖縄民謡）

　大工哲弘 （八重山民謡）

　仲宗根豊 （宮古民謡）

　西和美 （奄美民謡） ほか

曲目
奄美民謡･西和美の世界

　〈野
やちゃぼうぶし

茶坊節〉〈塩
しゅみちながはまぶし

道長浜節〉〈一
ちゅっきゃりあさはなぶし

切朝花節〉

沖縄民謡･大城美佐子の世界

　〈白
しらくむぶし

雲節〉〈下
さぎちぢゅやー

千鳥〉〈恋
くいかた

語れ〉（踊り）〈ひじ小
ぐわぶし

節〉（コンビ唄／知名定男、大城美佐子）

宮古民謡･仲宗根豊の世界

　〈伊
い ら ぶ

良部トーガニー〉〈多
た ら ま

良間ションガネー〉（踊り）〈かぬしゃがまよ〉
八重山民謡･大工哲弘の世界

　〈黒
くるしまくどぅち

島口説〉〈マミドーマ〉（踊り）〈安
あ さ と や

里屋ゆんた〉〈猫
ねこ

ゆんた〉〈とぅばらーま〉

　〈くいちゃ踊り〉（踊り）

沖縄民謡･知名定男の世界

　〈ナークニー〉〈門
じょー

たんか〉〈はんた原
ばる

〉

琉球弧の島唄 ～奄美、沖縄、宮古、八重山の民謡～
奄美諸島から沖縄本島、宮古･八重山諸島に継承される各地の民謡の名手5人を招聘し、
古くから唄い継がれてきた琉球弧の島唄の名曲を披露する。

残券僅少

知名定男 大城美佐子 

大工哲弘 仲宗根豊 西和美

完売

9
※都合により内容を変更する場合があります。　

静岡音楽館AOI
〒420-0851　静岡市葵区黒金町1-9　TEL.054-251-2200　FAX.054-253-3322　URL.http://www.aoi.shizuoka-city.or.jp

●開館時間／9：00～21：30　●休館日／月曜日（祝日の場合はその翌平日）、年末年始
●駐車場はありませんので、お近くの静岡駅北口地下駐車場（エキパ）、駅北パーキングなどをご利用下さい。（有料）

●アクセス／JR静岡駅北口、静岡中央郵便局うえ7～9階。東名静岡インターより15分。

12月28日（金）～2019年1月4日（金）

12月28日（金）～2019年1月4日（金）

葵生涯学習センター（アイセル21）

1/17（木）、24（木）、31（木）
18：30～20：00

スヌーズレンの
理論と実践
（全3回）

新たな教育・医療活動として注目される、
スヌーズレンの理論と実践についてわか
りやすく解説します。

30人 無料 12/20（木）10：00 ～・
申込順

1/27（日）
13：00～15：00

サイエンスカフェ
地震カフェ
（全1回）

地震をテーマに現在進行形の研究、先
端技術について静岡大学理学部准教授
生田領野氏に紹介していただく、サイエ
ンスカフェ形式での講座です。

30人 無料 12/23（日）10：00 ～・
申込順

西部生涯学習センター

1/16（水）、23（水）、30（水）
13：30～15：30

西部歴史講座
「家康公の足跡」

 （全3回）

家康公が各地での戦いを克服しながら、
その後の発展につながる立場を固めて
いった足跡をたどります。

成人40人 1人500円 12/5（水）10：00 ～・
申込順

日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法

12月28日（金）～2019年1月4日（金）

12月28日（金）～2019年1月4日（金）

12月28日（金）～2019年1月4日（金）

北部生涯学習センター

1/9〜2/20
の隔週水曜日

13：30～15：30

はじめての川柳
（全4回）

川柳の基礎を楽しく学びます。 20人 無料 12/12（水）10：00 ～・
申込順

1/19（土）
10：00～12：00

　女性のための
合気道でかんたん護身術

（全1回）

合気道を応用した簡単な護身術を学び
ます。

中学生以上の女性
15人 無料 12/14（金）10：00 ～・

申込順

藁科生涯学習センター

12/22（土）
14：00～15：30
（開場13：30）

クリスマスコンサートin
わらしな
（全1回）

NPO法人静岡県オーケストラスクールの
演奏を楽しむ、クリスマスのお楽しみコ
ンサートです。どなたでもお気軽にご参
加ください。

100人 無料 12/2（日）10：00 ～・
申込順
※1コール4人まで

1/19〜2/16
毎週土曜日

13：30～15：30

やさしい
古文書解読基礎講座

（全5回）

初心者向けに藁科地域に残る古文書を
解説します。 30人 無料

12/11（火）10：00 ～・
藁科図書館

（054-278-4100）へ
申込順

1/27（日）
13：00～16：00

造形とダンスの
楽しい世界
（全1回）

「つくる・おどる・つながる」をテーマに造
形とダンスの2つの活動に取り組みます。

障がいのある方10人
（介助者要同伴） 1人1,000円 12/16（日）10：00 ～・

申込順

2/2（土）
18：30～20：30

四季の星座 冬の巻
（全1回）

冬の夜空の観望と星座の話。荒天時は
室内で講義。

小学生以上30人（小
学生は保護者同伴） 無料 12/7（金）16：00 ～・

申込順

東部生涯学習センター

12/16（日）
14：00～15：30

千代田学区
交通安全講習会

（全1回）

大人はもちろん、子どもにもわかりやす
い交通安全講習会です。交通ルールに
ついて一緒に学びませんか。

100人 無料 当日､ 直接会場へ
お越しください。

1/8（火）
14：00～15：30

東部医療講座
PET－CTと透析治療

（全1回）

癌 の 早 期 発 見 に 効 果 的 なPET－CTと、
腎臓の働きを人工的に補う透析治療に
ついて学びます。

30人 無料 12/4（火）10：00 ～・
申込順

1/26（土）
10：00～11：30

※雨天時室内講義

麻機自然観察会
～冬鳥の観察
（全1回）

麻機遊水地で冬鳥を観察します。
※麻機遊水地（葵区芝原）現地集合・解散 

30人
（小学生以下保護者

同伴）
1人100円 12/13（木）、10：00 ～、

申込順

1/27（日）
10：00～11：30

大道仮説実験
＜ころりん＞講座

（全1回）

結果をみんなで予想して、実験しながら
答えを探る！子どもから大人まで楽しめ
る科学実験講座です。

5歳～小学生20人
（保護者同伴） 1人200円 12/18（火）14：00 ～・

申込順



11
※都合により内容を変更する場合があります。

12
※都合により内容を変更する場合があります。

12

駿河生涯学習センター

12/14（金）
①13:30～14:30　②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室⑰

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）

12/21（金）
①13:30～14:30　②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室⑱

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：    12/7（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 コース 内　容 対　象 会　費

① 1/8〜2/19
火曜日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 1/11〜2/15
金曜日10：00～12：00

ワード入門 （全6回） Win7 3,700円

③ 1/9〜2/27
水曜日19：00～21：00

ワード中級 （全8回） Win7 4,800円

④ 1/9〜2/6
水曜日10：00～12：00

はじめてのエクセル （全5回） Win7 3,000円

⑤ 1/10〜2/14
木曜日13：30～15：30

エクセル入門 （全6回） Win7 3,700円

⑥ 1/8〜2/26
火曜日19：00～21：00

エクセル中級 （全8回） Win7 4,800円

⑦ 1/11〜2/8
金曜日19：00～21：00

パワーポイント入門 （全5回） Win7 3,000円

申込方法：    12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 1/7〜3/18
月曜日19：30～20：30

ズンバ月曜 （全10回） 2/11（月・祝） 3,500円

② 1/10〜3/14
木曜日13：30～14：30

入門ヨガ木曜 （全10回） 3,500円

③ 1/8〜3/12
火曜日19：30～20：30

ヨガ火曜 （全10回） 3,500円

④ 1/11〜3/15
金曜日19：30～20：30

ヨガ金曜 （全10回） 3,500円

⑤ 1/10〜3/14
木曜日19：30～20：30

入門エアロ木曜 （全10回） 2,000円

⑥ 1/12〜3/16
土曜日10：30～11：30

初級エアロ土曜 （全10回） 2,000円

⑦ 1/9〜3/13
水曜日19：30～20：30

中級エアロ水曜 （全10回） 2,000円

申込方法：    12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（Office2013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

12月28日（金）～2019年1月4日（金）

12月28日（金）～2019年1月6日（日）

日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法 日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法

12月28日（金）～2019年1月4日（金）

12月28日（金）～2019年1月4日（金）

12月28日（金）～2019年1月4日（金）

12月28日（金）～2019年1月4日（金）

大里生涯学習センター

1/12〜2/2
毎週土曜日

10：00～12：00

デジタル一眼レフで
写真を撮ろう！
（全4回）

デジタル一眼レフを駆使して静岡の魅力
ある風景を撮影します。現役プロカメラ
マンがマンツーマンで実践指導します
ので、初心者も安心です。
※3回目は屋外で撮影を行います。

デジタル一眼レフを
お持ちの方12人 1人1,000円

12/18（火）必着

1/20（日）
13：30～15：30

親子でかがくあそび
（全1回）

科学絵本の読み聞かせと実験・工作を
通じて科学に親しみを持つ、親子向け
の体験講座です。

小学2年生までの子
どもとその保護者12

組
無料 12/21（金）10：00 ～・

申込順

1/25（金）
10：30～11：30

人形劇あっぷっぷ
冬公演
（全1回）

人形劇あっぷっぷによる乳幼児親子向
けの手遊びやエプロンシアター、人形劇
などを行います。

100人 無料 12/19（水）10：00 ～・
申込順

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）

1/11（金）、18（金）
10：00～12：00

男性のための、
冬の温まる料理講座

（全2回）

男性のための料理講座です。寒い冬に
温まる料理を作りましょう！ 成人男性10人 1人2,000円 12/6（木）10：00 ～・

申込順

1/11〜3/8
の隔週金曜日

13：30～15：00

コミュニケーション・
スキルアップ講座

（全5回）

「伝え方・聴き方・（絵本の）読み方」に
ついて学びます。 15人 1人1,000円 12/7（金）13：30 ～・

申込順

1/25（金）
9：00～11：00

小学3年生ふるさと
美和学習交流発表会

（全1回）

「おいしいお茶ってどんなお茶？」美和
地区の3年生が調べたお茶のことを伝え
茶おう！

どなたでも 無料 当日､ 直接会場へ
お越しください。

1/26（土）
10：00～12：00

※雨天中止
1/27（日）に延期

学ぼう！あそぼう！
安倍川の石のこと

（全1回）

安倍川の河原で石について学び、集め
た石に絵を描きマグネットを作ります。

小学生とその保護者
15組 無料 12/14（金）10：00 ～・

申込順

1/30（水）
13：15～15：30

まち歩きMAPでみる
地域の歴史
（全1回）

「安倍川流域まち歩きMAP」を参考に
しながら美和地区の歴史について学び
ます。

20人 無料 12/19（水）13：30 ～・
申込順

健康文化交流館「来・て・こ」

12/8（土）
10：00～14：00

来・て・こ祭
（全1回）

利用者による活動発表、趣向を凝らし
た楽しいブース、運動体験、模擬店など。
年に1度の来・て・このお祭りです。

どなたでも
無料

（一部の体験
は有料）

当日､ 直接会場へ
お越しください。

1/15（火）、2/19（火）、
3/19（火）、

10：30～12：00

親子でお料理ごっこ
～冬～
（全3回）

未就園児向けのお料理教室です。五平
餅、冬野菜の米粉シチュー、人参ケー
キなどを作ります。

1歳以上～ 3歳未満
の子とその保護者

8組
1組3,500円 12/4（火）10：00 ～・

申込順

1/17（木）、31（木）、
2/7（木）、

10：00～12：00

ねんねちゃんの
ベビマ&ママ体操　冬

（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31年1月1日時点

で6か月以内

1組1,000円 12/13（木）必着・子の
名前と月齢も記入

1/19（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アプローチ
する。

20代～ 40代の女性
16人 1人1,000円

12/15（土）必着

1/26（土）、2/2（土）、
2/9（土）

13：15～14：45

常葉大学公開講座
「人生最期まで

美味しく食べるには」
（全3回）

人生の最期まで「美味しく・楽しく」食
べることの大切さについて考える講演
会。

高校生以上30人 無料 12/15（土）13：00 ～・
申込順

西奈生涯学習センター（リンク西奈）

12/19（水）
10：00～12：00

手作りしめ縄飾り
（全1回）

正月飾りの一つであるしめ縄飾りを作り
ます。 成人15人 1人500円 12/5（水）10：00 ～・

申込順

12/22（土）
14：00～15：00

リンク西奈クリスマス会
（全1回）

季 節 の 絵 本 の 読 み 聞 か せ や ブック
トークを行います。 60人 無料

・窓口
12/5（水）9：30 ～・
申込順
※申込は西奈図書館
054-265-2556

1/20（日）
13：30～15：00

もっと世界を知ろう
～伝統楽器編～

（全1回）

中国の楽器二胡、パラグアイの楽器アル
パの演奏が聴けるコンサートです。 100人 無料

・窓口
12/16（日）10：00 ～・
申込順

1/23（水）、
2/13（水）、27（水）

13：30～15：30

みのり大学
体験公開講座
（全3回）

睡眠、外国文化、ジオパークに関するこ
とを取り扱います。一度みのり大学を体
験してみませんか。

静岡市に在住する
60歳以上の方30人 無料 12/19（水）10：00 ～・

申込順

南部生涯学習センター

12/7（金）、14（金）、21（金）
13：30～15：30

静岡はじめてものがたり
（全3回）

静岡発祥の産業等の歴史的背景を紹介
し、その分野に精通する方のお話をう
かがいます。

30人 無料 12/1（土）14：00 ～・
申込順

1/13〜2/3
の毎週日曜日

14：00～16：00

杉山のものがたり
（全4回）

静岡市に多い「杉山姓」について、その
ルーツや、杉山姓の著名人について解
説します。

30人 1人500円 12/14（金）14：00 ～・
申込順

1/30（水）
10：30～11：30

親子で楽しむ体操教室
（全1回）

未就園児を対象とした親子の体操教室
です。

1歳半以上の未就園
児とその保護者15組 無料

1/7（月）9：00 ～・
申込順
地域子育て支援セン
ター登呂

（054-284-4777）へ
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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

【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 海の幸、山の幸 海山 20 居酒屋 とんからり
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 おすすめ豚料理一品あげる☆
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.054-281-6067　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）

21 しずおか巻き爪専門サロン Mana 22 ビールのヨコタ
巻き爪補正20％off、その他施術料10％off 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

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
17：00～24：00、土･日･祝15：00～24：00、月曜日定休

23 寿し割烹 八千代 寿し鐵　　　　　　 　 地図に記載はありません。 24 ラッツァロッサ
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 10％off
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

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

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

イヤーセラピーサービス
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
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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10月12日現在）

27 KEI's ナチュラル・セラピー 28 四川料理・火鍋 躍飛
施術時間10分延長またはロミヘッド10分サービス 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 
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

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

29 GROW STOCK 30 ワイン食堂 GAV
フライドポテトプレゼント 食事代10％off
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

TEL.054-204-2023　静岡市葵区人宿町2-6-3 パラダイスビル1F
15：00～24：00、日曜日、第2月曜日定休

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。

地図に記載はありません。
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