12/22（土）〜2/17（日） 9:30〜17:00
あったか〜い静岡に、つめた〜い世界がやってくる！？
なぜ静岡には雪が降らないの？ 北極・南極ってどんなところ？
雪と氷にはふしぎや魅力がいっぱい。様々な実験・観察・体験で、雪や氷のヒミツを知ろう！
※詳しくはチラシやHPをご覧ください

ひんやり！びっくり！

雪と氷のふしぎ

つるつる！ズサーッ！

気をつけたい雪と氷

様々な実験・観察を通して、雪と氷について
楽しく知ろう！

楽しいだけじゃない！
雪や氷の気をつけたい点を体験で知ろう。

★ミニ実験ショー

★１万個のピンポン玉で雪崩実験！

「シャボン膜を凍らせてみよう」「ダイヤモンドダストを見
てみよう」など、毎週雪と氷にちなんだ楽しい実験ショー
をお送りします。
日時：期間中の土・日・祝日限定（1/6までは毎日開催）
①11:30、②14:15、③15:45（各回15分程度）

★雪と氷の実験・観察コーナー

日時：期間中の土・日・祝日限定（1/6までは毎日開催）
①11:45、②14:30、③16:00（各回15分程度）

★雪の重さを感じてみよう
★ヤカーリング体験
ヤカンでつるつるカーリング！？

12の実験・観察が楽しめる！

ぺんた

★いろいろな氷にさわってみよう
南極の氷、流氷など．
．
．

★実況！各地の雪もよう
天気としての雪を紹介。

わくわく！

雪遊びコーナー

比べてみよう！

南極VS北極
どんなところ？ どっちが寒い？
南極と北極について紹介します。

★ミニ雪だるまづくり
手のひらサイズの
雪だるまがつくれます！
くまごろう

★ホッキョクグマがやってくる！
ホッキョクグマやペンギン、アザラシなどのはく製がやっ
てきます！ 本物の大きさや毛並みを間近で観察してみま
しょう！

★つめたい極地の世界
★寒さを乗り切れ！
動物のヒミツ

みんなの雪と氷キャンペーン
その①「静岡の雪景色」写真を持っていこう！
前回、静岡市街地に1㎝以上雪が積もったのはなんと2001年。
そこで、静岡県内で撮影した貴重な雪景色の写真をみなさんから
募集し、会場のフォトスポットに飾ります。
提供してくれた方にはオリジナルグッズをプレゼント！

その② 写真投稿でプレゼント！
会場内で撮った写真を「＃るくる」をつけてSNSでシェアしよう！
投稿した画面を見せてくれた方に、オリジナルグッズをプレゼント！
※詳しい参加方法はチラシやHPをご覧ください。
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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：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)

すべて申込不要、どなたでも参加できます
Dr.ナダレンジャーの自然災害科学実験ショー

楽しく学ぶ こわい災害

もしも雪崩にあったなら！
？地震や大雨、突風…いろいろな自然災害のニュースがある今日
この頃。笑いあり、涙あり、真剣ありのいろいろな実験をしながら自然災害と防災につい
てサイエンスショーを行います。

1/

13 日 • 14 月 祝

サイエンスショー

①11:00、②13:00、③15:00
（各回40分程度）
会場：8階 ワークショップスペース
講師：防災科学技術研究所
Dr.ナダレンジャーさん ナダレンコさん
定員：100人程度

－196℃!! なんでもかんでもカッチコチ！？

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！
今月は、－196℃の液体窒素で様々なものをカチコチにします。
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26 土 • 27 日

サイエンス玉手箱

①11:00、②14:00
（各回30分程度）
会場：8階 ワークショップスペース
定員：100人程度

楽しいお天気教室

毎回違ったテーマの実験・工作・観察を楽しめるサイエンス玉手箱。
今回のテーマは、お天気のふしぎです。雲、虹、雪をつくってみよう！
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12 土

13:30 ～ 15:30受付
会場：8階 ワークショップスペース
講師：日本気象予報士会 静岡支部

「雪の結晶」をみる
静岡科学館る・く・る エデュケータ

織田 悠希

雪の結晶はどのような形をしていると思いますか？おそらく
六角形の結晶を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
写真にあるよ
うな「樹枝状結晶」はイラストなどでもよく見かけま
ろっか
す。雪は「六 花」
という異称をもちますが、空から舞い落ちる
雪の結晶はどれも花のように美しい形をしています。そんな雪
の結晶には、実はひとつとして同じものがありません。研究で
は、雪の結 晶は121種 類に分 類されています（グローバル分
類）。しかしこれは特徴によって分類したにすぎず、一見する
と同じに見える結晶でも、まったく同じものはないと考えられて
います。
1936年、雪の研究者である中谷宇吉郎は、世界で初めて
人工の雪をつくることに成功しました。中谷博士は雪の結晶
について研究し、
「雪は天から送られた手紙である」
という言葉
を残しています。 雪をみると、いろいろなことが分かります。

雪の結晶は先に述べた樹枝状だけでなく、角板や扇形、つづ
み型などさまざまな形があります。その形の違いは、雪の結晶
ができる雲の中の気温と水蒸気の量によって生じます。中谷博
士が研究したこの関係性は「ナカヤダイヤグラム」
と呼ばれ、例
えば気温が－15℃前後で水蒸気量が多いと樹枝状の結晶が、
同じ－15℃でも水蒸気量が少ないと角板ができることが分かりま
す。降ってきた雪の結晶を見れば、その結晶ができた雲の状態
を推測できるのです。まさに「天から送られた手紙」
といえます。
静岡科学館で開催する企画展「雪と氷のミュージアム」は、中
谷 博 士 の 紹 介をはじめ、
人 工 雪の結 晶の観 察や
氷の実 験など、
「 雪と氷 」
をさまざまな視点から見つ
めた体 験 型 展 示となって
います。この冬は静岡科
学 館で、 雪と氷を楽しん
でみませんか？
写真提供：株式会社興和 藤野丈志氏

※都合により内容を変更する場合があります。
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ソヌ･イェゴン ピアノ･リサイタル
第15回ヴァン･クライバーン国際ピアノコンクール覇者、
ソヌ･イェゴンがAOIに初登場！
！
2019

1/19土

18:00開演（17:30開場）
全指定 ￥4,000 [Pコード＝344-448]

（静岡音楽館倶楽部会員￥3,600、
22歳以下￥1,000）
出演
ソヌ･イェゴン（ピアノ）
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

©Ralph Lauer The Cliburn

今井信子（ヴィオラ）&伊藤恵（ピアノ）
デュオ･リサイタル
ヴィルトゥオーゾ

！
日本が世界に誇る名演奏家2人による夢のデュオ･リサイタル！
2019

1/25金
19:00開演（18:30開場）
全指定 ￥4,000 [Pコード＝344-450]
（静岡音楽館倶楽部会員￥3,600、
22歳以下￥1,000）
出演
今井信子（ヴィオラ）
伊藤恵（ピアノ）
曲目

Photo by Marco Borggreve

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
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※都合により内容を変更する場合があります。

ⓒ大杉隼平

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。
年末年始休館日：12月28日（金）〜2019年1月4日（金）

1月

6
13
14
16
18
19

主 …主催 問 …お問合せ

クレール＝マリ・ル・ゲ
日

（12:30）13:00～14:30

主 静岡新聞社事業部
問 054-281-9010

4,500円

第13期ピアニストのためのアンサンブル講座（第9回）
日

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

第13期ピアニストのためのアンサンブル講座
月 祝

ホール

修了記念コンサート

（14:30）15:00 一般:1,000円、
会員・22歳以下:無料
※未就学児はご入場いただけません

サークル“この1曲”をとことん語る
水

講堂

19:00～20:30

宮地茂樹
金

講堂

土

25 金
26 土
27 日
30 水

ホール

無料
（要申込）

ブラスリサイタル

（18:30）19:00～20:40

ソヌ・イェゴン

20 日

31

ホール

ピアノ・リサイタル

2,500円
（前売2,000円）

ピアノ・リサイタル

（17:30）18:00 全指定4,000円、
会員3,600円、22歳以下1,000円
※未就学児はご入場いただけません

静フィルメンバーが奏でる 「午後の室内楽」
ホール

（13:00）13:30～16:00

無料
（どなたでも）

今井信子（ヴィオラ）＆伊藤恵（ピアノ） デュオ・リサイタル
ホール

（18:30）19:00 全指定4,000円、
会員3,600円、
22歳以下1,000円
※未就学児はご入場いただけません

オーケストラ・スプラウト第10回リコーダーコンサート2019
ホール

（13:30）14:00～16:00

1,000円
（中学生以下無料）

第45回静岡リコーダー・アンサンブル・コンテスト
ホール

10:00～17:00
（予定） 無料（どなたでも）

静岡県立清水南高等学校

芸術科卒業演奏会

ホール

無料
（どなたでも）

（17:00）17:30～20:00

第9回常葉大学短期大学部音楽科ウインド・オーケストラ定期演奏会
木

ホール

（18:00）18:30～20:30

1,000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

主 ブラスリサイタル
問 080-3067-1504

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

主 静岡フィルハーモニー管弦楽団

（事務局）
問 054-270-3151

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

主 オーケストラ・スプラウト

小島

問 090-3304-9566

主 静岡リコーダー教育研究会
問 054-252-3340

（コンテスト実行委員会事務局
静岡市立駒形小学校内 鈴木光）

主 静岡県立清水南高等学校芸術科
問 054-334-0431

主 常葉大学短期大学部音楽科
問 054-263-1125

※都合により内容を変更する場合があります。
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光と遊ぶ
春のワンダーランド
3月16日（土）～4月7日（日）

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！
9:30～16:30 ※月曜休館（3/18、3/25、4/1）
静岡県初登場の、見て、触って、楽しめる光のアートがたくさん！
12月15日（土）10：00 ～ 1月11日（金）23：59
日本を代表するアーティストによる芸術の魔法に、大人も子どもも夢中に！
期間はお得な早割チケットを発売！ 是非お早めに

会場 : 静岡市清水文化会館マリナート 1Fギャラリー
チケット
（税込み）
早

一般（高校生以上）

割 （12/15～1/11）

前売り （ 1/12～3/15）
当 日 （ 3/15～4/ 7）

3歳～中学生以下

700円

500円

800円

600円

1,000円

800円

※2歳以下は無料、
障害者手帳をお持ちの方はご本人のみ無料

「Shadow+」 徳井太郎 ／清水雄大

＜チケット取り扱い＞ 12月15日（土）10:00 ～ 発売開始！

・マリナート窓口
・チケットぴあ http://pia.jp［Pコード：796-416］
※セブン-イレブン、チケットぴあ店舗
・ローソンチケット http://l-tike.com/［Lコード：41463］
※ローソン、ミニストップ店舗
・セブンチケット［セブンコード：070-203］
※セブン-イレブン店内マルチコピー機
・イープラス http://eplus.jp/
※ファミリーマート店舗
・CNプレイガイド http://www.cnplayguide.com/
◦当日券は、セブンチケット及び会場窓口のみ取扱い

「色のある夢」 藤本直明

©taro TOKUI / yudai SHIMIZU
主催︰静岡市清水文化会館マリナート、
テレビ静岡

「ensemble silhouette」 宮本昌典 ／小岩原直志

©naoaki FUJIMOTO

©masanori MIYAMOTO / tadashi KOIWAHARA

企画協力︰ステップ・イースト

静岡市清水文化会館マリナート
“響きのある街”
プロジェクト

第4回 吹奏楽団マリナート・ウインズ×須川展也
“吹奏楽の街 清水”の復活と、吹奏楽を通じた交流を目的に、静岡市清水文化会館マリナートが
2015 年からスタートさせた期間限定の吹奏楽団。 静岡市内在住者を中心に、年齢層関係なく世代
を超えて吹奏楽を愛好する仲間が一同に集結！ 現在、音楽監督である須川展也氏による指導の下、
公演に向けて練習を重ねています！

3月21日（木・祝）開場14:15

開演15:00

会場 : 静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
出演 : 須川展也、東京佼成ウィンドオーケストラ木管バンド、
吹奏楽団マリナート・ウィンズ
料金：全席指定・税込 一般2,500円、中学・高校・大学生1,500円
小学生無料 ※要整理券 ※未就学児入場不可
＜チケット取り扱い＞ 1月19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 （Pコード：135-607）
主催︰静岡市清水文化会館マリナート
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助成︰
（一財）
地域創造

※都合により内容を変更する場合があります。

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。
年末年始休館日：12月28日（金）〜2019年1月4日（金）

1月

主 …主催 問 …お問合せ

常葉大学附属橘高等学校普通科総合芸術コース吹奏楽専攻 第9回定期演奏会

6

日

10

木

11

金 祝

大ホール （14:30）15:00〜

自由席

ayumi hamasaki LIVE TOUR －TROUBLE－ 2018-2019 A
大ホール （18:00）19:00

指定席

主 清見潟大学塾

自由席

問 054-367-3588

無料

主 静岡新聞社・静岡放送

初春バレエ祝賀コンサート

14

月

19

土

主 サンデーフォークプロモーション静岡
問 054-284-9999

9,300円
（3歳以上有料）

清見潟大学塾 ステージ発表会
小ホール （12:30）13:00〜16:00

主 常葉大学附属橘高等学校
問 054-261-2256

無料

インプレサリオ東京

問 054-281-9010

大ホール （13:30）14:00

指定席

（静岡新聞社事業部/平日9：00～17：00）
050-3161-8171
（インプレサリオ東京チケットセンター）

4,500円

24期 しみずかがやき塾 第8回講座（閉講式）
大ホール （12:00）13:00〜閉講式

13:00〜講座

主 しみずかがやき塾運営委員会
問 054-353-6700

会員のみ

清水市民劇場 第302回例会 劇団NLT公演
「毒薬と老嬢」

20 日

大ホール （18:00）18:30〜21:05

主 清水市民劇場
問 054-351-8191

会員のみ

ギャラリー A・B・C・D

−

10 木 12 土
17

−
木

20 日

27 日
− 2/

30 水 5

清見潟大学塾 修了作品展
全面

9:00～16:30

主 清見潟大学塾

初日は13:00～、
最終日は15:00まで

無料

問 054-367-3588

平成30年度 静岡市立小・中学校美術展

主 第30回静岡市立小・中学校

全面

（静岡市立中田小学校）
問 054-286-3245

10:00～16:30

無料

総合学園ヒューマンアカデミー静岡校 作品発表会
全面

13:00～18:00

9:00～17:00

主 総合学園ヒューマンアカデミー静岡校

（平日10:00-18:00）
問 054-669-8712

無料

第34回 清水区私立幼稚園協会 絵画展

火 全面

美術展実行委員会事務局

最終日は11:30まで

無料

主 清水区私立幼稚園協会

（船原幼稚園:齋藤）
問 054-345-5384

キエフ・クラシック・コレクション

初春バレエ祝賀コンサート
新たな春の到来を晴れやかに祝う！バレエと弦楽アンサンブルの華麗なる饗宴。

1月14日（月・祝）開場13:30

開演14:00

会場︰静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
出演︰キエフ・クラシック弦楽アンサンブル、キエフ・クラシック・バレエ団
料金︰全席指定・税込 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
（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
ローソンチケット
イープラス
インプレサリオ東京チケットセンター

TEL：0570-02-9999
TEL：0570-084-004
ht t p: //e plu s .j p
TEL：050-3161-8171

（Ｐコード：489-656）
（Ｌコード：43834）

ほか

主催︰静岡新聞社・静岡放送、
インプレサリオ東京
共催︰静岡市清水文化会館マリナート

※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「まちは劇場」プロジェクト推進事業
近藤良平・コンドルズ×障がい者ダンスチーム・ハンドルズ静岡公演2019

「君となら なんか変われる 気がするの」
誰もが笑って暮らせる街へ！
障がい者ダンスカンパニー「ハンドルズ」静岡初登場！
障がいのあるメンバーが国内トップのアーティストとコラボ！
静岡の障がい者と静岡「ラウドヒル計画」選抜チームも参加！
2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け！
今、最大注目の「文化活動のバリアフリー」！
静岡市が推進する「まちは劇場」プロジェクトは！
未来に向けて文化芸術のバリアフリーに挑戦します！
ダンス、パフォーマンス、コント、映像がダイナミックに展開する！
情熱とユーモアと寛容と優しさが満載のステージに！乞うご期待！
日

時

1月20日（日）

会

場

15:00開演 ※開場は開演の30分前
料

金

全席自由
（税込）1,000円

チケット取扱

「どうするの あしたのよていが きになるの」（2017/10/21公演）©埼玉県

静岡市民文化会館
中ホール
（舞台上特設会場）
静岡市民文化会館

054-251-3751

※前売・当日券とも同額
※車いす席で観覧される方も同額。但し介助者1名は無料
※3歳以下の方の膝上鑑賞は無料
企画制作：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
埼玉県
彩の国さいたま芸術劇場 ［（公財）埼玉県芸術文化振興財団］
企画協力：ROCKSTAR有限会社・コンドルズ
主
催：静岡市

平成30年度文化庁国際文化芸術発信 拠 点 形 成 事 業

静岡市民文化会館の『オペラ座の怪人』は、やはり凄かった !!
2018年夏、連日のように市民文化会館の大ホールに人の波
が押し寄せた。劇団四季の『オペラ座の怪人』は、17年前の
初演時の観覧者数82,000人を大きく上回る88,000人を記録し
て千秋楽を終えた。再演の観覧者が初演を上回ることは、劇
団四季史上あまり例のないことだそうで、実に嬉しいニュース
だった。
開幕時の懇親会の席で、四季の吉田社長が「目標までもう
少し。あとひと踏ん張り皆様のお力添えをいただきたい。」
と挨
拶され、その後、四季の営業や静岡新聞、市や私たち財団
など関係者のＰＲや口コミが広がり、瞬く間に観覧者が増えて
いった。四季の俳優さんたちが、自身のFacebookで「ぜひお
越しください。私がチケットお取りします!!」などと呼びかけてい
たことも印象深かった。
四季の会 会員の皆様に聞くと、期間中に４回、５回観たと
いう方も珍しくなく、中には28回見たという方もいたと聞く。か
くいう私も4回観劇し、初めのうちは舞台セットの豪華さや、ス
トーリー展開に目を奪われたが、回を追うごとに俳優の表情の
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※都合により内容を変更する場合があります。

イベ ン トレポ ー ト
静岡市民文化会館

館長

中村 正史

細やかさや、耳に残る音楽の心地よさ、華やかな演出の裏に
見え隠れする心理描写など、実に手の込んだ舞台芸術であ
ることが分かってきた。主演のクリスティーヌ・ダーエを務めた
岩城あさみさんと話をする機会があり、
「 毎日同じ役を演じてい
て、
同じクオリティーを保つのって大変じゃないですか？」
と聞くと、
「私は逆に、毎日変化する自分の気持ちを劇の中でも出すよ
うにしてるんです。その方が表情も無理なく出せますし。」
と言っ
ていた。
“舞台は生き物”
と言われるが、だからこそ観るたびに
新たな感動が湧き、また観たくなるのかもしれない。私も、
『オ
ペラ座』の素晴らしさにすっかり魅了されてしまい、早くも次の
ロングラン公演を待ち遠しく思っているところである。
近年、舞台芸術はもちろん展覧会やコンサートなど、質の
高い文化事業の集客が難しくなっている中で、劇団四季のプ
ロ意識の高さと、その一方で、市民に訴えるひたむきさは、
文化の振興に携わる私たちにとって、その源流となるスピリット
を思い起こさせてくれるものだと強く感じた。

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。
年末年始休館日：12月28日（金）〜2019年1月4日（金）

1月
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主 …主催 問 …お問合せ

平成31年静岡市消防出初式

日

大ホール （9:00）9:00～11:30

14 月 祝
14 月 祝

主 静岡市消防団／静岡市消防局
問 054-280-0165

静岡市消防局 消防部 警防課 消防団係

無料

ドラマチック・タンゴ「偉大な歴史(グラン・ヒストリア)」フェルナンド・マルサン・セステート
大ホール （13:30）14:00～16:00

指定席

S席6,500円

A席6,000円

阿部真央 らいぶNo.8 ～Road to 10th Anniversary～
中ホール （17:00）18:00～20:00

指定席

（14:30）15:00～ 自由席 1,000円 ※3歳以下の膝上鑑賞は無料。
中ホール
※車いす席で観覧される方も同額 ※障がいのある方の介助者1名は無料

−

22 火 24 木

静岡市民劇場 第416回例会 劇団NLT『毒薬と老嬢』鑑賞会
中ホール 1/22（18:00）18:30～21:05 1/23（12:30）13:00～15:35 1/24（12:30）13:00～15:35 会員のみ

角笛シルエット劇場

25 金

指定席

一般1,500円

団体1,200円

第118回 新春経済講演会「2019年 内外経済展望」
中ホール （13:30）14:00～15:30

平成30年度

31 木

MIN-ONインフォメーションセンター

主 サンデーフォークプロモーション

主 静岡市
問 054-251-3751 静岡市民文化会館

主 NPO法人 静岡市民劇場
問 054-253-6839

主 有限会社 劇団角笛

中ホール （10:00）10:30～11:30

25 金

問 03-3226-9999

問 054-284-9999

6,000円

近藤良平・コンドルズ×障がい者ダンスチーム・ハンドルズ静岡公演2019「君となら なんか変われる 気がするの」

20 日

主 一般財団法人民主音楽協会

要整理券

※申込期限平成31年1月11日（金）

葵区・駿河区シニアクラブ連合会

中ホール （9:15）10:15～15:30

芸能発表会

問 03-3994-7624

主 しずおか信用金庫
問 054-247-1153

主 葵区シニアクラブ連合会
問 054-254-5236

無料

展示室 A・B・C

−

25 金 27 日

第64回

静岡県高等学校中部地区新春書作展

Ｂ・Ｃ展示室 10:00～17:00

最終日は13:00まで

コミュニティダンスショーケースVol.4

26 土

Ａ展示室

（14:30）15:00～17:00

時

問

054-209-2431 静岡中央高校 外山

主 ダンスプラス
問

無料

舞台「プラトーノフ」
日

無料

主 静岡県高等学校文化連盟書道専門部

090-4859-3682

佐野

作：アントン・チェーホフ
演出：森新太郎
出演：藤原竜也、高岡早紀、比嘉愛未 ほか

（日）12:00開演
3月9日（土）13:00開演
18:00開演 10日
※開場は開演の30分前

会

場

静岡市民文化会館

中ホール

料

金

全席指定
（税込）【Ｓ席】10,800円 【Ａ席】9,800円
※未就学児入場不可

お問合せ

静岡朝日テレビ事業部

054-251-3302
（平日9:30〜18:00）

チケット取り扱い︰あさひテレビチケットセンター
チケットぴあ
ローソンチケット

TEL：0570-02-9999（Pコード：489-121）
TEL：0570-084-004（Lコード：45015）
0570-000-407（オペレーター対応 10:00～20:00）
http://eplus.jp

イープラス
セブンチケット（セブン-イレブン店内マルチコピー機）
YOU創企画
TEL：053-422-5182 (18:00 ～ 20:00)

※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。
年末年始休館日：12月25日（火）〜2019年1月4日（金）

1980年代は、
「インスタレーション」や「メディア・アート」など、今日の美術表現に繋がる重要な動向が生まれた時代です。
「美
術」ではなく「アート」という言葉がよく使われるようになり、美術館やギャラリー以外にも「オルタナティブ・スペース」が登
場し始めたのもこの時代でした。日本の戦後美術は、
「具体」や「もの派」といった1970年代の動向までは、近年国内のみ
ならず欧米でも急速に研究が進んでいますが、80年代はまだこれからです。
本展は、金沢21世紀美術館、高松市美術館と当館の3館による共同企画展です。70年代の試みを引き継ぎながら、現在の
アートシーンの源流となった1980年代の日本の美術を探ります。
2019年

1月5日（土）～3月24日（日）10：00～19：00

（展示室入場は閉館30分前まで）

（ただし1月14日（月・祝）、2月11日（月・祝）は開館）
休 館 日：毎週月曜日、1月15日（火）、2月12日（火）
観 覧 料：一般1,100（900）円、大高生・70歳以上700（500）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： 11月17日（土）から2019年1月4日（金）まで販売
静岡市美術館（12/24まで）、チケットぴあ［Ｐコード：769-347］、ローソンチケット［Lコード：41847］、セブンチケット［セブンコード：069-985］、
谷島屋（パルシェ店、マークイズ静岡店、高松店、流通通り店）、戸田書店静岡本店、MARUZEN&ジュンク堂書店新静岡店

80年代割引！ 生まれた時代のアートを見てみよう！
1980－1989年生まれの方は観覧料800円！（要身分証提示・その他割引併用不可）
1968年展・80年代展 相互割引！
静岡県立美術館「1968年 激動の時代の芸術」展（2/10－3/24）の観覧券（半券可）をお持ちの方は、本展を団体料金で
ご覧いただけます。なお、本展観覧券（半券可）を、静岡県立美術館でご提示いただくと、1968年展が団体料金となります。
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、静岡朝日テレビ、日本経済新聞社
後援：静岡市教育委員会、静岡県教育委員会 助成：一般財団法人地域創造
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■大学生によるギャラリートーク

■当館学芸員によるギャラリートーク

90年代生まれの大学生が、80年代の作品を解説します。
日 時：1月12日（土）、1月13日（日）
いずれも①13：30－②15：00－（各回30分程度）
参加料：無料（要観覧券）
申込不要（当日受付前にお集まりください）

日

※都合により内容を変更する場合があります。

時：1月20日（日）、3月10日（日）
いずれも14：00－（各回40分程度）
参加料：無料（要観覧券）
申込不要（当日受付前にお集まりください）

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

葵生涯学習センター（アイセル21）

はじめての
海外旅行講座

2/9（土）〜3/3（日）

詳細はお問合せ下さい

2/13〜3/13

の毎週水曜
13：30〜15：30

対

象

会

費

申込方法

こども10円商店街
こども店長募集

小学生が自分で考えた商品やサービス
を1つ10円で販売する講座です。

小学生20組
（1組1 〜 3人）

1人1,000円

みんなで歌おう
ミュージカルソング

ミュージカルソングをみんなで練習し、
アイセルわいわい祭で発表します。

小学生30人

1人500円

1/19（土）10:00 〜・
申込順

今、話題を集めている「川柳」に触れて
みませんか？川柳の歴史、俳句との違い、
名句の鑑賞、作り方のコツなど、一緒に
学びませんか？

20人

無料

1/13（日）14:00 〜・
申込順

電 源の入れ方から、文字 の入 力方法、
インターネットの使い方など、初心者向
けのパソコン講座です。

14人

1人1,000円

表計算ソフト「エクセル」を使って、簡
単な表やグラフの作り方、合計や平均
の出し方などがわかる講座です。

文字入力ができる方
14人

1人1,000円

未就学児とその保護
者各8組16人

1組3,500円

（全4回）

（全4回）

「川柳入門」
はじめのはじめ

14：00〜15：30

の毎週水曜
10：00〜12：00

容

無料

（全2回）

2/10（日）、17（日）、24（日）
2/13〜3/13

内

40人

14：00〜16：00

2/3（日）〜3/10（日）

【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 : / / s gc . s hiz uoka c ity. 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）

初心者のための海外旅行講座です。基
本的な用語や海外旅行で必要な準備、
個人旅行の楽しみ方を説明します。

1/26（土）、2/2（土）

詳細はお問合せ下さい

URL.https://sgc.shizuokacity.jp/

（全3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）

1/12（土）10:00 〜・
申込順

12 月 28 日（金）〜2019 年 1 月 4 日（金）

1/1（
5 火）必着・参加者全員の学年、
自分がやりたいお店・保護者の
氏名、電話番号も記入・1枚1組

1/30（水）必着

1/30（水）必着

西部生涯学習センター
1/25（金）、2/22（金）、
3/22（金）

冬の親子お料理ごっこ
（各全3回）

未就学児と保護者の料理実習講座です。

1/30〜3/27

西部ときめき
女子カレッジ

心もからだも、もっと美しく、もっと輝く
「わたし」になるために！女性が知って
おきたい、身に着けたい知識や暮らしの
「ヒント」を学び、仕事や生活に活かし
ましょう！

成人女性20人

1人1,500円
（託児希望の
場合は1人に
つき別途500
円/回）

静岡で活動している伝統工芸職人、ク
ラフト作家等を招き「ものづくり」への
思いをうかがいます。

20人

1人800円

静岡銘柄の豚肉・鶏肉・牛肉を生産者
とともに紹介し、肉の各部位と特徴を
試食を通して学びます。

成人20人

1人2,100円

①10：00〜11：00 ②11：30〜12：30
の隔週水曜日
19：00〜21：00

2/3（日）

13：30〜15：30

2/5（火）、12（火）、19（火）
19：00〜21：00

2/17（日）

10：00〜12：00

（全5回）

しずおか
クラフトトーク 〜染物〜
（全1回）

しぞ〜かの牛、豚、鶏
を学び、食す
（全3回）

体験 ! はじめての
スポーツクライミング
（全1回）

4時間で学ぶ
普通救命講習Ⅱ

1/11（金）10：00 〜・
申込順

1/14（祝）必着・
1枚2人

1/13（日）10：00 〜・
申込順

中学生以上20人

無料

自分や大切な人のなまえからストーリー
を考え、オリジナルのなまえ絵本を作り
ます。

小学3年生以上15人

1人800円

フォークソングコンサートを開催します。

どなたでも

無料

当日､ 直接会場へ
お越しください。

日本在住のフィンランド人講師が、フィ
ンランドの文化や生活についてお話し
します。

成人20人

無料

1/11（金）14：00 〜・
申込順

千代田消防署を見学し、消防士の仕事
について学びます。
※東部生涯学習センター集合・解散

小学生20人（2年生
以下保護者同伴）

無料

1/18（金）14：00 〜・
申込順

「文学を聴き、音楽をよむ」をテーマに、
夏目漱石と石川啄木の作品や日記を読
みながら、実際に二人が聴いた音楽を
聴いてみます。

30人

無料

1/10（木）13：30 〜・
申込順

プラモデルのサブカルチャー的要素を解
き明かしながら、2つの関係性等につい
て学びます。

中学生以上30人

1人500円

1/11（金）10：00 〜・
申込順

籠上中学校
吹奏楽部コンサート

静岡市立籠上中学校吹奏楽部によるコ
ンサートです。

100人

無料

1/18（金）10：00 〜・
申込順

在来蕎麦を
打ってみよう

在来蕎麦の魅力や特徴を紹介しながら、
蕎麦打ち体験を行います。

高校生以上12人

1人2,000円

13：00〜17：00

（全1回）

東部生涯学習センター
2/2〜2/23

の毎週土曜日
10：00〜11：30

なまえ絵本を
作ろう！
（全4回）

2/3（日）

フォークなひととき

2/8（金）

フィンランドの文化と
生活を知ろう

19：00〜21：00

1人2,000円
18歳以下
1,000円

（全1回）

（全1回）

職場体験 !
消防署のお仕事

2/17（日）

10：00〜11：30

（全1回）

12 月 28 日（金）〜2019 年 1 月 4 日（金）

1/10（木）必着。託児希望者は、
子どもの氏名及び性別、生年月日、
託児経験の有無を記載してください

心肺蘇生法やAEDの使用方法を学びま
す。※修了者には講習修了証を発行し
ます。

2/23（土）

12：30〜16：00

初心者向けのスポーツクライミング体験
講座。会場：ClimbingJAM（クライミン 小学4年生以上30人
グジャム）静岡店（駿河区池田）集合・ （15歳未満保護者同伴）
解散

1/9（水）11：00 〜
申込順

1/24（木）10：00 〜・
申込順

1/10（木）10：00 〜・
申込順

12 月 28 日（金）〜2019 年 1 月 4 日（金）

北部生涯学習センター
2/7（木）、21（木）
13：30〜15：30

2/8（金）、15（金）
18：30〜20：00

2/23（土）

13：30〜15：00

2/16（土）、17（日）
14：30〜16：30

文学と音楽との対話
（全2回）

プラモデルと
サブカルチャー
（全2回）

（全1回）

（全2回）

12 月 28 日（金）〜2019 年 1 月 4 日（金）

1/21（月）必着・
1枚1人

※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

藁科生涯学習センター
むかしあそび
フェスティバル

1/12（土）

13：00～15：30

1/22〜2/19

の毎週火曜日
13：30～15：30

2/2（土）

10：00～11：30

（全1回）

冬も元気に健康体操 !
（全5回）

森鷗外
「文づかひ」を読む
（全1回）

話し方ブラッシュ
アップ講座

2/2（土）

13：30～15：30

（全1回）

2/7〜2/28

書写書道入門

の毎週木曜日
10：00～12：00

2/13（水）、20（水）
13：30～15：30

（全4回）

考えよう !
人生のエンディング
（全2回）

けん玉、かるた、おりがみであそびま
しょう！

どなたでも

無料

楽しく簡単な体操を、静岡市体育協会
の講師が伝授します。心身ともに健康な
毎日を目指しましょう。

医師から運動制限を
受けていない成人
15人

1人2,500円

1/8（火）13：30 ～・
申込順

小説「文づかひ」のイイダの結婚忌避と
小林士官の想像力の意義を考察します。

成人30人

無料

1/8（火）10：00 ～・
申込順

成人を対象に、
「相手に良い印象を与え
る話し方」などを学ぶ講座です。

成人15人

無料

1/9（水）10：00 ～・
申込順

初心者向けに書写書道を学びます。

15人

1人1,000円

1/10（木）10：00 ～・
申込順

老後を安心して暮らすためのノウハウ
と、相続問題の基礎知識について学び、
自らの終活について考えます。

20人

無料

1/9（水）13：30 ～・
申込順

解説や鑑賞を通して、現在のアートシー
ンの源流となった1980年代の日本の美
術を紹介します。
※2回目は静岡市美術館（葵区紺屋町）
集合・解散

20人

無料（別途
美術館入館
料が必要）

当日､ 直接会場へ
お越しください。

12 月 28 日（金）〜2019 年 1 月 4 日（金）

西奈生涯学習センター（リンク西奈）
1/29（火）、2/5（火）
14：00～16：00

「起点としての80年代」
展を観に行こう！
（全2回）

2/5（火）、19（火）、3/5（火） はじめてのつまみ細工

1/6（日）10：00 ～・
申込順

10：30～12：00

（全3回）

基本のつまみ細工を使ってかわいい花
のアクセサリーを作ります。

16人

1人3,000円

2/8（金）、15（金）、22（金）

リハビリ専門家の
体操教室

ストレッチや体幹運動を中心に簡単に
できる軽体操を学びます。

60歳以上20人

1人500円

1/18（金）10：00 ～・
申込順

瀬名地 域に残る江 戸時 代の「五 人 組 」
に関する古文書を解読し、その研究成
果を発表します。

50人

1人300円

1/16（水）10：00 ～・
申込順

南部にこにこ子育て
相談会

保育施設などの入所相談など、育児に
関する相談会です。

未就学児の
保護者10人

無料

静岡の民俗学
青春の行事とその由来

静岡の睦月、如月、弥生の行事とその
由来について学ぶ講座です。

南部歴史塾
今川義元とかぐや姫

静岡の歴史について学び、地域理解を
深める講座です。

15：00～16：30

2/16（土）

13：00～14：30

（全3回）

地域古文書解読会
～瀬名の五人組～
（全1回）

12 月 28 日（金）〜2019 年 1 月 4 日（金）

1/8（火）10：00 ～・
申込順

南部生涯学習センター
1/31（木）

9：00～15：00

1/31（木）、2/7（木）、14（木）
13：30～15：30

2/15（金）、22（金）、3/1（金）
14：00～16：00

2/16（土）

10：00～12：00

（全1回）

（全3回）

（全3回）

セレノグラフィカ
こどもダンスパーティー
（全1回）

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 希 望 の 時
間帯を申し込む。
（1人30分まで）

12 月 28 日（金）〜2019 年 1 月 4 日（金）
30人

30人

1人300円

1/10（木）14：00 ～・
申込順

1人300円

1/25（金）14：00 ～・
申込順

すこ〜し仮装してダンサーのまほさん・
あびちゃんと一 緒に楽しく踊りましょ
う！

小中学生20人

1人800円

1/18（金）14：00 ～・
申込順

北ヨーロッパの家庭料理を身近な食材
で作ります。

14人

1人2,000円

1/8（火）10：00 ～・
申込順

長田生涯学習センター
1/26（土）、2/9（土）、23（土）
10：00～13：00

2/10（日）、17（日）、24（日）
10：00～12：00

2/10（日）、17（日）、24（日）
14：00～15：30

①2/15（金）

10：00～12：00

②2/16（土）

世界のおいしいレシピ
をつくろう
（全3回）

空から見たまち
俯瞰図を描こう

高いところから見下ろしたような図＝俯
瞰図（ふかんず）の描き方を学びます。

15人

1人500円

1/13（日）10：00 ～・
申込順

大人のための
プログラミング体験講座

初めてプログラミング学習に挑戦する方
向けの体験講座です。

20 ～ 49歳までの方
14人

無料

1/20（日）14：00 ～・
申込順

家庭で簡単に魚をさばくコツを学び、実
践します。

①成人15人
②小学5年生以上の
子とその保護者9組
18人（１組2人まで）
※①のみ託児有（要
予約）

①1人1,000円
②1組1,000円

（全3回）

（全3回）

お魚さばき方教室
（各全1回）

10：00～12：00

11

※都合により内容を変更する場合があります。

1/28（月）必着・年齢
（学年）も記入・1枚1組

12 月 28 日（金）〜2019 年 1 月 4 日（金）

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
2/17（日）

大里ジャズフェスティバル

14：00～16：00

（全1回）

大里生涯学習センターで活動している
ビッグバンド2団体による合同ジャズコ
ンサートです。

150人

無料

1/24（木）10：00 ～・
申込順

2/24（日）

大里中学校吹奏楽部
コンサート・冬

大里中学校吹奏楽部によるコンサート
です。

各150人

無料

2/1（金）10：00 ～・
申込順

1/12（土）13：00 ～・
申込順

①10：30～12：00
②14：00～15：30

（全2回）

12 月 28 日（金）〜2019 年 1 月 4 日（金）

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）
これから始める
証券投資講座

株式投資や投資信託について学ぶ講座
です。

成人20人

無料

簡単！美味しい！
手作り友チョコ

友 達に贈るバレンタインデーのチョコ
レート菓子を作ります。

小中学生の女子12人

1人1,000円

20人

無料

（全1回）

足久保地域を散策し郷土の歴史につい
て学びます。
※足久保公民館
（足久保口組3342）集合・
解散

1/17（木）10：00 ～・
申込順

地元のいちごを使った
スイーツ作り

地元で採れたいちごを使ってスイーツを
作ります。

①成人12人
②小学生12人

1人1,200円

2/4（月）必着
①は年齢②は学年も
記入、1人1枚

2/9（土）

13：30～15：30

（全1回）

2/10（日）

10：00～12：00

（全1回）

2/16（土）

美和歴史めぐり
～足久保編～

10：00～12：00
（小雨決行、荒天の場合は
2/17（日）同時刻に順延）

①2/22（金）
②2/23（土）

（各全1回）

9：30～12：00

12 月 28 日（金）〜2019 年 1 月 4 日（金）

1/31（木）必着
学年も記入

健康文化交流館「来・て・こ」
駿河生涯学習センター

12 月 28 日（金）〜2019 年 1 月 6 日（日）

60歳からの
楽しいスマホ写真

2/14（木）

10：00～11：00

（全1回）

スマホを使って楽しく写真を撮る方法に
ついて学びます。

60歳以上15人

1人500円

1/16（水）10：00 ～・
申込順

南部勤労者福祉センター
日

時

講座名

懐かしの昭和を踊る
1970年～（全1回）

2/6（水）

19：00～20：30
申込方法：

容

対

象

備

考

会

成人 20人

費

500円

1/16(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

1/11（金）

初心者対象
パソコン相談室⑲

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）

1/25（金）

初心者対象
パソコン相談室⑳

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

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。

②14:45～15:45

②14:45～15:45

12/21（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）

『もらう』側から
『送る』側へ
～職員として学んだこと～
大里生涯学習センター

望月 郁実

私が生涯学習センターの職員として経験した印象的なできご
とは、配属されて最初に一人で担当した講座です。その講座
は長年実施している人形劇団体による親子向けの公演で、前
任者が企画したものを引き継いだ形だったので、大まかなことは
決まっていましたが、講師との顔合わせでは緊張でしどろもどろ
になってしまったことを覚えています。
私は人前で話すことや、電話をすることに苦手意識があり、
そうしたことをできるだけ避けてきたので、講座を一人で担当す
ることに、より一層不安を感じていました。講座を始める際の簡
単な挨拶や講師への電話連絡でさえも、読む原稿を作ってか
らでないと話せませんでした。そうして、緊張や不安を持ったま
ま当日を迎えましたが、子どもたちが笑顔で喜んでいる様子や、

保護者の方も一緒に楽しんでいる様子を見るうちに、少しずつ緊
張が和らいできました。さらに、帰り際にお礼を言われたり、
アンケー
トで楽しかったと伝えてもらえたりと、嬉しいことをたくさん経験しな
がら一人での講座運営を楽しんで出来たことが、今後に繋がる少
しの自信となりました。そして、今までは講座などを
「提供される側」
でしたが、生涯学習センターの職員になって「提供する側」になっ
たのだと実感しました。
現在も様々な講座を担当しています。苦手だったことも回数を
重ね、今はシナリオがなくてもある程度は話すことができるようにな
りました。苦手なことがあっても、それを乗り越えると自分の力にな
るということを感じています。
今後もいろいろ挑戦しなが
ら、多くの人に楽しんでい
ただけるような講座を企画・
運営していきたいです。

※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

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

22

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

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

居酒屋 とんからり
おすすめ豚料理一品あげる☆

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

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

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

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

24

ラッツァロッサ
10％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

16

25

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。

26

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

27

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

28

ワイン食堂 GAV
食事代10％off

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

29

地図に記載はありません。

AOI BEER STAND
試飲グラスでビール1杯プレゼント

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

TEL.054-204-2023 静岡市葵区人宿町2-6-3 パラダイスビル1F
15：0 0〜24：0 0、日曜日・第2月曜日定休

31

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

クラフトビアステーション
サンプルビール1杯プレゼント

TEL.054-260-5870 静岡市葵区紺屋町5-7 田中ビル2階
火〜金17：00〜24：0 0、土・日15：0 0〜24：0 0、月曜日定休

32

TEL.054-260-5203 静岡市葵区御幸町4-6 デンビル1F
11：00〜23：0 0

馬場製 菓合 名会 社
商品代金10％off

地図に記載はありません。

TEL.0120-528-225 静岡市葵区駿河町7-1
8：0 0〜18：0 0、日曜日・祝日定休、土曜日不定休

駐車場
33

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

34

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）

35

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
36

40

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

43

37

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）

39

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
41

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）、
THE TABLE（ザ テーブル） ディナー17：00〜21：00（L.O.20：30）、

TEL.054-289-6410

38

静岡市駿河区南町18-1

中西ガレージ
駐車料金 100円引券プレゼント

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

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）

42

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

Ticket de Smile 加盟店募集中!

加盟料・年会費等は一切不要です。詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください。

【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）

17

（2018年11月8日現在）
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