1980年代は、
「インスタレーション」や「メディア・アート」など、今日の美術表現につな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、高松市美術館と静岡市美術館の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）

休 館 日：毎週月曜日、1月15日（火）、2月12日（火）
（ただし1月14日（月・祝）、2月11日（月・祝）は開館）

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
舟越桂≪冬の本≫1988年

80年代割引！ 生まれた時代のアートを見てみよう！
作家蔵 撮影：落合高仁
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

同時開 催

Shizubi Project 7 アーカイヴ／ 1980 年代−静岡

1980年代、静岡のアートシーンでは何が起こっていたのでしょうか。
遠州灘沿いの海岸・中田島砂丘を舞台とした「浜松野外美術展」
（1980-87年）、川俣正による「袋井駅前プロジェ
クト」
（1988年）、私有地の山林でコレクティブ的活動を展開した「天地（あまつち）耕作」
（1988-2003年）など、
「起点としての80年代」にあわせ、カタログや記録写真などのアーカイヴ資料でその一端をご紹介します。
会 期：1月12日（土）－3月24日（日）
会 場：静岡市美術館 多目的室
観覧無料 ※多目的室でのイベント実施時はご覧いただけません
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※都合により内容を変更する場合があります。

天地耕作《辻》1988-89年

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。

シンポジウム

「大逆転の時代、横尾忠則80年代を語る」
「80年代の美術は今につながるか（仮）」
登壇者：峯村敏明氏（美術評論家、多摩美術大学名誉教授）
篠原資明氏（哲学者、詩人、美術評論家、高松市美術館館長）
森村泰昌氏（美術家）
林 道郎氏（美術史・美術批評、上智大学教授）
司 会：以倉新（静岡市美術館学芸課長）
日 時：2月10日（日）14：00－17：00（開場13：30）
会 場：静岡市美術館 多目的室
参加料：無料
定 員：70名（応募多数の場合は抽選）
申込締切：1月24日（木）必着。申込方法は下記のとおり。

しずびオープンアトリエ
日

時：2月16日（土）－3月17日（日）の毎週土・日曜日
①13:30－ ②15:00－（各回約1時間）
会 場：静岡市美術館 ワークショップ室
参加料：200円（受付でチケットご購入の上、ワークショップ室へ）
対 象：小学生以上 各回15名（申込不要・先着順）

暦とあそぶワークショップvol.17

祭事や年中行事をとおして季節を感じ、それをかたちにする
「暦とあそぶワークショップ」シリーズの第17弾。暦の本来の
意味を学びながら、ひな祭りにちなんだ制作を行います。
日 時：2月11日（月・祝） 13：00－16：30
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）
対 象：小学生以上20名（応募者多数の場合は抽選）
※見学、付き添い不可
申込締切：1月24日（木）必着。申込方法は右記のとおり。

新鮮で奔放な80年代
学芸課長

以倉 新

「毎日絵を描いている人が結果的に
“絵描き”
なんだと思う」
美術の超少女たち」
（1986年8月
号）
には、奔放なイメージや色彩とともに、描くこと、作ることに
対する率直なコメントが溢れている。同号には、本展出品の杉
山知子（1958－）
や吉澤美香（1959－）、松井智惠（1960－）
をは
じめ、当時活躍が目立ち始めた若手女性作家39人がまとめて
紹介されている。みな、20代の若さである。
「作品を作るきっかけになるものは、ごく日常的、かつ私的な
事柄で、人生や社会について語るといった大袈裟なものではけっ
してないのです。（略）私にとって作品をつくるということは、
「生
（杉山知子「
“私の本当”
活する」
ということと、常に同次元にあります。」

（杉山知子）美術手帖の
「特集

という切実さ」美術手帖1984年7月号、p45）

日 時：3月1日（金）15：00－16：30（開場14：30）
会 場：静岡市美術館 多目的室
参加料：無料
定 員：100名（応募多数の場合は抽選）
申込締切：2月14日（木）必着。申込方法は下記のとおり。

日比野克彦×静岡PARCO
公開制作・DCブランド
「HIBINO SPECIAL」
１日限定オープン！
ボール紙やアクリル絵の具などを用いて、
日比野克彦が静岡PARCO店内で服を作
る公開制作を行います。
1982年、パルコ主催の第3回日本グラフィッ
ク展で鮮烈なデビューを果たした日比野と
静岡PARCOが本展にあわせコラボレー
ションします。
日
会

「ひな祭りの準備をしよう！」

静岡市美術館

登壇者：横尾忠則氏（美術家）
聞き手：谷新氏（美術評論家）

時：1月19日（土） 14：00－20：00
場：静岡PARCO

日比野克彦《SWEATY JACKET》
1982年 岐阜県美術館蔵

＊どなたでもご自由にご覧いただけます。その他詳細は当館HPにてお知らせ致します。

・シンポジウム「80年代の美術は今につながるか（仮）」
・
「大逆転の時代、横尾忠則80年代を語る」
・暦とあそぶワークショップvol.17「ひな祭りの準備をしよう！」

申込方法
静岡市美術館HP（www.shizubi.jp）または往復はがきにて。
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。

少々ナイーブに過ぎるとも思える率直さは、若さであり、消費文
化が花開こうとする時代の空気でもあるだろう。作家が等身大の日
常をテーマとすることに、今では違和感はないだろう。絵が壁や床、
天井にのび半ば立体化し、段ボールや布や糸、陶などおよそあら
ゆるものを素材にインスタレーションされることも。しかし80年代初め
には、それは新鮮なことだった。70年代、絵画は平面、彫刻は
立体と呼ばれ、容易に描けない、作れない時代だったのである。
「起点としての80年代」は、そんな80年代の日本の美術を大竹
伸朗、中原浩大、日比野克彦、舟越桂、森村泰昌、宮島達男、
横尾忠則ら、今や
（当時から）
日本を代表する作家19人の作品で
紹介する。この時代、作品が一気に多様化、大型化し
（今回の
輸送は10ｔ
トラック3台以上！）、これだけの作品を一度に見る機会
はこれまでになかった。金沢21世紀美術館、高松市美術館との
共同企画で、金沢を皮切りにスタートしたが、実際に展示された
作品を見ても古びた感じは全くない。この機会に、今につながる
迫力ある、新鮮な作品の数々を是非、体験して欲しい。
※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 （ 3/16～4/ 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

「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

＜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：769-416］
※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/
※ファミリーマート店舗
◦当日券は、セブンチケット及び会場窓口のみ取扱い

「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
×東京佼成ウインドオーケストラ木管セクション
“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、東京佼成ウインドオーケストラ木管セクション、
吹奏楽団マリナート・ウインズ
料金：全席自由・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
※整理券、車イス席はマリナートのみの取扱い

＜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）
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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。

2月

主 …主催 問 …お問合せ

平成30年度静岡市人権啓発講演会

2

土

3

日

8

金

8

金

9

土

11

月 祝

11

月 祝

16

大ホール （13:00）13:30～15:00

由比交響吹奏楽団

自由席

主 静岡地域人権啓発活動ネットワーク協議会

無料

（静岡市福祉総務課）
問 054-221-1366

※要事前申込

第23回定期演奏会

大ホール （12:45）13:30～

自由席

無料

主 由比交響吹奏楽団

（赤堀）
問 090-3850-3921

※要整理券

高橋優 LIVE TOUR 2018-2019「STARTING OVER」
大ホール （18:00）19:00

指定席

問 054-284-9999

7,560円

常葉大学短期大学部音楽科専攻別演奏会
小ホール （19:00）19:15～20:45

自由席

無料

自由席

無料

主 常葉大学短期大学部音楽科
問 054-263-1125

おおしろ会ピアノ発表会

主 おおしろ会

小ホール （16:30）17:00～20:30

問 054-336-1058

清水区建国記念の日を祝う区民の集い
大ホール 11:30（12:30）
～16:00

アデリーヌ歌謡愛好

自由席

主 清水区建国記念の日を祝う区民の会
問 054-354-2171

無料

新春の集い

小ホール （9:00）9:30～17:30

自由席

主 朝カラ喫茶アデリーヌ

無料

静岡交響楽団 第85回定期演奏会（清水公演）

土

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

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

マリナートプレミアムフライデーコンサート

22 金

小ホール （18:00）18:30

主 サンデーフォークプロモーション静岡

自由席

無料

問 054-203-6578

（平日10:00～17:00）

主 静岡市清水文化会館マリナート

※要整理券
（事前配布）

問 054-353-8885

ギャラリー A・B・C・D

8

−
金

10 日

第71回書きぞめ展清水地区展
全面

9:00～16:30、
最終日15:00まで

主 清水区書きぞめ振興会

（山田）
問 090-7310-4500

無料

市民吹奏楽団マリナート・ウインズ、第4回公演に向けて始動！
静岡市清水文化会館マリナートでは、当館の音楽アドバイ
ザー・須川展也さんの音楽監督・指導のもと平成28年度より
「市
民吹奏楽団マリナート・ウインズ」事業を実施してきており、今
回で4回目を迎えます。
11月上旬、第4回公演に向けてのオリエンテーションを行い
ました。今年度のマリナート・ウインズが始動した瞬間でもあり
ます。オリエンテーションでは楽器ごとに集合して、パートリー
ダーや楽器内でのパート割りなどを決めていきます。楽器によっ
て多少の人数の違いもありますが、4回目ということもあり、主に
継続参加の団員たちを中心にして、どの楽器もスムーズに進
んでいきました。
オリエンテーションの最後には、団員向けの須川展也さんと
小柳美奈子さんによる演奏会。
“団員に向けて”
須川さんの熱
のある演奏です。団員にとっては、とても贅沢な時間になった
に違いありません。そしてまた、団員の士気も上がったのでは

イベ ン トレポ ー ト
清水文化会館マリナート

岩科 直子

ないでしょうか。
12月からは本格的な練習が開始します。練習を重ねて迎え
る本番では、どのような演奏をマリナート・ウインズが奏でるの
か、楽しみで仕方ありません！また今回のゲストは、東京佼成
ウインドオーケストラ木管セクションになります。これは他ではな
かなか観ることができない、世界でも珍しい
“木管バンド”
で、
なんと日本で初めて聴けるチャンスです。そして、今年度5月
に開催したマリナートBRASSカップ2018での最優秀賞受賞校
の静岡市立清水桜が丘高等学校吹奏楽部も第2部オープニン
グで登場します。
ボリューム感がある公演になりそうですが、是非皆さんには
すべてお見逃しなく、お聴きいただきたいと思います。3月21日
（木・祝）は清水文化会館マリナートの大ホールでお待ちして
おります！

※都合により内容を変更する場合があります。

4

日

時

演

目

昼の部
4月8日（月）夕の部
一、

二、

二代目 松本白

鸚

十代目 松本幸四郎

すが

わら

こう

襲名披露

でん

じゅ

場

料

金

奴

ど う

道

静岡市民文化会館

一

幕

二

幕

美術

ならい かがみ

菅原伝授手習鑑
やっこ

会

て

※開場は開演の45分前

じょう

口 上
中嶋正留

加
車

三、

13:00〜
17:30～

茂

じょう

成

堤
引

じ

寺

常磐津連中
長唄囃子連中

中ホール

【S席】8,500円 【A席】7,000円 【B席】3,500円 【車イス席】7,000円
（介助者1名は無料）
※未就学児入場不可

お問合せ

静岡朝日テレビ事業部

チケット

2019年1月19日
（土）
10:00～ 一般発売 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

054-251-3302
（平日9:30〜18:00）

TEL：0570-02-9544（発売初日10:00～23:59）
0570-02-9999（Pコード: 490933）
TEL：0570-084-645（発売初日10:00～23:59）
0570-084-004（Lコード:43613）（1/20 0:00以降）
0570-000-407（オペレーター対応10:00～20:00）

※静岡市民文化会館での発売は2019年1月26日（土）14:00～
同会館での電話受付は2019年1月27日（日）10:00～
静岡市民文化会館 TEL：054-251-3751

… あらすじとみどころ …

■菅原伝授手習鑑
歌舞伎の三大名作の一つである『菅原伝授手習鑑』は、菅原道真の伝記を中心とした時代物で、道真（菅丞相）に仕える白太夫の三つ子
である松王丸（白鸚）、梅王丸（幸四郎）、桜丸（梅玉）が活躍します。この三兄弟が朝廷の権力争いの波に巻き込まれて敵味方に別れた末、
それぞれの悲劇に見舞われます。
今回の演目、
『加茂堤』では、斎世親王と苅屋姫の淡い恋や、桜丸と八重夫婦の瑞々しい様子を描く牧歌的な風情に包まれた前半から、二人
を探す敵方の登場により緊迫感溢れる後半へと緩急ある展開がみどころとなります。
『車引』では、松王丸と梅王丸の勇壮な荒事、桜丸の柔ら
かな和事、三兄弟の隈取に時平の公家荒の隈といった独特の化粧など、歌舞伎の醍醐味を満喫できる華やかな一幕をお楽しみいただけます。
■奴道成寺
紀州の道成寺で行われる鐘供養に白拍子花子（幸四郎）が現れます。舞を奉納する花子ですが、その内に烏帽子が外れて、狂言師の左
近が変装していたことがわかります。所化の勧めに応じて、鮮やかな踊りを披露する左近ですが、やがて鐘への執着を見せて、鐘に上がって
周囲を睨みつけます。
歌舞伎舞踊の大曲『娘道成寺』の立役版と言われる『奴道成寺』。冒頭、白拍子花子の姿で淑やかに踊りながらも、途中で狂言師である
ことを見破られてからの左近の舞踊が眼目です。特に「恋の手習い」では、おかめ、大尽、ひょっとこの三つの面を次々と取り替えて、巧みに
踊り分けるクドキがみどころです。
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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。

2月

3
3
8
9

主 …主催 問 …お問合せ

米米CLUB「a K2C ENTERTAINMENT TOUR 2019～おかわり～」

日

大ホール （16:45）17:30～20:00

指定席

問 054-284-9999

9,000円

池上彰特別教室～池上解説でわかる2019年の世界と国内情勢のポイント～

日

中ホール （18:30）19:00～21:00

無料

静岡朝日テレビ

指定席

5,500円

※未就学児入場不可

森山直太朗コンサートツアー2018～19『人間の森』
大ホール （17:00）18:00～20:30

指定席

中ホール （13:00）13:30～16:00

無料

2019 Unicycle Dancing Party in SHIZUOKA

17 日

大ホール （12:30）13:00～16:00

中ホール （12:00）13:00～15:00

朝日テレビカルチャー

主 サンデーフォークプロモーション

主 静岡県人権・地域改善推進会
問 054-260-5246

主 静岡城内一輪車クラブ
問 090-1287-8461

無料

第71回静岡県書きぞめ展静岡地区表彰式

17 日

問 054-251-4141

問 054-284-9999

6,900円

春のおとずれ心から お芝居×コンサート ちょっと早めの人権ひなまつり

16 土

問 054-251-3303

主 朝日テレビカルチャー／

大ホール （17:30）18:30～20:30

土

主 静岡朝日テレビ

あさひテレビビジネス開発部

※要事前抽選

江原啓之の人生相談

金

主 サンデーフォークプロモーション

川村隆宣

主 静岡県書道連盟静岡地区書きぞめ展
問 090-2188-4145

無料

松田紅雪

展示室 A・B・C

15

−
金

17 日

第71回静岡県書きぞめ展静岡地区展入賞作品展示
（大賞・準大賞・特別賞・特選・優秀賞）
A・Ｂ・Ｃ展示室 9:00～16:30

初日は13:00から、
最終日は15:00まで

舞台「プラトーノフ」
日

時

主 静岡県書道連盟静岡地区書きぞめ展

無料

問 090-2188-4145

松田紅雪

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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子どものためのコンサート
東京混声合唱団

親子で楽しむ

東混ゾリステン

声楽八重唱

第71回文化庁芸術祭音楽部門大賞を受賞した、日本を代表するプロフェッショ
ナル･コーラス 東京混声合唱団の精鋭メンバー8人による、声楽アンサンブル。

2/2土

15:00開演（14:30開場）
全指定 ￥2,500 [Pコード＝344-451]
（静岡音楽館倶楽部会員￥2,250、22歳以下￥1,000）親子券￥3,000

出演
東混ゾリステン（声楽八重唱）
曲目
オープニング♪
越部信義：おもちゃのチャチャチャ（野坂昭如 詞（吉岡治 補）、鷹羽弘晃 編）
会場のみなさんと♪
雨のボディーパーカッション（～体を楽器にして「雨」を表現～）
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）など

第18回「静岡音楽館AOIコンサート企画募集」事業

われらがイエスの肢体

～若きバッハが400キロ歩き追い求めた、
ブクステフーデ最大の受難曲～
イエスの苦難を、七つの傷に読み解く。

2/16土

出演

山田祐規子、川畑璃紗（ソプラノ）、佐藤典子（アルト）、
永坂邦彦（テノール）、鷲見誠一（バス）、
18:00開演（17:30開場）
丹沢広樹、天野寿彦（バロックヴァイオリン）、
西谷尚己（ヴィオラ･ダ･ガンバ）、
全自由 ￥2,500 [Pコード＝346-836]
（静岡音楽館倶楽部会員￥2,250、
22歳以下￥1,000）角谷朋紀（ヴィオローネ）、金子浩（リュート）、
杉本周介（オルガン）、
川畑みどり、田中伸代、清野美佳、梶山雅美（ガンバ･コンソート）
曲目
D.ブクステフーデ：
《われらがイエスの肢体》BuxWV75
トリオ･ソナタ BuxWV272

7

※都合により内容を変更する場合があります。

静岡音楽館AOI

〒420-0851

静岡市葵区黒金町1-9 TEL.054-251-2200 FAX.054-253-3322 URL.http://www.aoi.shizuoka-city.or.jp
●開館時間／9：00～21：30 ●休館日／月曜日
（祝日の場合はその翌平日）
、
年末年始
●駐車場はありませんので、
お近くの静岡駅北口地下駐車場
（エキパ）
、
駅北パーキングなどをご利用下さい。
（有料）
●アクセス／JR静岡駅北口、
静岡中央郵便局うえ7～9階。
東名静岡インターより15分。

2月

主 …主催 問 …お問合せ

2

土

3

日

9

土

10

日

14

木

16

土

子どものためのコンサート 東混ゾリステン
ホール

日

20 水
23 土
23 土
24

日

(14:30)15:00 全指定2,500円、
会員2,250円、22歳以下1,000円
※3歳児未満はご入場いただけません。

親子で楽しむ
親子券3,000円

静岡豊田幼稚園ファミリーコンサート
ホール

(13:15)13:30～14:30

ホール

(12:30)13:00～16:00

(13:00)13:00～16:00

主 常葉大学音楽専攻(田代研究室)
問 054-297-6290

無料(どなたでも)

主 大日本住友製薬株式会社
問 054-253-1539

無料(どなたでも)

天満敦子・お話と演奏の会
ホール

(13:30)14:00～15:30

主 SBS学苑パルシェ校
問 054-253-1221

3,294円

第18回「静岡音楽館AOIコンサート企画募集」事業
われらがイエスの肢体
～若きバッハが400キロ歩き追い求めた、ブクステフーデ最大の受難曲～
(17:30)18:00 全自由2,500円、
会員2,250円、22歳以下1,000円
※未就学児はご入場いただけません。

アンサンブル・イ・ソリスティ 第24回定期演奏会
ホール

（14:00）14:30～16:30

19:00～20:30

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

無料(要申込)

午前の部(10:30)11:00

午後の部(13:00)13:30

受付終了

(18:00)18:30～21:00

ホール

主 カワイ出版
問 03-3227-6286

無料(どなたでも)

きやり・おはやし・ぢおどり

第5回公演会

午前の部(9:30)10:00～12:00

静岡音楽館AOI 学芸員

主 駿府芸能保存会連合会事務局

午後の部(13:00)13:30～16:00

歌のはなし
関本 淑乃

歌は非常に身近な音楽だと思う。
「鼻歌」
という言葉があるが、
思わず口ずさんでしまった経験がきっと誰にでもあることだろう。
中でも日本人は特に歌うことが好きなのではないだろうか。カラオ
ケを発明したのは日本だが、今や「KARAOKE」
として世界に
認識されているし、最近では一人カラオケなるものが流行り、専
門店まで出現しているという。団塊の世代の方々にとっては「歌
声喫茶」がなじみ深いかもしれない。そういえば「歌は世につれ
世は歌につれ」
というフレーズもある。
音楽史上ではその昔、言葉と密接に結びついている歌（声
楽）はキリスト教の世界において神からの言葉を伝えるという点

主 静岡市
問 054-251-2200(静岡音楽館AOI)

無料(要申込)

Miyoshiピアノ・メソード演奏会
ホール

問 054-251-2200

問 090-2189-9598

ヴァイオリニスト 奥村愛と楽しむ
0歳から入れる！親子クラシックコンサート
ホール

主 静岡音楽館AOI

主 アンサンブル・イ・ソリスティ

無料(どなたでも)

サークル“この1曲”をとことん語る
講堂

問 054-251-2200

問 054-283-2258

無料(関係者)

減塩フォーラムIN静岡
講堂

主 静岡音楽館AOI

主 静岡豊田幼稚園

常葉大学教育学部初等教育課程音楽専攻第36回卒業演奏会

ホール

17

声楽八重唱

500円

問 054-271-0287(中村)

で器楽よりも重視され、音楽と言えば声楽のことを指していた。
そんな「歌」であるが、AOIでは2月に歌のコンサートを開催する。
「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」がそれである。東京混声合唱団は日本を代表するプロ
の合唱団。今回はその精鋭8名（ソプラノ、アルト、テノール、バ
スの各パート2名ずつ）が、
《おもちゃのチャチャチャ》など幼いころ
に歌ったことがあるであろう懐かしい童謡をはじめ、様々な歌をア
ンサンブルでお届けする。
「子どものための」
とうたっているけれど、
大人も充分に楽しめること間違いなし。大人だけで聴きに来てくだ
さるのも大歓迎である。
自分で歌うだけでなく、たまには聴いてみるのもいいのでは。ご
家族で、ご夫婦で、お仲間同士で、ぜひ美しいハーモニーに酔
いしれてみてほしい。

※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）
年末年始休館日：2018年12月29日（土）〜1月3日（木） 臨時休館日：2月19日(火)、26日(火)

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

関 連 イ ベ ント

雪と氷の実験教室

氷の花・チンダル像
2/

9

土

中谷宇吉郎は、
「雪は天からの手紙」という言葉を残した雪の研究者です。
中谷博士の紹介と、氷の中に花や雪のような形ができるチンダル像など、
雪や氷の実験・観察を行います。
日時：①10:30、②13:00、③15:00（各回60分）
講師：中谷宇吉郎雪の科学館 前館長・友の会会長 神田健三さん
会場：8階 ワークショップスペース
対象：小学生とその保護者、各回18組36人
申込：1/12（土）9:30 ～静岡科学館（054-284-6960）へ電話申込（申込順）

寒さだってへっちゃらだ！

～極地のふしぎな動物たち～
2/

11

月 祝

寒いところの動物は体が大きく、耳が小さくなる！
？ 氷点下でも凍らない
魚がいる！
？ ホッキョクグマやペンギンなど極地に住んでいる動物の特徴や
ふしぎを実験もしながら紹介します。
日時：①13:00、②13:30、
③14:00、④14:30、⑤15:00（各回20分程度）
講師：どうぶつ科学コミュニケーター 大渕希郷さん
会場：8階 ワークショップスペース
対象：どなたでも、各回24人、申込不要

ファイナルイベント

北極・南極トーク

2/

17

日

①「南極・北極ってどんな所？」
南極や北極について写真をつかって解説します。
②「氷の中に閉じ込められた昔の世界」
南極や北極の氷の中にある化石花粉などを観察しながら、氷の中に
閉じ込められた昔の世界の環境変化について紹介してもらいます。

日時：①11:00 ～ 11:45、②13:00 ～ 14:15
講師：国立極地研究所 助教 中澤文男さん
会場：8階 ワークショップスペース
対象：どなたでも（小学校中学年～大人におすすめ）、各回50人程度、申込不要
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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.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）

2/2（土）、16（土）、23（土）

古文書読解講座

10:00～12:00

（全3回）

2/15（金）

フォスターケアに学ぶ
養育テクニック

10:00～11:30

（全1回）

3/3（日）

アイセルわいわい祭り

10:00～15:00

（全1回）

3/3（日）

こども10円商店街
～開催のお知らせ～

10:00～15:00

（全1回）

静岡にまつわる古文書を読み解く講座
です。

成人30人

1人500円

子どもとの関係を改善し、問題行動に
対応する里親トレーニングとして開発さ
れた英国の先進的プログラム（フォスタ
リングチェンジ・プログラム）を学びま
す。一般家庭にも共通する養育テクニッ
クです。

20人

無料

サークルによる活動発表会や体験コー
ナー、売店などのお祭りです。

どなたでも

無料
(一部販売や
体験に有料
のものあり)

小学生がお店の企画・運営をする「こど
も10円商店街」。手作り品やゲームなど
はどれも10円 !!

どなたでも

無料
(商品や体験
については
10円がかか
ります)

筆跡や行動心理学等から隠れた性格を
知り、魅力的な自分を再発見しましょう。

25歳～ 40歳までの
独身男女15人

1人500円

2/18(月)必着、
年齢も記入、1枚1人

今回のテーマは「木工」。木工職人であ
り指物師でもあるゲストの工房で「もの
づくり」への思いを聞き、菓子ようじ作
りと銘々皿板削り体験をします。
※西部生涯学習センター集合・解散

20人（小学生以下保
護者同伴）

1人1,000円

2/9(土)、10:00 ～・
申込順

静岡県立静岡商業高等学校音楽部によ
るコンサートです。

120人

無料

2/20(水)、10:00 ～・
申込順、1コール5人まで

小学校高学年向けの料理教室です。
ひなまつりにちなんだ料理を作ります。

小学4 ～ 6年生16人

1人800円

2/17(日)必着・学年も
記入・1枚2人まで

常葉大学音楽専攻の学生による音楽会
です。

どなたでも
100人

無料

2/8(金)、10:00 ～・
申込順

賤機山を歩き、散策の楽しみ方や里山
づくりの取り組みを学びながら植樹体験
をします。※北部生涯学習センター集合・
解散

山歩きが出来る方
20人

無料

2/19(火)、10:00 ～・
申込順

1/12(土)、10:00 ～
申込順

1/18(金)、10:00 ～・
申込順

当日､ 直接会場へ
お越しください。

当日､ 直接会場へ
お越しください。

西部生涯学習センター

3/6（水）、20（水）
18:30～20:00

3/9（土）

13:30～15:30
(13:00集合)

3/17（日）

13:30～15:30

大人の魅力向上レッスン
～行動デザイン
（全2回）

しずおかクラフトトーク
～木工・指物～
（全1回）

西部
ふれあいコンサート
（全1回）

東部生涯学習センター

3/3（日）

10:00～13:00

こどもキッチン
〜ひなまつり★スペシャル〜
（全1回）

北部生涯学習センター

3/2（土）

14:00～15:30

3/17（日）

9:30～12:00
(雨天時屋内講義)

ほくぶスプリング
コンサート
（全1回）

賤機山ウォーク
～里山づくり植樹体験～
（全1回）

※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

藁科生涯学習センター
2/23（土）

10:00〜13:00

講

座

名

お父さんと一緒に作ろう！
春のごちそう

容

対

象

会

費

申込方法

春の食材を使って父子で料理をつくり
ます。

小学生とその男性保
護者8組16人

1組1,400円

2/5(火)、10:00 〜・
申込順

藁科川で集めた素材を使って、オリジナ
ルの仮面を工作します。※藁科生涯学
習センター集合・解散

小学生20人

1人1,000円

2/2(土)、10:00 〜・
申込順

藁科地域の歴史に関する講演会です。
小
瀬戸地域にある石切り場について講演
をします。

50人

無料

駿 河 湾 の 海 底 散 歩 を行 いながら自然
を 学 び、 海 洋 ご み 問 題 の 視 点 か ら、
私たちに何ができるのか考えます。

30人

無料

2/2(土)、10：00 〜・
申込順

（全1回）

口角をあげて、笑顔をキープしながら、
発声や活舌練習などをして、好感度が
アップする表情豊かな声を出せるよう意
識できるレッスンです。

20人

1人500円

2/5(火)、10:00 〜・
申込順

人生100年時代の
エンディングノート

エンディングノートの書き方など、現代
の終活事情について学びます。

30人

無料

2/6(水)、14:00 〜・
申込順

海をきれいに！
ペットボトルで工作

きれいな海の大切さを、紙芝居と工作
を通して学びます。

5歳から8歳までの
子とその保護者20組

無料

2/9(土)必着・親子の
氏名・子の年齢も記入

長田生涯学習センター利用団体連絡会
に所属する音楽やダンスサークルの発
表会です。

どなたでも

無料

当日､ 直接会場へ
お越しください。

手づくりこんにゃく作り、珈琲の淹れ方、
体幹トレーニングなどを通して、人生の
楽しみ方を探ります。

男性10人

1人1,500円

2/5(火)、13:00 〜・
申込順

静岡の海、駿河湾のこと、その魅力に
ついて学びます。

20人

1人100円

2/7(木）
、13:30 〜・
申込順

長田地区の現状に合わせた地震災害や
風水害などの災害の対策を紹介する講
演会です。

30人

無料

2/20(水)、10:00 〜・
申込順

暮らしを彩る
藍染トートバックづくり

静岡の染め物職人から絞染めの手法を
学び、トートバックを藍色に染めます。

中学生以上15人

1人2,500円

2/17(日)、14:00 〜・
申込順

バンド演奏と
昭和歌謡コンサート

バンド演奏と懐かしの昭和歌謡を楽し
むコンサートです。

100人(小学生以下は
保護者同伴)

無料

2/12(火)、10:00 〜・
申込順

（全1回）

2/24（日）9:00〜12:00
3/2（土）9:00〜12:00
3/3（日）9:00〜15:00

藁科川で集めて作るよ、
冬の仮面

3/2（土）

藁科歴史地理講座
〜小瀬戸の石切場〜

（全3回）

（雨天時屋内講義）

13:30〜15:30

内

（全1回）

藁科図書館
(054-278-4100)へ
2/9(土)、9:30 〜・
申込順

西奈生涯学習センター（リンク西奈）
3/1（金）、8（金）

駿河湾の海底を探ろう

3/5（火）

声と表情で
第一印象UP講座

18：30〜20：30

19:30〜21:00

（全2回）

南部生涯学習センター
2/20（水）

13:30〜15:30

2/23（土）

10:00〜12:00

（全1回）

（全1回）

長田生涯学習センター
2/3（日）

長田音楽祭

2/19（火）、/26（火）、
3/5（火）

人生を楽しもう！
男の生き方講座

13:30〜15:30

（全3回）

2/28（木）、3/7（木）

駿河湾をもっと知ろう

3/9（土）

長田地域の防災を
考える

12:00〜16:00

13:30〜15:00

10:00〜12:00

3/10（日）

14:00〜16:00

3/17（日）

10:30〜11:30

11

（全1回）

（全2回）

（全1回）

（全1回）

（全1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

大里生涯学習センター
地域を知り、
防災を考える

3/3（日）

10:00～11:30

（全1回）

男の料理教室
～お魚のさばきかた～

3/9（土）

9:30～13:30

（全1回）

最近の豪雨災害の事例を紹介しながら、
大雨と水害に対する知識を学びます。

20人

無料

2/1(金)、10:00 ～・
申込順

60歳以上の男性を対象とした料理教室
です。魚のさばきかたを学んで、様々な
料理を作ります。

60歳以上の男性12人

1人1,500円

2/7(木)、10:00 ～・
申込順

3/9（土）

静岡県の風水と歴史

10:00～12:00

（全1回）

徳川家康が祀られている久能山東照宮
は、風水学に沿ってできていた。風水
の視点から歴史を学ぶ講座です。

20人

無料

2/8(金)、10:00 ～・
申込順

3/8（金）

知って安心！
介護保険のこと

介護保険制度の概要や手続きの方法、
どんなサービスを受けられるかなど、制
度を活用するために知っておきたい基礎
知識を学びます。

15人

無料

2/6(水)、10:00 ～・
申込順

静岡おでんの串打ちを体験し、おでん
の魅力について学びます。

小学生の子と保護者
7組14人

1組1,000円

2/11(月)必着、参加者
全員の名前と子の学年
も記入

そば打ちと、有東木名産のわさび漬け
作りを体験します。

成人16人

1人1,500円

2/18(月)必着、年齢も
記入

子どもとの関係を改善し、問題行動に
対応する里親トレーニングとして開発さ
れた英国の先進的プログラム（フォスタ
リングチェンジ・プログラム）を学びま
す。一般家庭にも共通する養育テクニッ
クです。

20人

無料

1/17(木)、10:00 ～・
申込順

読み聞かせ団体による合同のおはなし
会です。

70人

無料

当日､ 直接会場へ
お越しください。
先着順

子どもの歯のケアについて学び、実践し
ます。静岡県立大学短期大学部歯科衛
生学科教員の指導のもと、学生がお手
伝いします。

1歳前後の子と
保護者10組20人

無料

2/12(火)、10:00 ～・
申込順

13:30～15:00

（全1回）

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）
親子で学ぶ！
静岡おでんの魅力

3/3（日）

10:00～12:00

（全1回）

匠に学ぶ
極上手打ちそばと
わさび漬け

3/13（水）

9:00～12:00

（全1回）

健康文化交流館「来・て・こ」
駿河生涯学習センター

フォスターケアに学ぶ
養育テクニック

2/28（木）

10:00～11:30

（全1回）

3/2（土）

おはなしフォーラム

13:30～15:00

（全1回）

3/12（火）

はじめての歯みがき
（全1回）

10:00～11:00

南部勤労者福祉センター
日

コース

内

容

対

象

会

費

2/8（金）

初心者対象
パソコン相談室㉑

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）

2/22（金）

初心者対象
パソコン相談室㉒

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：

時

②14:45～15:45

②14:45～15:45

2/1(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。
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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

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

美容院 MODA
（モダ）
10％off

6

三日月堂
500円以上お買上げのお客様は10％off

8

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

10

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

12

こまちや化粧品店
粗品進呈

14

ギター教室やまもと
初回レッスン料無料

16

駿河呑喰処 のっち
コース料理10％off
（要予約）

18

居酒屋 とんからり
おすすめ豚料理一品あげる☆

20

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

22

ラッツァロッサ
10％off

24

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

23

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

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

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
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

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
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

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
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

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

TEL.054-282-1158 静岡市駿河区南町6-6
11：0 0～22：30、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

そば処 志ほ川
50円引

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

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

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
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
10:0 0～20:0 0、毎週月曜、第3火曜日定休

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

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。

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

16

25

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

26

GROW STOCK
フライドポテトプレゼント

28

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

30

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

27

TEL.054-251-3558 静岡市葵区呉服町2-5-22 ソシアルカドデビル1F
11：00～15：00、17：00～23：00

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

29

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。

32

AOI BEER STAND
試飲グラスでビール1杯プレゼント
呑みや 闇よ棚
ビール１杯目を割引価格にて提供
静岡市葵区両替町1-6-10 M2ビル201

16:0 0～23:0 0、木曜日定休

アオイブリューイング ビアガラージ
730円以下のグラスビールが500円
（お一人様1杯のみ）

34

アオイブリューイング カフェ
アオイビールパイントサイズ100円引き又はカレーご注文でコーヒー無料

36

地図に記載はありません。

TEL.054-294-8911 静岡市葵区宮ヶ崎町30
月・水～土17:0 0～24:0 0、日17:0 0～23:00、火曜日定休

35

地図に記載はありません。

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

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

33

ワイン食堂 GAV
食事代10％off

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

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

31

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

12
クラフトビール1杯目100円引き

TEL.054-204-2707 静岡市葵区紺屋町7-14
16:0 0～24:0 0、月曜日定休

TEL.054-270-7769 静岡市葵区黒金町47 JR静岡駅ASTY東館
8:0 0～23:0 0

TEN ROSEs（テンローズ）
店内商品10％off

地図に記載はありません。

TEL.054-686-2520 静岡市葵区人宿町2-5-2 SOZOSYAキネマ館1A
月〜土10:0 0～22:0 0、日・祝9:0 0～20:0 0

駐車場
37

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

38

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）

39

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

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
40

44

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

47

サービス内容 10％off

TEL.054-284-0111

41

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）

43

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
45

ご提示の上お申し付けください。

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

42

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）

46

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12月6日現在）
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