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※都合により内容を変更する場合があります。

静岡音楽館AOI コンサートシリーズ2019-20

森麻季 ソプラノ･リサイタル

アーヴィン･アルディッティ
無伴奏ヴァイオリン･リサイタル

はじめての「雅楽」

ベートーヴェン：交響曲全集Ⅰ

麗しの歌
ディーヴァ

姫

ヴァイオリンの潮流Ⅳ 20世紀のヴァイオリン

子どものためのコンサート

オーケストラを聴こう

第1期 発売開始！！
2/16（土）より発売（静岡音楽館倶楽部先行発売2/9（土）より）

5/30木

7/7日

6/22土

7/21日

19:00開演 （18:30開場）
全指定 ￥5,000
（会員￥4,500、22歳以下￥1,000）

15:00開演 （14:30開場）
全指定 ￥4,000
（会員￥3,600、22歳以下￥1,000）

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

15:00開演 （14:30開場）
全指定 ￥6,000
（会員￥5,400、22歳以下￥1,000）

出演　
森麻季（ソプラノ）
山岸茂人（ピアノ）

曲目
F.メンデルスゾーン：歌の翼に op.34-2
R.シューマン：献呈 op.25-1（《ミルテの花》より）
F.シューベルト：アヴェ･マリア op.52-6, D.839
W.A.モーツァルト：
　歌劇《コシ･ファン･トゥッテ》K.588 より〈恋人よ、許してください〉
　歌劇《ドン･ジョヴァンニ》K.527 より〈むごい女ですって！〉
R.アーン：クロリスに
　　　　　至福のとき
G.フォーレ:月の光 op.46-2
　　　　　夢のあとに op.7-1 ほか

出演　
アーヴィン･アルディッティ（ヴァイオリン）

曲目
B.バルトーク：無伴奏ヴァイオリン･ソナタ Sz.117
L.べリオ：セクエンツァⅧ
P.ブーレーズ：アンセムⅠ
S.シャリーノ：6つのカプリッチョ
B.ファーニホウ：インテルメディオ･アラ･チャッコーナ
　　　　　　　 見えない色彩

出演　
伶楽舎

曲目
管絃 平調音取
　　 越天楽
楽器紹介

唱歌体験

舞楽 胡飲酒破
東野珠実：雅楽童話《ききみみずきん》～管絃とかたりのための

出演　
沼尻竜典（指揮）
トウキョウ･ミタカ･フィルハーモニア

曲目
ベートーヴェン：交響曲第1番 ハ長調 op.21
　　　　　　　　　　  第3番《英雄》 変ホ長調 op.55

親子で楽しむ

ⓒYuji Hori

ⓒYUSUKE TAKAMURA

ⓒ横井明彦

BEETHOVEN
PROJECT
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6 水

常葉大学短期大学部音楽科　第50回卒業演奏会
主   常葉大学短期大学部音楽科
問   054-263-1125

ホール （18:30）19:00～21:00　500円

7 木

常葉大学短期大学部専攻科音楽専攻　第48回修了演奏会
主   常葉大学短期大学部音楽科
問   054-263-1125

ホール （18:30）19:00～21:00　500円

9 土

清水南高等学校芸術科卒業生による第37回スプリングコンサート
主   沼野
問   054-366-4077

ホール （13:30）14:00～16:00　1,000円

10 日

山家小百合ピアノ教室門下生発表会
主   山家小百合ピアノ教室
問   090-7043-7631

ホール （12:00）12:30～18:00　無料（どなたでも）

17 日

スズキ・メソード　第38回静岡県ピアノ科　卒業記念演奏会
主   才能教育研究会　静岡中央教室
問   054-253-4254

ホール （12:30）13:00　無料（どなたでも）

17 日

アンサンブルのつどい（リコーダー・オカリナ）
主   海野
問   054-252-8453

講堂 （13:30）13:45～16:15　無料（どなたでも）

20 水

サークル“この1曲”をとことん語る
主   静岡音楽館AOI
問   054-251-2200

講堂 19:00～20:30　無料（要申込）

23 土

静岡市立美和中学校吹奏楽部定期演奏会
主   静岡市立美和中学校
問   054-296-0009

ホール （13:00）13:30～15:00　無料（どなたでも）

23 土
静岡マンドリン愛好会第15回サロンコンサート

主   静岡マンドリン愛好会
問   080-3635-1972

講堂 （13:00）13:20　無料（どなたでも）

24 日

畠山さち子ピアノセミナー受講生による「ファイナルコンサート」
主   ピアノセミナー
問   044-548-0342

講堂 （13:45）14:00～16:00　無料（どなたでも）

28 木

静岡高校マンドリン部第46回定期演奏会
主   静岡高校マンドリン部
問   054-245-0567（事務室）

ホール （17:30）18:00～20:00　400円（前売300円）

30 土

らくらくピアノ®グレード認定47in静岡
主   らくらくピアノⓇ 静岡支部　黒野
問   090-7605-2460

講堂 （12:30）13:00～16:00　無料（どなたでも）

3月 問主 …主催 …お問合せ

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。
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「歌舞伎がわかる」入門講座
松竹大歌舞伎公演関連事業

14:00～15:30　定員150人

静岡市民文化会館　大会議室

無料

2月16日（土）10:00～　静岡市民文化会館へ電話でお申し込みください。（申込順）
葛西聖司（古典芸能解説者）

日　　時

会　　場

会　　費

申込方法
講 師

静岡市民文化会館　054-251-3751お問合せ

4月3日（水）

「歌舞伎」は時代を超えたエンターテイメント！
敷居が高いかな、と思っているあなたも、ちょっとポイントを知るだけで「通な見方」
を楽しむことができます。
歌舞伎三大名作のひとつとして知られ、あの菅原道真の伝記を下地としたストーリー
「菅原伝授手習鑑」を取り上げ、劇中の人物ドラマ、台詞回し、クライマックスの立ち
回りなど、現代の私たちの心にも響く構成と演出の魅力をたっぷりとご紹介します。
講師は、古典芸能解説者として著名な葛西聖司さんです。やさしくウィットに富んだ
語り口で、華やかな歌舞伎の世界をご案内します。

NHKアナウンサーを経て、現在は、歌舞
伎、文楽などの伝統芸能の解説や執筆活
動など、全国で活躍している。『名セリフ
の力』、『文楽のツボ』など著書多数。

講師プロフィール

3月21日（木・祝）
3月20日（水）

静岡市民文化会館　中ホール　舞台上特設会場

全席自由・税込
一般1,500円
学生（大学生、高校生以下）・小人1,000円
※前売・当日券とも同額
※3歳以下膝上鑑賞無料

静岡市民文化会館　054-251-3751

13:00開演
17:00開演

19:00開演

※開場は開演の30分前

日　　時

会　　場

料　金

チケット取り扱い

オリジナル舞台公演
静岡発 ! 現在、過去、未来をつなぐ信念の物語
2017年12月の初演大好評を受け、待望のリバイバル!
精鋭舞台集団「エイトビート」渾身の舞台、絶対必見!!

第二次世界大戦中、静岡に実在し、特攻拒否を貫いた、あの「芙蓉部隊」がテーマ!
闘いとは何か、生きるとは何か、
戦時と現在、２つの時代の静岡をシンクロさせ、
人から人へ引き継がれる、思いのカタチを謳い上げるストーリー !

共催：ROCKSTAR有限会社
助成：芸術文化振興基金

イメージイラスト：yazwo



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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1 金
ASKA CONCERT TOUR 2019 Made in ASKA―40年のありったけ― 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）18:30～21:00　指定席：9,180円

3 日
平成31年静岡市防火大会・静岡市消防音楽隊30周年記念演奏会 主   静岡市防火協会／静岡市消防局

問   054-280-0132　消防総務課　牧野誠大ホール （12:30）13:00～16:05　無料　※要整理券

3 日
第37回愛の援聴週間 「配慮が生まれ 笑顔広がる みみの日大会」 主   静岡県聴覚障害福祉を考える連絡協議会

問   054-254-6303 （公社）静岡県聴覚障害者協会中ホール （12:00）13:00～16:30　自由席：1,000円

7 木
静岡県神社関係者大会 主   静岡県神社庁

問   054-261-9030大ホール （9:30）10:30～12:00　関係者のみ　

7 木
天皇陛下御即位30年静岡県奉祝式典 主  天皇陛下御即位30年静岡県奉祝委員会

問   054-261-9030大ホール （12:00）13:00～15:30　関係者のみ　

8 金
平成30年度　学校法人静岡理工科大学　専門学校6校合同卒業式 主   学校法人　静岡理工科大学

問   054-261-8222　静岡産業技術専門学校　担当 前島大ホール （12:00）13:30～15:00　関係者のみ

10 日
"ブラバン・ディズニー！"コンサート 主   K-mix

問   053-457-1103　K-mix 企画事業部大ホール （13:00）14:00～　指定席：S席7.500円、A席6,500円、学生シート4,500円

13 水
3.13重税反対　営業と生活を守る静岡市民集会 主   3.13重税反対実行委員会

問   054-254-2998　静岡生活と健康を守る会中ホール （12:00）13:00～14:00　会員のみ

14 木
E.G.POWER 2019 ～POWER to the DOME～ 主   サンデーフォークプロモーション

問   054-284-9999大ホール （18:30）19:00～21:00　指定席:9,180円

14 木
ミュージカル「北前ザンブリコ」 主   わらび座「静岡ファンの会」／わらび座

問   090-3255-9328　わらび座名古屋事務所中ホール （13:30）14:00～15:30　指定席：一般席4,500円、学生席3,000円

15 金
ザ・クロマニヨンズ　ツアー　レインボーサンダー　2018-2019 主   サンデーフォークプロモーション

問   054-284-9999中ホール （18:30）19:00～21:00　指定席：5,000円

17 日
静岡市立末広中学校スプリング・コンサート 主   静岡市立末広中学校吹奏楽部

問   054-271-8171　末広中学校　八木中ホール （13:00）13:30～15:00　無料

ラウドヒル計画　BIRDMEN 主   ROCKSTAR有限会社／静岡市民文化会館
問   054-251-3751　静岡市民文化会館中ホール 3/20（18:30）19:00～　3/21（12:30）13:00～、（16:30）17:00～　自由席：一般1,500円、　学生（大学生・高校生以下）小人1,000円

23 土
静岡市立大里中学校吹奏楽部　第17回定期演奏会 主   静岡市立大里中学校　吹奏楽部

問   054-285-0185　静岡市立大里中学校　池田・望月・木村大ホール （13:00）13:30～15:30　無料　※要整理券

舞台公演「Shine a Light」 主   静岡市
問   054-251-3751　静岡市民文化会館中ホール 23日（16:30）17:00～　24日（13:30）14:00～　自由席：一般1,500円、学生（大学生・高校生以下）小人1,000円

27 水
第41回静岡高校吹奏楽団定期演奏会 主   静岡高校吹奏楽団

問   054-245-0567　静岡高校吹奏楽団　顧問大ホール （18:00）18:30～20:30　自由席：500円

静岡市民劇場第417回例会　俳優座劇場『音楽劇  母さん』鑑賞会 主   NPO法人　静岡市民劇場
問   054-253-6839中ホール 3/28（18:00）18:30～　3/29（12:30）13:00～　会員のみ

30 土
LAWSON presents TrySail Live Tour 2019 主   サンデーフォークプロモーション

問   054-284-9999大ホール （17:00）18:00～20:30　指定席：7,500円

30 土
静岡市立安東中学校吹奏楽部スプリングコンサート 主   安東中学校吹奏楽部

問   090-1987-5332　父母の会　会長　加藤芳恵中ホール （13:00）13:30～15:30　無料

31 日
黒川真一朗　コンサート＆新曲発表会 主   オフィス レイズ／黒川真一朗後援会

問   03-6806-9229　オフィス レイズ
　   054-254-8396　黒川真一朗後援会中ホール （12:30）13:00～　指定席：5,000円（新曲CD付）

3 日
子育て親子ハッピーフェスタ2019-SPRING 主   株式会社静岡リビング新聞社

問   054-255-1231Ｂ・Ｃ展示室 （10:00）10:00～15:00　無料

風のトランク～宮沢賢治・朗読とダンス～ 主   企画集団A－A’
問   090-3467-5845　Dance Celebration 野沢Ｃ展示室 3/9 （17:45）18:00～19:15　　3/10 （13:45）14:00～15:15　自由席：1,000円

30 土
静岡おやこ劇場高学年例会『ちゃんぷるー・私が幽霊？！修学旅行』 日本児童・青少年演劇劇団協同組合 主   静岡おやこ劇場

問   054-245-7543A展示室 （18:15）18:30～19:40　会員のみ

展示室 A・B・C

10 日

21 木

24 日

29 金

9 土
−

20 水
−

23 土
−

28 木
−

3月 問主 …主催 …お問合せ

祝
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ければなりません。そこで、今回15年の節目を迎えるにあたり、新
しい大型展示物を設置することになりました。「音」と「光」をテー
マに、「ドラムでドンドン」「もしもしライト」「ぴょんぴょんチャンピオン」
という名前の展示物が入ります。
　皆さんは、「Society5.0」という言葉をご存知でしょうか。私たち
人類の歴史は、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会を
経て、5番目の「新たな社会」に入ろうとしています。そこでは、わ
たしたちの暮らしはどう変わっているでしょう。インターネットを通し
てすべての人とモノがつながり、品物が消費者に自動配送される
社会。自動運転により、渋滞や事故がない社会。多様なエネル
ギー使用により、環境への負担が減る社会。これらを実現するの
は、今の青少年です。ぜひ小さなうちから科学に触れ、興味をもっ
てほしいものです。
　静岡科学館が30年目を迎えるころには、人にやさしい
「Society5.0」が実現していることを願っています。

　静岡科学館る・く・るは、今年3月21日に開館15年目を迎えます。
　今までに来館されたお客様は、およそ390万人。今年中には
400万人目を迎えます。多くの皆様がご利用くださるのは、交通
の便が良いこと、楽しい催しを実施していること、そして、科学
を体感できる多くの展示物があるからだと思います。
　真っ暗な中を手探りで進む「まっくら迷路」では、「人間が情報
のほとんどを視覚から得ていること」、「視覚が閉じられると聴覚
や触覚が敏感になること」などが体験できます。このように「見る・
聞く・さわる」の体験を通して学ぶことを、わたしたちは「ハンズ
オン」と呼んでいますが、静岡科学館の開館以来のコンセプトと
なっています。
　これらの展示物は、時代とともに新しいものに更新していかな

開館15年目を迎えて

静岡科学館　館長 青木 克顕

る・く・るはこの春15周年！
静岡科学館る・く・るは3月21日（木・祝）に開館15周年を迎えます！
それに合わせて、9階の展示場がリニューアル！

「音」と「光」がテーマの3つの展示物が新しく仲間入りします。

ドラムをたたくと水面はどうなるかな？ いろんな伝わり方、
重なり方を観察して、ふしぎな波の世界を体験しよう！

まとをねらって光を当てよう。
マイクに向かって声を出すと、
どうなるかな？光通信を体験しよう！

音や光のスピードで、タワーのてっぺんや宇宙まで
ジャンプしてみよう！
どれくらい遠くまで行けるのかな？

ドラムでドンドン

もしもしライト

ぴょんぴょんチャンピオン



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：2月19日(火)、26日(火)、3月5日(火)、12日(火)　臨時開館日：3月18日(月)、25日(月)

※都合により内容を変更する場合があります。
6

祝

自然や科学を楽しみ、広める活動に取り組む市民・研究室・科学博物館の皆さんに
よる文化祭！ 体験や工作、観察、ワークショップ、研究発表など、38のブースが
集まります。

最近ニュースになったセアカゴケグモやカミツキガメなどの外来生物はどんな生き物で、
どこからどのようにやってきたのでしょうか。メディアでも普及啓発活動に力を入れている
五箇公一先生が、外来生物やそれらを引き起こす問題などについて楽しく詳しく解説します。

光にかざすと色味が変わる？！ ふしぎな紙を切って重ねて、
自分だけのステンドグラスをつくろう。

る・く・るナビゲーター（ボランティアスタッフ）による科学のお祭り。
ボランティアが企画した楽しい科学工作や実験を体験しよう！

新しい展示物に合わせて、春休みは「光」を
テーマにしたイベントが盛りだくさん！
この春はる・く・るで光のヒミツを探し出そう！

3月13日～ 4月7日は毎日開館！ 春休みは る・く・るへ♪

同時開催

る・く・るワークショップ

サイエンスピクニック2019

生物多様性こどもフェア ～あなたの知らない外来生物の世界～

光をキャッチ！紙のステンドグラス

おもしろ科学フェスティバル

3/
9 土

3/
9 土

3/
27 水

3/
17 日

10 日

28 木

日時：3月9日(土)   13:00 ～ 16:00
 3月10日(日) 10:00 ～ 16:00
 ※各日最終入場15:30
会場：9階 企画展示室、イベントホール、
 8階 ワークショップスペースほか
共同主催：静岡市環境創造課
後援：日本サイエンスコミュニケーション協会

時間：13:00 ～ 15:30受付
会場：8階 ワークショップスペース

時間：10:00 ～ 15:30受付
会場：9階 企画展示室、イベントホール

•

• • 4/
3 水 4 木 5 金

• •

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！
太陽の色は何色かな？ 光を使って科学遊びを楽しもう！

サイエンスショー

光と影のワンダーランド

3/
21 木 23 土 24 日

時間：11:00、14:00（各回30分程度）
会場：9階 イベントホール

• •

る・く・る光のフェスタ

時間：①13:30、②14:45（各回45分程度）
講師：五

ご か

箇 公
こういち

一  博士（国立環境研究所）
会場：9階 イベントホール
対象：どなたでも（小学校中学年～大人におすすめ）
定員：各回200人程度
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※都合により内容を変更する場合があります。

　  
　仕組みや技術的な内容について尋ねられることもありますが、
「魔法の美術館」の名の通り、あなた自身が主役となって、作品
の中で魔法を体感していただくことが一番の楽しみ方です。また、
タイトルの「リミックス」とは、本来は音楽用語で、複数の既存曲
を編集して新たな楽曲を生み出す手法の一つという意味がありま
す。今回の魔法の美術館は、3年ぶりの開催ということで、さらに
進化したものにしたい！ と、前回大好評だった作品や、静岡県初
登場の作品など、多くの作品の中から制作スタッフが検討を重ね、
再構成＝リミックスした思いをタイトルにしました。
　全作品撮影ＯＫなので、春休みの思い出づくりにぴったりです。
前回来てくださった方も、初めての方も、子どもから大人まで世代
を超えたすべての方に、作品と遊びながら魔法のアートの世界を
楽しんでくださいね！

　21世紀に入り、コンピューターは私たちにとって特別なもので
はなくなりました。それはアートシーンにも大きな影響を与えてい
ます。
　これまで美術作品は、筆や彫刻刀によって生み出されていま
したが、コンピューターを使って創作できるようになったことで、
表現の可能性は飛躍的に広がり、メディアアートが生まれました。
そして近年さらに「体感型アート」作品へと進化しています。こ
のような作品を、「魔法の美術館」では作品を科学的に説明する
のではなく、未来のアート作品として表現しています。魔法の美
術館に「魔法使い」はいません。

光＋アート×体験＝魔法の美術館

清水文化会館マリナート 清重 友紀子

3月21日（木・祝）

3月16日（土）～4月7日（日）

開場14:15　開演15:00

9:30～16:30 ※月曜休館（3/18、3/25、4/1）

須川展也率いる150名の市民吹奏楽団、今年も出航！
今回はゲストに東京佼成ウインドオーケストラの木管セクションが登場！

“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！

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！
静岡県初登場の、見て、触って、楽しめる光のアート作品がたくさん！
日本を代表するアーティストによる芸術の魔法に、大人もこどもも夢中に！

壁に立つと、影が変化！？
森の中や雪が舞う幻想的な
世界にいるような不思議な
感覚を楽しめます。

五線譜に星のシルエットを
置くといろんなメロディーが
流れます。
みんなで不思議な
アンサンブルを奏でて
みましょう。

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

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

光と遊ぶ春のワンダーランド

会場 : 静岡市清水文化会館マリナート　1Fギャラリー
料金 : 【前売り】一般（高校生以上） 800円、中学生以下600円

【当　日】一般（高校生以上）1,000円、中学生以下600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

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 （※ただし要整理券、マリナートのみ取扱い）
＜チケット取り扱い＞ 好評発売中！
マリナート電話＋窓口 TEL054-353-8885
 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 TEL0570-02-9999（Ｐコード：135-607）

＜チケット取り扱い＞ 好評発売中！ 前売り販売は3/15（金）23:59まで
・マリナート電話＋窓口　TEL054-353-8885
 　 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　http://t.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/
◦当日券について：当日券はセブンチケット及び会場窓口のみ取扱い

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

主催：静岡市清水文化会館マリナート
助成：（一財）地域創造
後援：静岡県教育委員会、静岡市教育委員会、静岡県吹奏楽連盟
備考：※未就学児入場不可

©taro TOKUI / yudai SHIMIZU

「Shadow+」　徳井太郎 ／清水雄大

　©masanori MIYAMOTO / tadashi KOIWAHARA

「ensemble silhouette」　宮本昌典 ／小岩原直志



※都合により内容を変更する場合があります。
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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

2 土
全労済60周年記念文化フェスティバル　ミュージカルKINJIRO！～本当は面白い二宮金次郎～ 主   全労済(静岡推進本部）

問   054-254-0107大ホール （13:30）14:15～15:45　会員のみ

2 土
創立10周年記念　静岡バッハ合唱団演奏会 主   静岡バッハ合唱団

問   054-262-6517（池ヶ谷）小ホール （13:30）14:00～16:00　自由席　前売2,500円　当日3,000円　高校生以下 1,000円

2 土
第23回しみず寄席 主   清水落語王国

問   054-351-0511（ベイプレスセンター）小ホール （18:30）19:00～21:00　自由席　2,000円

3 日
静大混声OB会合唱団 第1回演奏会 主   静岡大学混声合唱団OB会

問   office_sumcob@hope.nifty.jp大ホール （14:00）14:30～16:30　自由席　一般 2,000円　学生 1,000円

6 水
ミュージカル キューティ・ブロンド 主   テレビ静岡／キョードー東海

問   キョードー東海 052-972-7466（10時～19時 日祝・休）大ホール （18:00）18:30　指定席　S席 11,000円　A席 9,000円

9 土
フルート講習会「笛吹くず～ら」第31回修了コンサート 主   フルート講習会実行委員会

問   054-367-6797（小沢）小ホール （12:30）13:00～20:00　自由席　無料

10 日
2019「瞬間（とき）の贈りもの」(静岡県演奏家協会新入会員 First Concert)

主   静岡県演奏家協会
小ホール (13:00）13:30～15:30　自由席　一般 1,500円　学生（高校生以下）1,000円

15 金
DEAN FUJIOKA 1st Asia Tour 2019  "Born To Make History" 主   サンデーフォークプロモーション静岡

問   054-284-9999大ホール (18:00）19:00　指定席　8,000円

16 土
ピアノ発表会　市野教室・佐藤教室・山西教室

問   054-369-5105
小ホール （9:30）9:40～16:30　自由席　無料

17 日
静岡交響楽団　オーケストラの日「名曲コンサート」 主   特定非営利活動法人静岡交響楽団

問   054-203-6578（平日 10時～17時）大ホール (13:00）14:00～16:00（予定）　指定席　A席 4,500円　B席 3,500円　B席学生1,500円

21 木
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 主   静岡市清水文化会館マリナート

問   054-353-8885大ホール (14:15）15:00　自由席　一般 2,500円　中高大生 1,500円　小学生 無料（※要整理券/マリナートのみ取扱い）

23 土
清水市民劇場　第303回例会　俳優座劇場 音楽劇「母さん」 主   清水市民劇場

問   054-351-8191大ホール （18:00）18:30～21:00（予定）　会員のみ

23 土
デリリウムトレーメンス弦楽四重奏楽団 主   デリリウムトレーメンス弦楽四重奏団

問   090-3933-6828小ホール （18:30）19:00　自由席　前売 1,000円　当日 1,500円　

24 日
静岡県立清水東高等学校音楽部　第18回定期演奏会 主   静岡県立清水東高等学校音楽部

問   054-366-7030大ホール (14:00）14:30～16:30（予定）　自由席　無料

24 日
Nana's Piano Studio 門下生による発表会 主   Nana's Piano Studio

問   054-262-3052小ホール （12:45）13:00　自由席　無料

27 水
静岡県立清水東高等学校吹奏楽部　第44回定期演奏会 主   静岡県立清水東高等学校吹奏楽部

問   054-366-7030（顧問 白鳥）大ホール （18:00）18:30～20:30　自由席　500円　

29 金
第4回ヤマハジュニアピアノコンクール静岡地区予選 主   ヤマハ音楽振興会YJPC事務局

問   03-5773-0863大ホール （10:00）10:15（予定）　自由席　無料

29 金
マリナートプレミアムフライデーコンサート　金管五重奏 主   静岡市清水文化会館マリナート

問   054-353-8885小ホール （18:00）18:30　自由席　無料　※要整理券

31 日
第16回日本フルートフェスティバルin清水 主   静岡県フルート協会

問   090-4447-7257（中川）大ホール （13:00）13:30～16:30　自由席　1,000円

春翠書道会65周年記念展 主   春翠書道会
問   090-3421-5825（丸山）全面 9:00～17:00　※最終日は15:30まで　無料

第40回墨佑社書展
主   墨佑社

A・B 10:00～16:30　※最終日は15:00まで　無料

東海大学 漫画・アニメーション研究会　追い出し展示 主   東海大学 漫画・アニメーション研究会
問   090-9239-7114C 10:00～16:00　※受付は15:50まで　無料

魔法の美術館 リミックス 主   静岡市清水文化会館マリナート／テレビ静岡
問   054-353-8885（清水文化会館マリナート）

054-261-7011（テレビ静岡事業部/平日10:00～18:00）全面 9:30～16:30　※最終入場は16:00まで　※月曜休館（3/18、3/25、4/1）
【前売】一般800円　中学生以下600円　【当日】一般1,000円　中学生以下800円

ギャラリー A・B・C・D

3 日

10 日

10 日

7 日

1 金
−

5 火
−

9 土
−

16 土
−4/

3月 問主 …主催 …お問合せ

祝

「Shadow+」　徳井太郎 ／清水雄大
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※都合により内容を変更する場合があります。

「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23回は「起点としての80年代」にあわせ、80年代以降ニューヨークから世界中に広がったグラ
フィティ文化に焦点を当てます。

①『ワイルド・スタイル』

3月2日（土）
14：00－（開場13：30）

（チャリー・エーハン監督/1982年/アメリカ/82分）

3月3日（日）
14：00－（開場13：30）

（サラ・ドライバー監督/2017年/アメリカ/79分）

②『バスキア、10代最後のとき』

①②いずれも
会　場：静岡市美術館　多目的室 ※簡易の映像設備での上映になります

参加料：500円（チケット制）　チケット販売：2月1日（金）より静岡市美術館受付にて販売（定員になり次第販売終了）
定　員：各回70名　企画協力：㈱サールナートホール

日時：3月21日（木・祝） ①10：30－12：00　②14：00－15：30
対象：2歳以上の未就学児　各回10名 参加料：500円（保護者は要展覧会観覧）　　　会場：静岡市美術館　ワークショップ室 
申込締切：3月7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。
※はがきでの申込は、希望の時間・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。

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）

開館時間：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

Shizubi シネマアワー vol.23

しずびチビッこプログラム（起点としての 80 年代展）

「グラフィティ」

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。

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。

舟越桂≪冬の本≫1988年
作家蔵　撮影：落合高仁

日比野克彦≪PRESENT AIRPLANE≫1982年
岐阜県美術館蔵

森村泰昌≪肖像(ゴッホ)≫1985年
高松市美術館蔵

吉澤美香（左より）≪無題(テーブル)≫≪無題(茶だんす)≫≪無題(掃除機)≫
≪無題(三脚)≫1982年 千葉市美術館蔵 撮影：木奥惠三

金沢21世紀美術館での本展展示風景（手前2点：中原浩大、奥左より：杉山知子、辰野登恵子）撮影：木奥惠三

ⓒNew York Beat Films LLC

ⓒ2017 Hells Kitten Productions, LLC. All rights reserved. 
LICENSED by The Match Factory 2018 ALL RIGHTS RESERVED 
Licensed to TAMT Co., Ltd. for Japan
Photo by Bobby Grossman
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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

葵生涯学習センター（アイセル21）
7/20(土)、21(日)

講師説明会：
5/10（金）、11（土）

アース（明日）カレッジ
2019 講師募集

「誰もがセンセイ、誰もがセイト」をコン
セプトに、国籍や年代を超えて集まる地
域の学校アース（明日）カレッジであな
たも教えてみませんか？

伝えたい熱い思いが
ある方（選考あり） 無料

申込期間3/1（金）～4/10（水）
必着。詳しくは葵生涯学
習センターへお問い合
わせください。

西部生涯学習センター

3/22（金）
19:00～21:00

サジットさんが語る
スリランカと日本

 （全1回）

スリランカ出身の坂本サジットさんから
スリランカの文化や習慣、料理の魅力に
ついて学びます。スリランカカレーの試
食もあります。

30人 1人600円 3/5(火)、10:00 ～・
申込順

4/19(金)、5/17(金)、6/21(金)
10:00～12:00

春の親子お料理ごっこ
（全3回）

未就学児の料理体験講座です。
未就学児と
その保護者

8組16人
1組3,500円 3/15(金)、11:00 ～・

申込順

東部生涯学習センター
4/12～5/17

の毎週金曜日 19:00～20:30
5/3(祝)除く

はじめての社交ダンス
（全5回）

ステップの基礎から学ぶ社交ダンス入
門講座です。 成人20人 無料 3/15(金)、14:00 ～・

申込順

4/17～5/22
の毎週水曜日 13:30～15:30

5/1除く

はじめての中国語
（全5回）

中国語の発音、挨拶など簡単な日常会
話について学びます。 成人20人 1人1,000円 3/13(水)、14:00 ～・

申込順

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

4/19（金）
10:00～12:00

はじめてのAOI
（全1回）

静岡音楽館AOIのホール等の施設や楽
器庫を見学します。
※静岡音楽館AOI(葵区黒金町)集合・解散

25人(未就学児不可) 無料 3/15(金)、10:00 ～・
申込順

藁科生涯学習センター

4/17（水）、4/24（水）
13:30～15:30

もっと考えよう！
人生のエンディング

（全2回）

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を学んで、自身の終
活を考えます。

20人 無料 3/20(水)、13:30 ～・
申込順

4/3（水）
13:30～16:00

※荒天順延 4/4(木)

春の小瀬戸ウォーキング
（全1回）

春の小瀬戸地域へウォーキングに出掛
けます。
※小瀬戸(葵区小瀬戸)集合解散

15人 1人500円 3/15(金)、10:00 ～・
申込順

4/27(土)～来年1/11(土)
9:00～12:00
期間中6回

「綿」種まきからの
紡ぎと織り
（全6回）

綿の栽培方法を学び、手作業で糸を紡
ぎ、綿織物を作ります。 成人18人 1人3,000円 3/30(土)必着、年齢も

記入・1人1枚

長田生涯学習センター
4/13（土）

9:00～12:00
※雨天時4/20(土)同時刻に延期

おさだ歴史ウォーキング
～用宗編～
（全1回）

駿府ウエイブの案内で、用宗駅周辺の
史跡やまちを散策します。
※用宗公民館（駿河区用宗四丁目）集合・
解散

中学生以上30人 1人100円 3/23(土)、10:00 ～・
申込順

大里生涯学習センター

4/20（土）
9:30～12:00

歴史探訪ウォーキング
～今川義元公の史跡を巡る～

（全1回）

今年は今川義元公生誕500年。公にまつ
わる史跡をゆっくりと巡る、歴史ウォー
キングです。

（静岡浅間神社集合・解散、雨天決行）

20人 無料
4/5(金)必着

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）

4/9(火)、16(火)、23(火)
10:00～13:30

初心者向け
簡単手作りパン
（全3回）

初 心 者で も簡 単にで きるパンの 作り
方を学びます。 12人 1人2,000円

3/29(金)必着

4/14～9/29
の概ね第2、4日曜日

10:00～12:00

アカデ美和
子どもカレッジ
（全12回）

科学工作や防災クッキングなど、様々
な学習や体験活動を行います。

開催日時点において
小学2 ～ 6年生15人 1人2,000円 3/29(金)必着、4/1以降の

新学年を記入、1人1枚

①4/20(土) 10:00～12:00
②4/21(日) 10:00～12:00

おやこお菓子づくり
（各全1回）

簡単 な焼き菓子を 親 子で 一 緒に作り
ます。

5歳～ 6歳の未就学
児とその保護者

7組14人
1組1,000円 3/29(金)必着・希望日・

子どもの年齢も記入

健康文化交流館「来・て・こ」（駿河生涯学習センター）

4/18(木)、5/16(木)、6/20(木)
19:00～21:00

暮らしを楽しむ季節の手しごと
～春夏～
（全3回）

季節に合わせた自然素材で手仕事を楽
しんでみませんか？ 15人 1人2,000円 ハガキ3/16(土)必着・年齢も

記入・1枚1人、多数抽選

4/26（金）
10:00～11:30

絵本と
わらべうたの世界

（全1回）

絵本とわらべ歌を親子で楽しめる方法
を講師から学びながら、保護者同士の
交流を図ります。

3か月から2歳未満の
子とその保護者15組 1組500円 3/22(金)、13：00 ～・

申込順

4/16(火)、5/21(火)、6/18(火)
10：30～12：00

親子でお料理ごっこ
～春～
（全3回）

未就園児向けの料理を作ります。 1歳以上3歳未満の
子とその保護者8組 1組3,500円 3/26(火)、10：00 ～・

申込順

西奈生涯学習センター（リンク西奈）
4/10～5/22
の隔週水曜日
14:00～16:00

大人のおりがみ
（全4回）

おりが みで 季 節 を感じる作 品に挑 戦
します。 成人15人 1人1,000円 3/6(水)、10:00 ～・

申込順

南部生涯学習センター

3/20（水）
13:30～15:30

春を楽しむ
寄せ植え講座
（全1回）

春 に 咲く花 を 使った寄 せ 植 えを 作り
ます。 30人 1人2,500円

3/6(水)必着

4/4（木）～4/25（木）
の毎週木曜日
13:30～15:30

中世今川家を
めぐる人びと
（全4回）

静岡市において、今川文化に関わる人び
とに焦点をあてて、人物とゆかりの地に
ついて学ぶ講座です。

30人 1人500円 3/14(木)、14:00 ～・
申込順
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『しずまえ』料理講座
葵生涯学習センター

イ ベ ン ト レ ポ ー ト

　昨年12月、葵生涯学習センターと静岡市
の水産漁港課の共催で、小学生親子を対
象とした「『しずまえ』料理講座」を開催しまし
た。この「しずまえ」という言葉、みなさんは
ご存知でしょうか。(ちなみに今回参加され
た半数以上の方たちも聞き覚えのなかった
様子)　「しずまえ」とは、静岡市の前浜のこ
とで(江戸前みたいなものですね)、ここで水
揚げされる魚介類を「しずまえ鮮魚」といいま
す。有名どころでは、用宗の「しらす」や、
由比の「桜えび」など。また鮮魚ではありませ
んが、清水港の「冷凍マグロ」は水揚げ量日
本一を誇ります。
　今回使用したのは「ヒラメ」と「マグロ」。ヒ
ラメは握り鮨に、マグロは出汁を取って雑煮
を作りました。その他の食材もすべて静岡市
産です。「地産地消」は経済・環境に良い影
響を与えるといいますが、それだけでなくその
土地の気候風土にあった食べ物を食べること
が健康につながるというお話を聞くことができま
した。
　講座が始まると順調に作業が進んだのです

が、「ヒラメの握り鮨」では泣いてしまう子がで
てしまいました。なぜなら今回、生きたヒラメ
を締めるところから始めたからです。私自身も
普段は魚に限らず出来合いのものばかり買っ
ているので、「いのちをいただく」ことを改めて
実感しました。泣いてしまった子も他の子たち
も、大切な事なのだとわかっているような真剣
な眼差しでした。「マグロ汁の雑煮」では、講
師直々の出汁の取り方講義を写メやメモを駆
使しながら、子どもたちよりお母様方が夢中に
なっていました。結果、調味料がほとんど要
らないくらい良い香りの出汁が取れました。
　2時間かけて完成した2つのメニューはとて
も美味しく出来上がり、参加者はたくさんおか
わりしてくださいました。
　このように生涯学習センターの講座は、今
回の料理講座ひとつ挙げても「食育」「郷土」
「産業」「道徳」と多くの要素を含んでいま
す。職員一同、参加してくださる皆さんに、よ
り多くの興味を持っていただけるよう様々な講
座を企画して参りますので、次年度も引き続き
のご愛顧をよろしくお願い申し上げます。

3/8（金）
①13:30～14:30　②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室㉓

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）

3/22（金）
①13:30～14:30　②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室㉔

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）

申込方法：    3/1(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）

日　時 コース 内　容 対　象 会　費

① 4/12～5/24
金曜日10：00～12：00

ワード入門 （全6回） 5月3日(祝) Win7 3,700円

② 4/11～6/6
木曜日13：30～15：30

ワード中級 （全8回） 5月2日(祝) Win7 4,800円

③ 4/9～5/14
火曜日10：00～12：00

はじめてのエクセル （全5回） 4月30日(祝) Win7 3,000円

④ 4/8～6/10
月曜日19：00～21：00

エクセル中級 （全8回） 4月29日(祝)
5月6日(祝) Win7 4,800円

⑤ 4/10～5/15
水曜日19：00～21：00

レイアウト入門 （全6回） Win7 3,700円

⑥ 4/12～5/17
金曜日19：00～21：00

パワーポイント入門 （全5回） 5月3日(祝) Win7 3,000円

申込方法：    3月11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 4/8～6/17
月曜日19：30～20：30

ピラティス月曜 （全10回） 4月29日(祝) 3,500円

② 4/11～6/13
木曜日13：30～14：30

入門ヨガ （全10回） 3,500円

③ 4/9～6/11
火曜日19：30～20：30

ヨガ火曜 （全10回） 3,500円

④ 4/12～6/21
金曜日19：30～20：30

ヨガ金曜 （全10回） 5月3日(祝) 3,500円

⑤ 4/11～6/13
木曜日19：30～20：30

入門エアロ木曜 （全10回） 2,000円

⑥ 4/13～6/22
土曜日10：30～11：30

初級エアロ土曜 （全10回） 5月4日(祝) 2,000円

⑦ 4/10～6/12
水曜日19：30～20：30

中級エアロ水曜 （全10回） 2,000円

申込方法：    3月11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

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（Offi  ce2013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
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12

　静岡市では、高齢者が新たな知識、技術を学ぶと共に、仲間づくりや異なる世代との交流をとおし、豊かな人生を送ることを
目的として、高齢者学級「みのり大学」を開設します。
　各学級それぞれのプログラムで、月１～２回、１回２時間程度、歴史、文化、経済、産業、健康、福祉、環境、消費、防災など幅
広い分野について、講義や実技をとおし楽しく有意義に学びます。

５　申込方法	 ：	往復ハガキ	(1人1枚・多数の場合は抽選になります。)
	 	 平成３１年４月５日（金）必着　以下の項目をご記入のうえ、申込希望先へ郵送してください。
	 	 ①　希望学級名（複数の学級への申込はできません。）
	 	 ②　氏名（ふりがな）
	 	 ③　性別（男・女）
	 	 ④　生年月日・年齢（平成31年4月1日現在）
	 	 ⑤　郵便番号・住所
	 	 ⑥　電話番号・ＦＡＸ番号
	 	 ⑦　平成30年度「みのり大学」各学級に在籍した方は、その「在籍学級名」。在籍しなかった方は
	 	 	 「なし」と記入してください。
６　結果の通知	 ：	 受講の決定につきましては、４月１２日（金）までに、ハガキ（返信）でお知らせします。　抽選に漏れた方
	 	 は、定員に余裕のある他の学級へ希望を変更することができます。４月１６日（火）までに変更希望先の	
	 	 生涯学習センターにお問合わせください。
７　問合せ先	 ：	 申込先の生涯学習センター等へ直接お問合わせください。

１　対　　象	 ：　静岡市内に居住する、６０歳以上の方（昭和３４年４月１日以前に生まれた方）
２　実施期間	 ：　２０１９年４月から２０２０年３月まで、１８回を実施予定。
３　年	会	費	：　２,０００円（会費以外に各学級の自主活動費がかかることがあります）
４　開設学級と申込先　：　※複数の学級への申込はできません。

平成31年度　静岡市高齢者学級「みのり大学」

学級生募集要項
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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
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【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 ルモンドふじがや
鑑賞料200円割引（学生100円割引） 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

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.054-251-0066　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

5 美容院 MODA（モダ） 6 ファミリー食堂 さいとう
10％off 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.054-272-7600　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

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

7 三日月堂 8 そば処 志ほ川
500円以上お買上げのお客様は10％off 50円引
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

9 鉄板焼 湧登 you-to 10 入船鮨南店
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 アイスクリームサービス ランチ・宴会時を除く

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
11：00～22：30、火曜日定休

11 英会話スクール BEELINE 12 ゆるり屋 二光
入会金50%off（10,800円を5,400円に） 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.054-285-6566　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

13 こまちや化粧品店 14 ギター教室やまもと
粗品進呈 初回レッスン料無料 チケットに記載の日付または会期より3ヵ月間有効

TEL.054-282-7123　静岡市駿河区南町5-32
8：00～20：00、日曜日定休

TEL.054-204-0880　静岡市葵区伝馬町8-11 4F
13：00～21：00、月・火曜日定休

15 路地裏韓居酒屋　韓唐韓 16 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

17 海の幸、山の幸 海山 18 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）

19 しずおか巻き爪専門サロン Mana 20 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

21 寿し割烹 八千代 寿し鐵　　　　　　 　 地図に記載はありません。
22 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

23 Men's Beauty Salon Ochiai　　  　　地図に記載はありません。
24 KEI's ナチュラル・セラピー

イヤーセラピーサービス 施術時間10分延長またはロミヘッド10分サービス
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

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

25 四川料理・火鍋 躍飛 26 GROW STOCK
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 フライドポテトプレゼント
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17：00～25：00、金・土・祝前17：00～27：00、日曜日定休
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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

40
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）

41 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）

42 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） 43 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）

44 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

45
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）
46 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

47
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

48 入船鮨葵タワー店（B1）
TEL.054-251-9178

11:00～22:00
無休（ただし、12月31日と1月1日は休業）
ランチ：スタンプ２倍
ランチ以外：アイスクリームサービス

49 梅蘭 静岡店 （B1）
TEL.054-260-6071

10:00～15:00
17:00～21:30
水曜日定休
全品10％off

50
ECC外語学院
葵タワー静岡校（7F）
TEL.054-254-6144

平日13:30～21:30
土10:30～18:30
日曜日・祝日定休
英会話無料体験レッスン1回

27 ワイン食堂 GAV　　　　　　　　　　　地図に記載はありません。 28 クラフトビアステーション
食事代10％off サンプルビール1杯プレゼント
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

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

29 AOI BEER STAND 30 馬場製菓合名会社　　　　　　　　　地図に記載はありません。

試飲グラスでビール1杯プレゼント 商品代金10％off
TEL.054-260-5203　静岡市葵区御幸町4-6 デンビル1F
11：00～23：00

TEL.0120-528-225　静岡市葵区駿河町7-1
8：00～18：00、日曜日 ・祝日定休、土曜日不定休

31 呑みや 闇よ棚 32 アオイブリューイング ビアガラージ 　地図に記載はありません。

ビール１杯目を割引価格にて提供 730円以下のグラスビールが500円（お一人様1杯のみ）
静岡市葵区両替町1-6-10 M2ビル201
16:00～23:00、木曜日定休

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

33 12 34 アオイブリューイング カフェ
クラフトビール1杯目100円引き 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
TEL.054-204-2707　静岡市葵区紺屋町7-14
16:00～24:00、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
8:00～23:00

35 TEN ROSEs（テンローズ）　　　　  地図に記載はありません。 36 豊丸水産 静岡南口店
店内商品10％off ご人数分のお刺身盛り合わせプレゼント
TEL.054-686-2520　静岡市葵区人宿町2-5-2 SOZOSYAキネマ館1A
月～土10:00～22:00、日・祝9:00～20:00

TEL.054-202-8621　静岡市駿河区南町10-12 オラシオン南町1F
17:00～24:00、日曜日定休

駐車場

37 サウスポット伊伝パーキング 38 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

39 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

※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。

【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）

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。

（2019年1月10日現在）
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