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。

ドラムでドンドン
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！

もしもしライト
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！

ぴょんぴょんチャンピオン
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？

開館15周年記念セレモニー
3/

21

木 祝

9：45 ～ 10：00

科学茶房

15周年を迎える る・く・るをみんなでお祝いしませんか？
セレモニーに参加した方は、一般公開に先駆けて新展示物を体験できます。

音カフェ「心地よい音をつくる！～騒音から快音へ～」

身の回りにあふれる音。心地よい音もあれば、うるさいと不快に感じる音もあります。
騒音を消すのではなく、快適な音“快音”に変えることができたら！
？
自動車や家電などから出る音を快適にする「快音設計」についてお話します。

4/

1

21

日

時間：13:00 ～ 15:00
講師：中央大学 理工学部 教授 戸井武司さん
会場：8階 創作ルーム
対象：どなたでも（小学校高学年～大人におすすめ）、30人
申込方法：3/24(日)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）

※都合により内容を変更する場合があります。

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26日(火)、3月5日(火)、12日(火)、4月9日(火)、16日(火)、17日(水)

る・く・る光のフェスタ
テーブルサイエンス

臨時開館日：3月18日(月)、25日(月)、4月1日(月)

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！

キラキラ光のふしぎ

スタッフとお話ししながら目の前で実験を見て、科学のふしぎや
楽しさをみつけよう！今回のテーマは生活の中に欠かせない光。
その光を科学的にみてみよう！

3/

•

•

•

•

•

22 金 25 月 26 火 29 金 30 土

時間：12:00、13:00、14:00、15:00
（各回20分程度）
会場：8階 体験ステージ

る・く・るワークショップ

4/

1

•
月

2

火

光をキャッチ！紙のステンドグラス

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。

3/

27

•
水

• 4/
木

28

3

〜
水

5

金

時間：13:00 ～ 15:30受付
会場：8階 ワークショップスペース

わくわく科学工作

ミラクルカラーテレビをつくろう

る・く・るナビゲーターとお話しながら工作に挑戦！ 赤・青・緑
の線の上にスリットをかさねて、色の見え方をしらべよう。

4/

7

•
日

21

日

時間：13:00 ～ 15:30受付
会場：8階 ワークショップスペース

2019年度 る・く・るナビゲーター 春季募集
スタッフと一緒に静岡科学館の事業を盛り上げてくださるボランティア「る・く・るナビゲーター」を
募集します。館内の展示物体験のサポート、科学イベントのサポートなどを通して、来館者のみなさ
んに科学のおもしろさを伝えてみませんか？
募集締切：4月12日（金）必着
詳しくは、ホームページ、募集チラシ（3月発行予定）をご覧ください。

Coming Soon !
4/

27

〜
土

スタッフ一押し！ G W工作＆実験まつり
5/

30 火 休 3

〜
金祝

各日13:00 ～ 15:30受付

6

月休

科学が大好きな る・く・るスタッフおすすめの工作や
実験が集合する特別な1週間！
スタッフと一緒に科学の楽しさを感じてみませんか？
どんな体験ができるか、詳細はHPへ！
※都合により内容を変更する場合があります。

2

小倉遊亀
《姉妹》
昭和 45 年
（1970）
［後期］滋賀県立近代美術館

明治 31 年（1898）、岡倉天心によって東京 ･ 谷中に設立された日本美術院は、天心没後の大正 3 年（1914）に再興されました。
美術院の展覧会（院展）は一貫して新たな日本画創造の場となり、横山大観、菱田春草、安田靫彦、今村紫紅、小林古径、
速水御舟ら個性豊かな画家たちが意欲作を次々と発表しました。彼らの創意工夫の軌跡は、まさに近代日本画の歩みといえ
ましょう。
滋賀県大津市出身の小倉遊亀（1895-2000）は、25 歳で安田靫彦に師事、以後院展の先輩たちに感化されつつ研鑽を
積み、105 歳で没するまでひたむきに描き続けました。伝統に学びながらも、時代に合った新しい感覚を備えた彼女の作品は、
その明るさと力強さ、気品の高さをもって今日もなお人々を魅了してやみません。
本展は、滋賀県立近代美術館の名品により、小倉遊亀の芸術の精華とそれを育んだ日本美術院の俊英たちの活躍をた
どります。

年（ 1962
）［後期］
滋賀県立近代美術館

※リピーター割引：2 回目以降、美術館窓口での本展半券提示で当日券 200 円引き。
※（ ）は、前売および 20 名以上の団体料金（団体券は来館当日に限り購入可能）
※障がい者手帳等をご持参の方および介助者原則 1 名は無料。

小倉遊亀《画人像》昭和

休 館 日：毎週月曜日 ※ただし 4 月 29 日、5 月 6 日は開館、4 月 30 日（火・祝）、5 月 7 日（火）は休館
開館時間：10:00 ～ 19:00（入場は閉館の 30 分前まで）
観 覧 料：一般 1,200（1,000）円、大高生・70 歳以上 800（600）円、中学生以下無料

37

前 売 券：2 月 15 日（金）から 4 月 5 日（金）まで以下の箇所にて販売
静岡市美術館、チケットぴあ（P コード 769-465）、ローソンチケット（L コード 43995）、セブンチケット（セブンコード 071-339）、
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
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、NHK 静岡放送局、NHK プラネット中部
特別協力：滋賀県立近代美術館 協力：日本美術院 制作協力：NHK プロモーション 後援：静岡市教育委員会、静岡県教育委員会

◎開館記念日＆ 10 連休お楽しみ企画

4 月 27 日
（土）〜 5 月 6 日
（月・祝）の各日先着 50 名様にプレゼント！
（本展ご観覧の方対象） 開館記念日の 5 月 1 日はスペシャルなおまけも…!?
※ 4 月 30 日（火・祝）は休館日です。

3

※都合により内容を変更する場合があります。

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。

1

2

3

4

1小倉遊亀《娘》昭和26年（1951）［前期］2横山大観《洛中洛外雨十題 八幡緑雨》大正8年（1919）［後期］3冨田溪仙《祇園夜桜図》制作年不詳［前期］4安田靫彦《飛鳥の春の額田王》昭和39年（1964）［前期］ すべて滋賀県立近代美術館

講演会

「小倉遊亀と滋賀県立近代美術館」
日 時：4 月 14 日（日）14：00 ～ 15：30（開場 13：30）
講 師：國賀 由美子氏（本展監修者、大谷大学教授）
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：3 月 28 日（木）必着。申込方法は下記の通り。

シズオカ×カンヌウィーク 2019 連動企画

『天心』

Shizubi シネマアワー vol.24

（松村克弥監督／2013年／日本／122分）

日 時：5月3日（金・祝）14：00 〜（開場13：30）
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）
定 員：70名
チケット販売：4月6日（土）より当館受付にて販売
（定員になり次第販売終了）
企画協力：㈱サールナートホール

暦とあそぶワークショップ vol.18

こどもの日の準備をしよう！

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 18 弾。暦の本来
の意味を学びながら、こどもの日にちなんだ制作を行います。
日 時：4月27日（土）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：小学生とその親10組（応募多数の場合は抽選）
※見学、付き添い不可
申込締切：4月11日（木）必着。申込方法は右記の通り。

・講演会「小倉遊亀と滋賀県立近代美術館」
・暦とあそぶワークショップvol.18「こどもの日の準備をしよう！」

《申込方法》
静岡市美術館ホームページ申込フォームまたは往復はがきにて。
1件につき4名様まで。
往復はがき記載事項
③年齢

①催事名、催事日 ②氏名（参加人数分）

④住所（郵便番号から） ⑤電話番号

返信面に宛先を記

入の上、静岡市美術館まで。
※抽選の如何にかかわらず結果は通知いたします。

あね いもうと

小倉遊亀《姉妹》について
静岡市美術館

学芸員

山本 香瑞子

本展でポスターに使用している
《姉妹》
（P.3参照）
は、遊亀の
知人の娘さんたちがモデルだという。姉妹の七夕の日の姿に着
想を得て描かれた。
姉に作ってもらったものだろうか、色とりどりの折鶴を抱える妹
は満足そうな微笑みを浮かべている。一方、姉は背筋をピン
と
いろがみ
のばして虚空を見つめる。はさみと色 紙を手に持っているので、
七夕飾りを作ろうと構想をめぐらしているのかもしれない。姉の
上半身はすこし妹のほうに寄っているようにも見える。これは、
姉妹の着ている洋服の裾が左右にせり出して描かれ、二人で
一つの三角形を形作るよう配置されていることによる。この構図
の効果により、二人はそれぞれ自分だけの世界に浸っているよう

でいて、お互いの存在を意識しているかのような、温かい一体感
が生まれる。年齢による姿勢や体つきの違い、姉妹らしく眼の周り
の骨格が似ているところなど細部まで鋭い観察が行き届いている
のも、この絵を興味深いものとしている。
この作品について遊亀は、
「この無心な童女の姿が天の真実に
直結する瞬間、私の心を捉えたものがある。〔中略〕何となく色と
造形も、出来るだけ切りつめて見飽きないものにしたかった」
（小
倉遊亀『続画室の中から』）
と語る。背景は白と灰色のたった二色
だけで調子が付けられている。あっさりとして見えるが、実は、プ
ラチナ箔の上に白い絵具をかけては拭き取ることを何度も繰り返
し、膨大な手間を掛けて作り出されたものである。しかし、画面
にはそんな苦労の影はみじんもない。親しみやすくほほえましい姉
妹像は、画家が捉えた「天の真実」のゆえであろうか、観る者の
心さえも調和で満たしてくれるのである。
※都合により内容を変更する場合があります。

4

今川義元公生誕五百年祭事業

BEAT IT !!

静岡完全オリジナル舞台公演
オダvsイマガワ！奇想天外近未来ファンタジー！

～新今川物語2019～

完全静岡ブランド！ 燦然静岡プライド！ 静岡を舞台にした静岡オリジナルストーリーに、演劇、ダンス、
映像、殺陣をドラマチックミックス！大胆不敵×前代未聞の着想、まだ誰も見たことがない、天下無双の
近未来静岡ファンタジー！2018年11月の大好評初演に新演出を加え、堂々公開 !!
総監督にはNHKホール公演を即日完売させた、人気舞台集団「コンドルズ」プロデューサー勝山康晴、
藤枝出身。演出には日本新劇界の仕事人、英国留学帰りの河田園子、伊東出身。全出演者＋脚本家が
静岡生まれか静岡育ち！静岡に生きる老若男女全県民に捧げる、地産地消型×喜怒哀楽満開型ダイナミック
エンターテイメント！
日

時

会

場

料

5月5日（日・祝）14:00開演

※開場は開演の30分前

静岡市民文化会館

中ホール

全席指定
（税込）
一般1,500円 学生
（大学生、高校生以下）
・小人1,000円

金

※前売・当日券とも同額
※車イス席は静岡市民文化会館で販売。上記区分と同額、
但し介助者1人無料
※3歳以下の方の膝上鑑賞は無料
チケット取り扱い

静岡市民文化会館 054-251-3751
ｅ＋ イープラス ［PC・携帯］http://eplus.jp
［直接購入］ファミリーマート

主催：今川義元公生誕五百年祭推進委員会
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

イメージイラスト：yazwo

松竹大歌舞伎公演関連事業

「歌舞伎がわかる」入門講座
「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。
日

時

会

場

静岡市民文化会館

定員150人

大会議室

申込方法

（申込順）
静岡市民文化会館へ電話でお申し込みください。

会

無料

費

お問合せ

5

4月3日（水）14:00～15:30

静岡市民文化会館

※都合により内容を変更する場合があります。

054-251-3751

講 師

葛西聖司（古典芸能解説者）

講師プロフィール
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。

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。

4月

3
3
4
8

主 …主催 問 …お問合せ

水

水

木

月

※特別開館日

12 金
14 日
21 日
21 日
28 日
29 月 祝

静岡雙葉中学校・高等学校吹奏楽部第52回定期演奏会
大ホール （17:00）17:30～

主 静岡雙葉中学校・高等学校
問 054-255-0305

自由席：500円

静岡大学吹奏楽団スプリングコンサート2019

丸山和輝

主 静岡大学吹奏楽団
問 090-8023-3680

中ホール （14:30）15:00～ 自由席：前売800円、当日1,000円、大学生500円、高校生以下無料

お釈迦さまの誕生日 花まつり
中ホール （12:00）13:00～16:30

主 静岡市静岡仏教会
問 054-252-7856

無料

松竹大歌舞伎
中ホール

shizudai-gold.1-1919_1@docomo.ne.jp

事務局 土方宏明

主 静岡朝日テレビ／

（12:15）13:00～ （16:45）17:30～ 指定席：S席8,500円、A席7,000円、B席3,500円、
車イス席7,000円 未就学児入場不可

井上陽水 50周年記念ライブツアー『光陰矢の如し』
～少年老い易く 学成り難し～
大ホール （18:00）18:30～21:00

指定席：8,640円

THE ALFEE 45th Anniversary Best Hit Alfee 2019
大ホール （16:45）17:30～20:30

指定席：7,560円

masayuki suzuki taste of martini tour 2019
大ホール （17:00）18:00～20:30

指定席：7,800円

宅間葉子30周年記念ラテンコンサート
中ホール （16:30）17:00～19:30

主 サンデーフォークプロモーション
問 054-284-9999

主 サンデーフォークプロモーション
問 054-284-9999

主 サンデーフォークプロモーション
問 054-284-9999

問 054-285-0988

自由席：4,000円

主 静岡聖光学院吹奏楽部
問 054-285-9136

静岡聖光学院中学校・高等学校

自由席：前売400円、当日500円

静岡学園ウインドオーケストラ
中ホール （16:30）17:00～20:00

問 054-251-3302 静岡朝日テレビ事業部

主 ラティーノス

静岡聖光学院吹奏楽部 第47回 定期演奏会
大ホール （13:30）14:00～16:00

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

第17回

定期演奏会

主 静岡学園

吹奏楽部
和田 典久

問 054-200-0191

自由席：前売500円、当日600円

展示室 A・B・C

12

−
金

−
金

14 日

26 28 日

第43回書道教育院

清流会書展

A展示室

9:00～16:30

三光書会

静岡玄燿社第22回展

C 展示室

9:00～16:30

初日は12:00から

主 書道教育院

最終日は15:30まで

最終日は16:00まで

無料

主 三光書会

無料

清流会
松田紅雪

問 090-2188-4145

静岡玄燿社
大石清苔

問 054-286-7433

※都合により内容を変更する場合があります。
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小学生のための

「雅楽」ワークショップ開催

（要申込）
無料！

日本古来の音楽「雅楽」の楽器を体験してみよう！！

4/20

[1回目]13:30〜14:30
[2回目]15:00〜16:00

会

場：静岡音楽館AOI 講堂（7F）

対

象：小学1年生から6年生まで（2019年4月現在）

人

数：各回30名（要申込･多数抽選）

応募方法：静岡音楽館AOI「雅楽」
ワークショップ申込ページ
http://www.aoi.shizuoka-city.or.jp/gagaku/
（3/31（日）
までにメールにて当落をお知らせいたします。）
締
切：3/10（日）

第24回

観覧自由！

「静岡の名手たち」オーディション開催
静岡音楽館 AOI では、新進音楽家の発掘と育成のためにオーディションを開催しています。
合格者は、2019 年 9 月 14 日（土）
「静岡の名手たち」オーディションによるコンサートへの出演
が決定しているほか、今後、
（公財）静岡市文化振興財団が主催するコンサートへの出演などの
機会に恵まれます。また、
「ロダン賞」
「コンチェルト賞」の受賞者は、それぞれ静岡県立美術館、
静岡交響楽団のコンサートの出演者として推薦されます。

4/28
会

打楽器部門･声楽部門

4/29

場：静岡音楽館AOIホール（8F）

入場無料（申込不要。当日、直接会場へお越しください。）

※いずれも順不同、時間未定 ※このオーディションは公開です。
※未就学児はご入場いただけません。

静岡音楽館AOI コンサートシリーズ2018−19
「J.S.バッハの世界」
昨年10月6日
（土）
に「J.S.バッハの世界」
と題し、バッハ晩年
の代表作《音楽の捧げもの》
と、200曲以上と言われるバッハが
残したカンタータの中で、特に人気の高い第78番《イエスよ、
汝は我が魂を》
を静岡の聴衆に紹介した。
前半は器楽のみの編成。やはりバッハの代表作のひとつで
ある
《トリオ･ソナタ》BWV1079をフルート、ヴァイオリン、チェロ、
チェンバロで奏でたのち、いよいよ
《音楽の捧げもの》がチェン
バロのソロで静かにスタートした。この曲は、ほぼ全編に渡っ
てチェンバロが登場するのだが、バッハ作品を代表とするバロッ
ク音楽に造詣が深い桒形亜樹子氏が、その知識に裏打ちさ
れた音楽性と超絶的な技巧で、素晴らしい演奏を披露した。
後半のカンタータは、ソプラノの森麻季、メゾソプラノの寺

7

※都合により内容を変更する場合があります。

祝 弦楽器部門･アンサンブル部門

イベ ン トレポ ー ト
静岡音楽館AOI 学芸員

竹内 啓

谷千枝子、テノールの吉田浩之、バリトンの河野克典という名
実ともに日本を代表する声楽家の各氏が奏でる歌声が大きな
聴きどころとなった。それを支える器楽陣も、東京交響楽団コ
ンサートマスターの水谷晃氏や、ソリストとして活躍するフルー
トの佐久間由美子氏など実力派の器楽奏者がこのコンサート
のために集った。パイプオルガンを有し、心地よい残響を誇る
AOIのホールで奏でられる歌声は、まるでバッハの時代に教
会で奏されたであろう荘厳な響きを想起させるものであった。
今回声楽で出演したソプラノの森麻季氏は、本年5月に当
館でリサイタルを開催する。今後の静岡音楽館AOIの演奏会
にも是非ご期待いただきたい。

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。

4月

主 …主催 問 …お問合せ

PRE-PISTANGPINOY CULTURALSHOW-SDC

13

主 APIVA

土

問 080-1610-8166

ホール

（18:30）19:00～21:00

無料（どなたでも）

サークル“この1曲”をとことん語る

17

主 静岡音楽館AOI

水

問 054-251-2200

講堂

19:00～20:30

無料（要申込）

はじめてのAOI

19

主 静岡市北部生涯学習センター

金

問 054-271-5111

ホール・
講堂

10:00～12:00

NPO法人

無料（要申込）

静岡ユースマンドリンオーケストラ「第3回定期演奏会」

20 土

主 中野薫
問 054-245-6762

ホール

（18:00）18:30～20:30

一般1,000円、学生500円

小学生のための「雅楽」ワークショップ

20 土

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

講堂

[1回目]13:30～14:30

第42回

21

[2回目]15:00～16:00

無料（要申込・多数抽選）

静岡県演奏家協会志太榛原支部コンサート～春によせて～
主 後藤

日

問 090-4196-2192

ホール

（13:00）13:30～15:45

一般2,000円（学生1,000円）

第24回「静岡の名手たち」オーディション

打楽器・声楽部門

28 日

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

ホール

未定

入場無料

※未就学児はご入場いただけません。

第24回「静岡の名手たち」オーディション

29 月

弦楽器・アンサンブル部門
主 静岡音楽館AOI

祝

問 054-251-2200

ホール

未定

入場無料

※未就学児はご入場いただけません。

※ご希望のあった催事のみ掲載しています。 ※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.https://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。
「Shadow+」 徳井太郎 ／清水雄大

壁に立つと、影が変化！
？

光と遊ぶ春のワンダーランド

森の中や雪が舞う幻想的な

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！

感覚を楽しめます。

3月16日（土）～4月7日（日）
9:30～16:30

世界にいるような不思議な

©taro TOKUI / yudai SHIMIZU

＜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

※月曜休館（3/18、3/25、4/1）

※入場は閉場の30分前まで

会場 : 静岡市清水文化会館マリナート 1階ギャラリー
料金 :【前売り（3/15まで）】一般（高校生以上）800円、中学生以下600円
【当 日（3/16〜4/ 7）】一般（高校生以上）1,000円、中学生以下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

・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/ ※ファミリーマート店舗
◦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
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

4月

7

主 …主催 問 …お問合せ

ピアノ発表会

日

小ホール 13:00

（堀部）
問 090-1286-9393

関係者のみ

A.K.T ballet K studio mini 発表会2019 ～森の妖精プリエッティ～

14 日
20 土

大ホール （16:00）16:30～18:00 自由席 無料

問 090-2773-5180

2019ミス・ジャパン静岡大会

主 2019ミス・ジャパン静岡大会事務局

小ホール （13:30）14:00～15:00

（株式会社HDR）

自由席

無料

問 050-5846-6127

第15回歌謡交流会

21 日

小ホール （9:10）9:30～17:00

主 静岡県中部地区歌謡愛好会

自由席

無料

第3回ピアノ音楽発表会

27 土

小ホール （12:15）12:30～15:30

主 Setsukoピアノ音楽教室

（定別當）
問 054-364-7108

関係者のみ

吉本新喜劇ワールドツアー ～60周年 それがどうした！～ 静岡公演

28 日

大ホール ①（12:00）13:00

②（16:00）17:00

指定席

前売 5,500円

静岡県演奏家協会 第32回清庵支部コンサート Ihohara（いほはら）の調べ ～クララ・シューマン生誕200周年によせて～

28 日

小ホール （13:30）14:00～15:30

自由席

大人2,000円

高校生以下1,000円

ウィリアムス浩子コンサート ～日本の名曲を歌う～

30 火 休

主 A.K.T ballet K studio

大ホール （17:00）18:00～

自由席

前売4,500円

当日5,000円

吉本興業
主 静岡新聞・静岡放送、
問 0570-550-100

（チケットよしもと予約問合せダイヤル）

主 静岡県演奏家協会清庵支部
問 080-3078-3641
主 静岡新聞社・静岡放送、バークリースクエアミュージック㈱
問 054-281-9010

（静岡新聞社・静岡放送事業部/平日9:00～17:00）

ギャラリー A・B・C・D
3/

16

−
土

19

−
金

7

日

21 日

− 5/

27 土 12 日
9

魔法の美術館 リミックス
全面

主 静岡市清水文化会館マリナート、テレビ静岡

9:30～16:30 ※最終入場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

第35回 春の山野草展
全面

9:30～16:30

全面

無料

～田中達也 見立ての世界～

10:00～17:00 ※最終入場16:30まで 【前売】中学生以上800円 小学生400円
【当日】中学生以上1,000円 小学生500円 ※未就学児無料（要保護者同伴）

※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）
054-261-7011（テレビ静岡/平日10:00～18:00）

主 駿河山草会

※最終日15:00まで

MINIATURE LIFE展

問 054-353-8885

（大石）
問 090-7869-2785
主 静岡新聞社・静岡放送、静岡市清水文化会館マリナート
問 054-281-9010（静岡新聞社事業部/平日9:00～17:00）

054-353-8885（静岡市清水文化会館マリナート）

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）
4/11～来年3/12
の毎月第2木曜日
10:00～11:00

4/24～来年3/18

の毎月概ね第4水曜日
9:45～11:15
※詳細はお問合せください。

ピヨピヨおはなしかご
（全12回）

おやこ音楽ひろば
～音のおもちゃ箱～
（全12回）

働くあなたの
ヨガ講座

5/14(火)、6/4(火)、
7/23(火)

（全3回）

19:00～20:30

手遊びやわらべうた、パネルシアターな
どのおはなし会です。赤ちゃんも保 護
者の方も一緒に楽しい時間を過ごしま
しょう！

乳幼児とその保護者
30組

無料

当日､ 直接会場へ
先着順

楽しい歌やピアノ演奏と、参加者同士の
交流会です。お気軽にご参加ください♪

3歳までの子と
保護者30組

1組100円

当日､ 直接会場へ
先着順

勤労者のみなさん、疲れていませんか？
全3回のヨガ講座で、リフレッシュしま
しょう。
「肩こり・腰痛解消ヨガ」、
「視力
向上ヨガ」など様々な種類のヨガを行い
ます。

成人15人

1人500円

4/22(月)必着・年齢も
記入・1枚1人

西部生涯学習センター
4/13～来年2/8

の毎月第2土曜日
（※8月・来年3月は除く）
13:30～16:30

4/25(木)

13:30～15:30

5/18(土)

13:30～15:30

6/7(金)

13:30～15:30

西部パソコンサロンへ
ようこそ
（全10回）

経済の視点から
「平成」を振り返る
（全1回）

奇蹟の芸術都市
バルセロナ～ガウディ、
ピカソ、ミロ
（全1回）

病気の対処法、
こんなときどうする
（全1回）

パソコンについての質問、相談に市民ボ
ランティアが一対一で対応します。

日本銀行静岡支店の竹内淳（たけうちあ
つし）支店長を講師に、日本経済およ
び静岡経済の過去30年間の動向から
「平
成」という時代を振り返ると同時に今後
の展望に迫ります。

19世紀末から20世紀にかけて活躍した
ガウディ、ピカソ、ミロ等の作品を通じ
て、バルセロナが独創的な芸術家たち
を育んでできた経緯、背景を学びます。

医 師 の 講 演 により、 自 分 や周 囲 が で
きる 様 々な 病 気 の 対 処 法 につ いて 学
びます。

どなたでも

50人

20人

40人

1人300円

当日､ 直接会場へ

無料

3/20(水)、14:00 ～・
申込順

無料

4/12(金)、10:00 ～・
申込順

無料

5/10(金)、10:00 ～・
申込順

東部生涯学習センター
5/10(金)、17(金)、24(金)
14:00～15:30

体験！
フルーツカービングの世界

フルーツや石鹸に彫刻を施す、フルーツ
カービングを体験してみませんか。

成人女性12人
(未就学児同伴不可)

1人3,000円

4/19(金)必着・年齢も
記入・1人1枚

ビーズトンボを
つくろう！

紫外線ビーズを使い、目の色が変わるト
ンボをつくります。

5歳～小学生20人
(未就学児保護者同伴)

1人200円

4/25(木)、14:00 ～・
申込順

（全5回）

様々な分野の講師から子育てのヒントと
なるお話を聴いてみませんか。

小・中学生の保護者
20人

1人1,000円

4/16(火)、14:00 ～・
申込順

東部医療講座
～介護保険について～

介護保険について、申請から利用まで
の流れや上手な使い方等を学びます。

30人

無料

4/16(火)、10:00 ～・
申込順

手軽なヘルシー料理を
つくろう

お手軽で健康に良いレシピを学ぶ料理
講座です。

成人16人

1人800円

5/8(水)必着・年齢も
記入・1人1枚

20人

1人100円

4/26(金)、14:00 ～・申
込順

楽しい絵本の読み聞かせや手遊び、簡
単な工作などを行います。

各回20人(未就学児
は保護者同伴)※7月
は50人、10月は100人

無料

初心者を対象とした風景画の講座です。

成人12人

1人2,500円

（全3回）

5/18(土)

10:00～11:30

5/21～6/18
の毎週火曜日
10:00～11:30

5/21(火)

14:00～15:30

5/25(土)

10:00～13:00

（全1回）

思春期子育て講座

（全1回）

（全1回）

初夏の草花を
見に行こう！

5/26(日)

10:00～11:30
※雨天時室内講義

（全1回）

麻機遊水地で植物を観察します。
※麻機遊水地(葵区芝原)集合解散

北部生涯学習センター
4/13～来年3/14

の8月を除く毎月第2土曜日
※7、10月は日程変更有
10:00～11:00

5/15(水)～6/12(水)
毎週水曜日
13:00～15:30

ほくぶ
おはなしバスケット
（全11回）

はじめての風景画
（全5回）

当日､ 直接会場へ

4/10(水)、13:30 ～・
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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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
4/21(日)

10:00～11:30

5/12(日)

花開く個性ー小倉遊亀
と院展の画家たち
（全2回）

9:30～10:30

四季の星座
～春の巻～

6/1(土)

19:00～21:00

（全1回）

「花開く個性―小倉遊亀と院展の画家た
ち」展に関する講座です。講座を受けて、
より深く展覧会を楽しみましょう。※2
回目は静岡市美術館(葵区紺屋町)集合
解散

春の星座や惑星などを観望します。
雨天時室内講義。

15人

無料
※第2回は別
途観覧料が
かかります

小学生以上30人
(小学生は保護者同伴)

無料

4/12(金)、16:00 ～・
申込順

4/7(日)、10:00 ～・
申込順

西奈生涯学習センター（リンク西奈）
静岡茶を学び、
味わい尽くそう！

静岡茶の歴史やお茶の入れ方、料理を
学び、その魅力に迫ります。

成人16人

1人800円

4/11(木)、10:00 ～・
申込順

美姿勢
ウォーキングレッスン

正しい美しい姿勢での歩き方を実践を
通して学びます。

成人20人

1人500円

4/7(日)、10:00 ～・
申込順

認知症やもしもの時のために、家族信
託、遺言、年金など、様々な人生設計
のコツをお伝えします。

30人

1人500円

4/6(土)、10:00 ～・
申込順

楽しく健康にレクリエーションダンスを
踊り、ダンスの基本を学ぶ初心者向け
の講座です。

30人

1人500円

4/3(水)、10:00 ～・
申込順

インターネットの活用をはじめ、エクセ
ルの基礎から簡単な計算式、グラフ作
成などを学びます。

パソコンで文字入力
できる人14人

1,000円

4/18(木)、必着・
1枚1人

電源の入れ方から文字入力、インター
ネットの閲覧方法、簡単な文書作成を
学びます。

パソコン初心者14人

1,000円

4/18(木)、必着・
1枚1人

親子を対象にした、楽しいリトミックあ
そび、音楽あそびの講座です。
①、②とも同じ内容を行います。

1歳8か月～ 3歳まで
の子とその保護者
(年齢は申込日現在)
各30組

1組3,200円
(子が2人の場
合は4,800円)

体幹トレーニングを体験します。

成人15人

1人1,500円

初 心 者 向 けの 社 交ダ ンス 講 座 を行 い
ます。

成人15人

無料

一般教養から現代的な課題まで、一年
を通して幅広く学ぶ女性のための講座
です。

女性60人

1人2,000円

電源の入れ方から文字入力、インター
ネットの閲覧方法、簡単な文書作成を
学びます。

パソコン初心者14人

1人1,000円

インターネットの活用をはじめ、エクセ
ルの基礎から簡単な計算式、グラフ作
成などを学びます。

パソコンの文字入力
ができる方14人

1人1,000円

5/9(木)、16(木)、23(木)
10:00～12:00

5/10(金)、24(金)、6/7(金)
18:30～20:00

5/18(土)、25(土)、6/1(土)
10:30～12:00

5/15〜6/26
の隔週水曜日
9:30～11:30

（全3回）

（全3回）

認知症とライフプラン
～人生設計備えて安心～
（全3回）

楽しく運動
レクリエーションダンス
（全4回）

南部生涯学習センター
5/9～6/6

の毎週木曜日
10:00～12:00

5/9～6/6

の毎週木曜日
13:30～15:30

パソコン初級講座
エクセル編
（全5回）

パソコン初級講座
基礎編
（全5回）

長田生涯学習センター
春の親子で
リトミックあそび

4/23～7/9の火曜日
①9:45～10:30
②10:45～11:30

4/25(木)、5/9(木)、23(木)
13:30～15:00

5/10(金)、17(金)、24(金)

（各全11回）

あなたも挑戦！
体幹トレーニング
（全3回）

はじめての社交ダンス
（全3回）

13:00～14:30

窓口申込
4/16(火)、
10:00 ～ 10:15

4/11(木)、13:30 ～・
申込順

4/19(金)、13:30 ～・
申込順

大里生涯学習センター
5/8～来年3/11

の毎月第2水曜日
19:00～21:00

5/10～6/7

の毎週金曜日
10:00～12:00

5/10～6/7

の毎週金曜日
13:30～15:30

11

大里心の乙女塾
女性のための教養講座
（全11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）

※都合により内容を変更する場合があります。

4/17(水)必着

4/23(火)必着

4/23(火)必着

日

時

講

座

名

内

容

対

象

会

費

申込方法

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）
5/11(土)、25(土)

はじめてのヨガセラピー

18:30～20:30

（全2回）

初心者向けのヨガセラピーで、体も心も
癒します。

20人

1人500円

5/14(火)、21(火)、28(火)

家庭でできる
お手軽ごちそうレシピ

ミートローフなど、手軽に作れるおもて
なし料理を学びます。

12人

1人2,000円

簡単！
おもてなしの英会話

外国人をもてなす際に役立つ、初心者
向け英会話を学びます。

英会話初心者16人

1人1,500円

4/17(水)、10:00 ～・
申込順

楽しい電子工作&
プログラミング

マイクロビット(基盤)を使って、プログラ
ミングを体験します。

小学生とその保護者
10組20人

1組3,500円

4/26(金)必着、学年も
記入

10:00～13:00

（全3回）

5/15～7/24
の隔週水曜日
10:00～12:00

（全6回）

5/19(日)、6/2(日)、16(日)
10:00～12:00

（全3回）

4/10(水)、10:00 ～・
申込順

4/22(月)必着

健康文化交流館「来・て・こ」
（駿河生涯学習センター）
4/27～9/28

の毎月第4土曜日
10:00～11:30

来・て・こでラジオ体操
～春夏～

健康づくりに役立つラジオ体操を指導
士より教わります。

各回20人

無料

ねんねちゃんの
ベビマ&ママ体操
～春～

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5月1日時点で6か月
以内

1組1,500円

読み聞かせボランティアの育成講座で
す。最終回では実際に読み聞かせの発
表を行います。

読み聞かせに興味の
ある人20人

無料

身近にあるハーブの活用方法やアロマの
使用方法について学びます。

女性15人

1人4,000円

タッピングタッチインストラクターの助
産師から親子のスキンシップの手法を学
びます。

3 ヶ月から2歳未満の子
とその保護者
15組30人

1組500円

（全6回）

5/9(木)、23(木)、6/6(木)
10:00～12:00

（全3回）

5/10～7/19

読み聞かせを
やってみたい！

の毎月おおむね
第1・2・3金曜日
10:30～12:00

（全9回）

身近なハーブで楽しむ
癒しのアロマ生活

5/16～8/1

の第1・3木曜日
10:00～12:00

（全6回）

ママのための
タッピングタッチ

5/24(金)

10:00～12:00

（全1回）

当日､ 直接会場へ

4/11(木)必着・子の名
前と月齢も記入

4/12(金)、10:00 ～・
申込順

4/11(木)必着

4/26(金)、13:00 ～ ･
申込順

南部勤労者福祉センター
❖パソコン講座
日

19歳以上または勤労者
時

5/28～7/2

①

火曜日10：00～12：00

②

～
木曜日19：00～21：00

5/16 6/20

申込方法：

OS

会 費 ※テキスト代別途

エクセル入門（全6回）

Win7

3,700円

プレゼンテーション入門（全6回）

Win7

3,700円

4月10日（水）必着・年齢も記入・多数抽選

日

時

休講日

〒422-8021 静岡市駿河区小鹿二丁目25番45号 電話202-4300

コース

内

容

対

象

会

費

4/12（金）

初心者対象
パソコン相談室①

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）

4/26（金）

初心者対象
パソコン相談室②

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：

各10人

パソコン講座（Office2013使用）

②14:45～15:45

②14:45～15:45

4/5(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）

何のための仕事なのか？
葵生涯学習センター

主事補

村岡すみれ

何年か前から静岡大学の大学生が、葵生涯学習センターに
て実習を行っている。平成29年度は地域課題を解決する講座
を企画、実施したが、平成30年度の学生には動画を作成して
もらった。テーマは生涯学習センターに興味をもってもらえるよう
なもの。紆余曲折ありながら動画は無事に完成し、実習は終了
となった。
そんな彼らに今回の実習について感想を聞いてみると、
「動画を完成させたという達成感はあるが、この動画を作成し
たことが生涯学習に、まちづくりに関係あるのかいまいち分から
ない」
と言われて、はっとした。
そもそも生涯学習という言葉は、未だに一般的な知名度は
低いし、市民の大多数がセンターを利用しているわけでもない。
動画に関しても15秒という時間の制約の中で作成したため、生

涯学習とはなんぞやという説明をしているわけではなく、
「これが関
係あるのか？」
と疑問に思うのもうなずける。
不特定多数に向けて生涯学習に関する情報を発信することで、
一人でも気に留めてくれる人がいて、生涯学習センターの名前を
憶えていて調べてくれたり、足を運んでくれることがあれば、そこ
に仕事の価値がある、と私に限らず生涯学習センターの職員の
多くが捉えている。今回の動画では名前とメッセージしか伝わらな
いかもしれないが、このような意識で生涯学習センターの広報をし、
事業を計画し、市民の学習の手助けになるように尽力していると
いう話を話そうかと思ったものの、その前に上司が10倍きれいにま
とめて話してくれた。おかげで学生も納得してくれたようであった。
今回作成した動画は静岡市生涯学習センターの
ホームページにて公開しているので、学生達の
努力の成果をぜひご覧いただければ幸いである。

※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

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

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。

こまちや化粧品店
粗品進呈

14

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

16

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

18

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

20

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

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。

22

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
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

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

24

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

25

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
17：00〜24：00、土･日･祝15：00〜24：00、月曜日定休

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

23

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

21

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）

19

ギター教室やまもと
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.054-204 -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）

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
11：00～22：30、火曜日定休

TEL.054-660-0608 静岡市駿河区大谷2-11-9
11：00～20：00、日曜日･祝日定休（レッスンは静岡マルイ店8Fエニシアにて実施）

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
11：00～20：00、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

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
10:00～20:00、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

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

TEL.080-3077-4095 静岡市葵区鷹匠1丁目14-29 モアクレスト鷹匠4F 4D
10:00〜最終受付19:00、火曜日定休

26

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17：00〜25：00、金・土・祝前17：00〜27：00、日曜日定休

16

27

ワイン食堂 GAV
食事代10％off

地図に記載はありません。

28

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

29

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

AOI BEER STAND
試飲グラスでビール1杯プレゼント

30

呑みや 闇よ棚
ビール１杯目を割引価格にて提供

32

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

31

12
クラフトビール1杯目100円引き

34

TEL.054-204-2707 静岡市葵区紺屋町7-14
16:00～24:00、月曜日定休

TEN ROSEs（テンローズ）
店内商品10％off

地図に記載はありません。

地図に記載はありません。
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）

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

16:00～23:00、木曜日定休

35

馬場製 菓合 名会 社
商品代金10％off

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

静岡市葵区両替町1-6-10 M2ビル201

33

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

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
TEL.054-270-7769 静岡市葵区黒金町47 JR静岡駅ASTY東館
8:00～23:00

地図に記載はありません。

36

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

豊 丸 水 産 静岡南口店
ご人数分のお刺身盛り合わせプレゼント

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
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・7:00～23:00 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

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

49

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

入船鮨葵タワー店（B1）

11:00〜22:00
無休（ただし、12月31日と1月1日は休業）

TEL.054-251-9178

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

ECC外語学院
葵タワー静岡校（7F）

平日13:30～21:30
土10:30～18:30
日曜日・祝日定休

：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

梅蘭 静岡店（B1）

TEL.054-260-6071

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

46

（女性限定）

11：00～17：00
（ご入店16：00まで）
、
17：00～23：00
（ご入店22：00まで）

48

10:00～15:00
17:00～21:30
水曜日定休

50

ランチ5％off、ディナー10％off

全品10％off

TEL.054-275-1560

TEL.054-254-6144

全品5％off

英会話無料体験レッスン1回
（2019年2月7日現在）

Ticket de Smile 加盟店募集中!
【お問合せ】（公財）静岡市文化振興財団

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。

◎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
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