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※都合により内容を変更する場合があります。

5月5日（日・祝）
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
※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

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

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

14:00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

～新今川物語2019～
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！
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！

　  　
　まず、オダ帝国の新皇帝オダノブアキを演じる勝呂達基さんは、
一見“ならずもの”ですが、一緒に酒を飲むと意外にも礼儀正しい
若者です。劇中の彼の声は信長の霊が乗り移ったかのような妖し
さです！ イマガワの末裔で、オダに反旗を翻す品川アスカを演ず
るのは森陽菜さん。どこかオーラを放つキャラは天性のものでしょ
うか？ イマガワの出身ながらオダ帝国の閣僚にまで上り詰める 品
川サヤカを演ずるのは安藤紗織さん。冷たく鋭い眼光は、まさに
脚本のイメージにぴったり。新皇帝の妹ヒメミコを演ずる鈴木真子
さんは、劇中の人物が実在に思えてくるほどその演技は見事です。
その他、すがすがしさを絵にしたような大石樹さん、テーマ曲の
中 バク転で登場する金森恭平さん、テレビ局のデスク役で声優の
ような長島弘志さん、海外通で博学な大井理弘さん等々、総勢
約50人が“i f”の世界を彩ります。そして最後のどんでん返しは観
る者を圧倒する重厚感です。
　舞台芸術の制作に情熱を燃やすラウドヒル俳優の真迫の作品を、
是非皆さま生の舞台でご覧ください。なお今回は、相当涙腺を刺
激されますから、そのつもりでお越しください! !

　永禄3年（1560年）、衰退した足利将軍家を再建するため、
2万5千の兵を率いて京に向かう今川義元に対し、乾坤一擲の
大勝負を挑んだ織田信長。信長の神速が、“海道一の弓取り”と
呼ばれた義元の采配を凌駕した瞬間でした。
 今川氏は、足利将軍家の傍流 吉良家の分家で、“戦国七雄”
に並び称される武家の名門。義元は父である氏親が制定した
分国法『今川仮名目録』に21条を追加するとともに、甲斐相模
駿河の三国軍事同盟を結ぶなど安定した領国経営を行いまし
た。また、京風公家文化を取り入れた「今川文化」は、越前の
朝倉、周防の大内と並び“戦国三大文化”といわれています。
　本年5月の「今川復権まつり」で再演される、当館オリジナル
舞台劇『BEAT IT ! ! 〜新今川物語2019 〜』について、今回は
2回目のコラムなので、少し演者（一部未定）の紹介をしてみます。

『BEAT IT!! 〜新今川物語2019〜』
〜“事を謀るは人に在り、事を成すは天に在り”（諸葛孔明）〜

静岡市民文化会館　館長 中村 正史

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 水
白鳥の湖　～新演出による～ 主   バレエ団芸術座

問   080-1327-1593大ホール （15:30）16:00～19:00　無料　※要整理券

3 金
静岡市立高校吹奏楽部　第55回定期演奏会 主   静岡市立高校　吹奏楽部

問   054-245-0417　大村（顧問）大ホール （16:30）17:00～　自由席：前売500円、当日600円

5 日
静岡東高校吹奏楽部演奏会 主   静岡東高等学校　吹奏楽部

問   054-261-6636　静岡東高校　中本　岩崎大ホール （17:00）17:30～20:00　自由席：前売500円、当日600円

5 日
今川義元公生誕五百年祭事業　BEAT IT!! ～新今川物語2019～ 主   

問   054-251-3751　静岡市民文化会館中ホール （13:30）14:00～　指定席：一般1,500円、学生・小人（大学生・高校生以下）1,000円

11 土
そよ風コンサート 主   駿河総合高等学校　吹奏楽部

問   054-260-6688　渡邉裕中ホール （17:00）17:30～20:00　無料

12 日
GLAY LIVE TOUR 2019 −SURVIVAL− ○○最初のGLAYとHEAVY GAUGE ※○○には、新元号が入ります。 主   サンデーフォークプロモーション

問   054-284-9999大ホール （17:30）18:00～　指定席：8,640円

12 日
第17回静岡市民文化祭 日本舞踊のつどい 主   静岡市

問   054-285-5531
　  静岡市長唄日本舞踊連盟　藤間中ホール （12:30）13:00～16:00　無料

17 金
ohashiTrio HALL TOUR 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 （18:00）19:00～　指定席：6,800円

18 土
第69回日本西洋史学会公開講演／京都大学名誉教授・服部良久「バルバロッサとベアトリクス」／東京大学名誉教授・油井大三郎「国際協調主義とナショナリズムの相克」 主   第69回日本西洋史学会大会準備委員会

問   054-238-4509　岩井淳（静岡大学）
 　 YQS02036@nifty.com中ホール （13:30）14:30～17:30　自由席：3,000円

19 日
第17回静岡市民文化祭　三曲演奏会 主   静岡市

問   054-262-4910　静岡市三曲協会　大場中ホール （10:30）11:00～17:30　無料

静岡市民劇場　第418回例会　劇団俳優座『北へんろ』鑑賞会 主   NPO法人　静岡市民劇場
問   054-253-6839中ホール 5/21（18:00）18:30～20:50　5/22（12:30）13:00～15:20　会員のみ

22 水
平成31年度（2019年）静岡市民生委員児童委員大会 主   静岡市民生委員児童委員協議会／

　　社会福祉法人　静岡市社会福祉協議会
問   054-254-5232　静岡市民生委員児童委員協議会大ホール （13:00）13:30～16:00　会員のみ

24 金
アイワ不動産グループ　創立50周年記念コンサート 主   株式会社アイワ不動産ホールディングス

問   054-253-2811
　  創立50周年記念コンサート実行委員会中ホール （17:45）18:30～20:30　招待のみ

25 土
flumpool　コンサート 主   サンデーフォークプロモーション

問   054-284-9999大ホール （16:30）17:00～　指定席：6,500円

25 土
第17回静岡市民文化祭　劇団静芸創立70周年記念公演　「マンザナ、わが町」 主   静岡市

問   090-5110-9744　静岡市演劇協会　劇団静芸　中川／
　　080-7005-3972　事務所中ホール （17:30）18:00～20:30　自由席：2,000円

26 日
第17回静岡市民文化祭　詩舞と詩吟の大会 主   静岡市

問   054-282-6580
 　 静岡市吟剣詩舞総連盟　柏木中ホール （9:30）10:00～16:00　無料

第39回静岡県書道教授会展 主   静岡県書道教授会
問   090-7864-1786　横山紅蘭B・C展示室 9:00～17:00　初日は13:00から　最終日は15:00まで　無料　

第17回静岡市民文化祭　書道展(審査B部門)
A・B・C展示室 9:00～16:30　最終日は15:00まで　無料　

第17回静岡市民文化祭　書道講演会「書作品での篆刻の役割」　講師：師岡素山先生
大会議室 5/19（12:30）13:00～15:30　無料　

第64回静岡県書道連盟展 主   静岡県書道連盟
問   054-627-8734
  　連盟展部長　藤原岳城A・B・C展示室 10:00～16:00　初日は13:00から　最終日は15:00まで　無料　

展示室 A・B・C

22 水

12 日

19 日

26 日

21 火
〜

8 水
〜

15 水
〜

21 火
〜

5月 問主 …主催 …お問合せ

祝

祝

祝

祝

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

主   静岡市
問   054-246-0924
　  静岡市書道協会　石川
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※都合により内容を変更する場合があります。

小倉遊亀《姉妹》昭和45年（1970）［後期］ 滋賀県立近代美術館 

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　　
 ※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。

前 売 券：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

　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 と々発表しました。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。
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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。

※都合により内容を変更する場合があります。
4

日　時：5 月 18 日（土）14：00 ～ 15：30（開場 13：30）
講　師：荒井　経氏（東京藝術大学大学院教授）　
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：5 月 2 日（木・祝）必着。申込方法は下記の通り。

日　時：5 月 11 日（土）　13:00 ～ 16:30
会　場：静岡市美術館　ワークショップ室
対　象：小学生とその母 10 組　※見学、付き添い不可
参加料：１人につき 500 円（材料費含む）
申込締切：4 月 25 日（木）必着。申込方法は下記の通り。

日　時：5 月 25 日（土） ① 10：30 ～ 12：00　② 14：00 ～ 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：5 月 9 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

日　時：4 月 20 日（土）、5 月 6 日（月・休）
　　　  いずれも 14：00 ～（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）

講演会

「近代日本画の材料と表現」

プレゼントワークショップ vol.27

「母の日だ！
親子でプレゼントをつくろう」

しずびチビッこプログラム
（小倉遊亀と院展の画家たち展）

学芸員による

ギャラリートーク

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。

記念日にあわせて、家族や大切な人へのプレゼントをつくる
「プレゼントワークショップ」シリーズの第 27 弾。
母の日にあわせてプレゼントをつくって贈り、感謝の気持ち
を伝えます。

◎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。

1小倉遊亀《娘》昭和26年（1951）［前期］　2菱田春草 《落葉》 明治42年（1909）［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

1 2 3 4

・講演会「近代日本画の材料と表現」
・プレゼントワークショップ vol.27
　「母の日だ！親子でプレゼントをつくろう」

《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
①催事名、催事日 ②氏名（参加人数分） ③年齢 
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。
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※都合により内容を変更する場合があります。

スタッフ一押し！GW工作＆実験まつりスタッフ一押し！GW工作＆実験まつり
科学が大好きなる・く・るスタッフおすすめの実験や工作が集合する
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？
期間中は前半と後半で内容が入れ替わります！　全部体験できるかな？

安倍川でよくみられる「蛇紋岩」ってどんな石？ひみつを探ろう！

ホタルはなぜ光るの？身近な光るものについて実験で紹介！

カイコのまゆから実際に糸をつくってみよう！

5月に「キログラム」の定義が変わることを知っていますか？
この機会に、さまざまな単位についてはかってみよう！

発泡スチロールを溶かして、自分だけのスタンプをつくろう

科学の力で犯人をさがせ！指紋採取や物質鑑定を体験してみよう

温度で色が変わる！？ふしぎなしおりをつくろう！

紙コップをつなげて、振ると踊りだすおもちゃをつくろう！

石のマグネットをつくろう

ピカーン！光る液体！？発光実験

カイコのまゆの糸繰り体験

科学捜査入門 ～キミは犯人を見つけられるか～

挑戦！1㎏をはかれ！単位の世界

スチロールスタンプをつくろう

さわると色が変わるしおり

ダンシング紙コップ

工作

実験

工作

実験

実験

工作

工作

工作

興津川支流の黒川で、さまざまな生き物を探したり観察したりしてみよう

る・く・る自然観察会

水辺のいきもの観察会～興津川の水生生物～

5/
18 土

時間：10:00 ～ 11:45
会場：清水森林公園「やすらぎの森」（清水区西里）※現地集合解散、雨天中止
対象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴）、30人
会費：100円(保険料）
申込：4/20(土）9:30 ～静岡科学館（054-284-6960）へ電話申込（申込順）
共同主催：静岡県自然観察指導員会中部支部

4/
27 土 30 火 休

〜

5/
3 金 祝

〜 6 月 休

時 間  13:00 ～ 15:30受付
会 場  9階 企画展示室

《申込の必要なイベント》



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（HPに掲載）

●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）

4月27日(土)～5月6日(月･祝)は毎日開館！

※都合により内容を変更する場合があります。
6

祝 休
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！
大きなシャボン玉を作るにはどんな材料を使ったらいいのかな？
シャボン玉の魅力がいっぱいの世界をお楽しみください。

静岡の企業が研究開発した「すごい」科学技術を体験してみよう。
今回は、身近な微生物の紹介と形や色を観察します。

魔法みたいに次々といろんな色がでたり、消えたり・・・。
家庭でできる実験も紹介します。

日差しが強くなる夏に向けて気になる紫外線。 「紫外線
対策」と言いますが、人の体にどんな影響を与えている
のでしょうか？紫外線があたると、日焼けをして皮がむけ
るのはなぜ？身近だけれど意外と知らない紫外線につい
て実験を交えてお話します。

サイエンスショー

すごいぞ静岡

サイエンスショー

科学茶房

シャボン玉ワールド

ズームアップ！ 身近な微生物を見てみよう

マジカル？カラフル！色水実験

紫外線カフェ「意外と知らない！紫外線のふしぎ」

5/
1 水

5/
18 土

5/
25 土

5/
19 日

2 木

26 日

時間：11:00、13:00、15:00（各回30分程度）　
会場：9階 イベントホール

時間：13:30 ～ 15:30受付
講師：株式会社テクノスルガ・ラボ
会場：8階 ワークショップスペース

時間：11:00、14:00（各回30分程度）　
会場：9階 イベントホール

時間：13:00 ～ 15:00
講師：静岡県立大学　食品栄養科学部教授　伊吹裕子さん
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：4/21(日)9:30 ～
　　  静岡科学館（054-284-6960）へ電話申込（申込順）

•

•
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※都合により内容を変更する場合があります。

一般発売
4/20（土）10：00〜

主催：静岡市清水文化会館マリナート、静岡新聞社・静岡放送
企画制作：NHKサービスセンター、株式会社CoCo

企画協力：株式会社MINIATURE LIFE

主催：静岡市清水文化会館マリナート、テレビ静岡

4月27日（土）〜5月12日（日）

7月20日（土）

7月21日（日）

10:00〜17:00
（入場は16:30まで）
※会期中無休！

開演17:00（開場16:30）

開演13:00（開場12:30）

大人になると常識や固定概念というものが付きまといます。
本は読むもの、服は着るもの、野菜は食べるもの。
子どもの頃はもっと自由に発想して物事を見ていたはずなんです。
積み重なった本はビル、服は床に広げて大草原、野菜は森や山。
視点を変えることで発見できる見立ての面白さ。
大人になるにつれて忘れてしまった遊び心。
そんな子どもの頃もっていたであろう発想や視点を
大人が本気で考えて形にしたらどうなるのか。
ミニチュアライフ展にご来場いただいた後、
あなたの身の回りのものが、少しでも楽しく見えていると幸いです。　MINIATURE LIFE2より引用

ようこそ、劇場へ。お見せしましょう、あなたの「人生」を。あなたは悩める若き王子ピピンと共に不思議な
サーカスに迷い込む。華やかな魔法の世界が魅せるのは、人生の迷い、出逢い、そして、勇気。
ブロードウェイ史上屈指の名作『PIPPIN』は2013年、再びトニー賞4部門受賞に輝いた。
その精鋭のクリエイティブスタッフが再結集、ここに日本語版が完成。
世界が注目する、最新の『PIPPIN』。いよいよ開幕！

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:前売券（4/26まで）一般（中学生以上）　800円、小学生 400円
 当日券　　　　　　一般（中学生以上）1,000円、小学生 500円
※未就学児無料。※障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方1名様のみ、無料でご入場いただけます。

会場:静岡市清水文化会館マリナート　大ホール
出演:城田優、Crystal Kay、今井清隆、霧矢大夢、宮澤エマ　ほか
料金:全席指定・消費税込み　S席13,000円、A席10,000円、B席8,500円 ※未就学児入場不可

・マリナート電話＋窓口　営業時間9:00～22:00　TEL054-353-8885 ※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：769-513）  ※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：45205）  ※WEB、ローソン、ミニストップ店舗での取扱い
●当日券について：当日券は会場窓口（マリナート）のみの取扱いとなります。
備考：小学生以下のお子様のみのご入場は不可。安全のため、小学生以下の方は必ず保護者同伴にて入場。

・マリナート電話＋窓口　営業時間9:00～22:00　TEL054-353-8885　※月曜休館、月曜祝日の場合は翌平日

・テレビ静岡事業部　TEL054-261-7011　※平日9:30～17:30　・チケットぴあ　TEL0570-02-9999（Ｐコード：491-580）

・ローソンチケット　TEL0570-084-084/（Ｌコード：42685）　・イープラス　http://eplus.jp/

MINIATURE LIFE展 －田中達也 見立ての世界－
ミ ニ チ ュ ア ラ イ フ

ブロードウェイミュージカル ピピン

　  　

なったことも記憶に新しいところです。
　実際に私たちが普段何気なく目にしている日用品...例えば洗濯
ばさみやトイレットペーパー、野菜、フルーツなどが、何かに"見立
て"られると、たちまちクスッと笑えるとびきり素敵な情景に生まれ変
わります。果たしてその独特な世界観や発想はどうやって生まれ
るのか不思議です。ともすると物の使い方や見方を固定しがちな
私たち大人とは対象的に、田中さんは、どこまでも柔軟で型には
まらない思考や子供心を保ち続けています。
　また、作品に添えられたタイトルセンスが抜群！で笑ってしまいま
す。例えば、クロワッサンを雲に見立てた「クモワッサン」。コッペ
パンを連結させ新幹線に見立てた「新パン線」。ブラシやタワシで
稲刈りの風景を見立てた「田舎ぶらし」など。作品と一緒にお楽し
みいただけます。さらに、会場内は写真撮影可能で、フォトスポッ
トもご用意しています。自分が作品の世界に入り込んだかのような、
楽しい写真が撮れます。ポストカードやクリアファイルなど会場限定
のオリジナルグッズの販売もありますので是非ご期待ください。

　こどもの頃、誰もがきっと考えたことがあるはずです。
クロワッサンが青空に浮かぶ雲に、ブロッコリーが大きな木に、
プリンが南の島に・・・。ジオラマ用の小さな人形と身近にあ
る日用品や食品を使ってアート作品にし、独特な"見立て"の世
界を表現するミニチュア写真家の田中達也さん。ユーモアセン
ス抜群の作品たちを写真に撮り、2011年から「ミニチュアカレン
ダー」として自身のSNSで日めくりカレンダーのように毎日投稿した
のが話題となり、現在インスタグラムのフォロワーは190万人超え。
中国や台湾などアジアでも人気が高く、個展を開催すれば12万
人もが来場し、現地メディアからは「小型（ミニチュア）の神」と賞
賛される大注目のアーティストです。
　2017年ＮＨＫの朝ドラ「ひよっこ」のオープニング映像で話題に

ようこそ！ミニチュア・アートの楽しい世界へ！

静岡市清水文化会館マリナート 清重 友紀子

ⓒTatsuya Tanaka



※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.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。

静岡市清水文化会館マリナート

3 金
第7回リトミックピアノ発表会 主   バンビーニスタジオ

問   054-348-0806小ホール （12:30）13:00～16:00　自由席　無料　

5 日
鎌田ふれ愛太鼓25周年記念公演 ～天地あめつち～ 主   鎌田ふれ愛太鼓

問   080-7810-4373
小ホール （12:30）13:00～15:00　自由席　無料

6 月
Wing Theater  【Ballet & Dance Performance 2019】 主   学校法人日本航空学園ウイングシアター

問   080-3588-2887（岡村）
大ホール （12:00）12:30～15:30　指定席　2,000円

11 土
ベリーグッドマン “もっと てっぺんとるぞ宣言” ツアー2019  「i AM the BEST」 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 （17:00）18:00　指定席 　6,800 円　ファミリー着席指定席　6,800 円

12 日
第8回定期演奏会 「風ゆらり ひらり」 主   コールシャンテ

問   054-364-3400（内藤）大ホール （13:00）13:30～15:30　自由席　1,000円

17 金
第73回日本栄養・食糧学会大会 主   公益社団法人日本栄養・食糧学会

問   http://kinki-convention.jp/jsnfs2019/大ホール （8:30）9:00～18:00　関係者のみ

18 土
スターダスト☆レビュー ライブツアー  「還暦少年」 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 （17:00）17:30　指定席　6,900 円

19 日
第25回小さな音楽家たちによるコンサート 主   伏見絵理ピアノ教室 Freude

問   054-345-7512小ホール （12:00）12:30～16:00　自由席　無料

24 金
第72回清水みなと祭り　第1回連頭説明会 主   清水みなと祭り実行委員会

問   054-354-2189小ホール  (18:00)19:00～20:30　関係者のみ

25 土
第24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

28 火
清水市民劇場第304回例会 劇団俳優座公演「北へんろ」 主   清水市民劇場

問   054-351-8191大ホール （18:00）18:30～20:50　会員のみ

MINIATURE LIFE 展 ～田中達也 見立ての世界～ 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   静岡新聞社事業部 054-281-9010 （月～金 9:00～17:00）

　　　 静岡市清水文化会館マリナート 054-353-8885全面 10:00～17:00　※最終入場は16:30まで
中学生以上　前売券800円　当日券1,000円　小学生　前売券400円　当日券500円

山口育三日本画展　山口光司版画展 主   山口育三
問   0557-53-0620A 10:00～17:00　※初日は13：00～、最終日は16：00まで

ギャラリー A・B・C・D

12 日

26 日

27

21

土

火

−

−

5月 問主 …主催 …お問合せ

休

4/ 5/

祝

祝

祝

祝

劇団四季ファミリーミュージカル 『カモメに飛ぶことを教えた猫』

大ホール  3日/（16:30）17:00　4日/（12:30）13:00
S席　一般5,400円　小学生以下3,240円
A席　一般3,240円　小学生以下2,160円

主   劇団四季 静岡オフィス
問   0570-008-110

−

4 土

3 金
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※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。

5 日
柴田杏里静岡ギター教室発表会 主   柴田杏里静岡ギター教室（永田）

問   054-246-2476ホール （12:30）13:00～16:00　無料（どなたでも）

11 土
第10回 2台ピアノを楽しむ会 主   ピアノ研究会

問   054-283-6034ホール （13:30）14:00～16:00　無料（どなたでも）

12 日
第10回 アコールコンサート　“Anniversary” 主   アコール

問   090-8469-9947（渡邉）ホール （13:00）13:30 　一般2,000円　学生1,000円

12 日
杏林堂子育てセミナー「マミー懇親講座」 主   杏林堂薬局（溝渕）

問   053-453-5111講堂 （11:00）11:30～13:00　無料（要申込）

15 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）

18 土
武蔵野音楽大学第50回新人演奏会 （静岡県支部中部地区） 主   武蔵野音楽大学静岡県支部中部地区

問   054-366-3088（青木）ホール （13:00）13:30～15:30　1,000円

19 日
静岡室内合唱団　第17回コンサート 主   八木あさよ

問   054-667-2441ホール （13:30）14:00～15:30　2,000円

25 土
第17回 静岡市民文化祭「室内オーケストラの夕べ」 主   静岡室内楽協会　青嶋節子

問   054-253-6480ホール （18:30）19:00～21:00　1,500円

25 土
リビングウイル懇話会 in 静岡 主   日本尊厳死協会東海北陸支部

問   052-481-6501講堂 （13:00）13:30～16:00　無料（どなたでも）

30 木
森麻季　ソプラノ・リサイタル

主   静岡音楽館AOI
問   054-251-2200ホール （18:30）19:00　全指定5,000円　会員4,500円　22歳以下1,000円

　　　　　　　※未就学児はご入場いただけません。

5月 問主 …主催 …お問合せ

森麻季 ソプラノ･リサイタル麗しの歌
ディーヴァ

姫

5/30木 19:00開演 （18:30開場）
全指定 ￥5,000

（静岡音楽館倶楽部会員 ￥4,500、22歳以下￥1,000）
［Pコード：125-682］

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

日本が世界に誇る流麗の歌姫、森麻季によるソプラノ･リサイタル。
その甘美な歌声にこころ癒される。

祝

ⓒYuji Hori ⓒ横井明彦

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.https://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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※都合により内容を変更する場合があります。

静岡市生涯学習センター講座情報 URL.https://sgc.shizuokacity.jp/
【往復ハガキ】
締切日までに、往復ハガキに講座名、住所、参加者全員の氏名、電話番号、返信用宛名を記入し、各生涯学習センターへお送りください。（多数抽選）

【ホームページ】
締切日までに、ホームページ申込フォーム（https://sgc.shizuokacity.jp/）にて必要事項を入力してお申し込みください。（多数抽選）

   …往復ハガキ申込  　   …電話申込

 …ホームページ申込  　    …直接会場へ
マークの

見方
申 込
方 法

葵生涯学習センター（アイセル21）

本番 6/16(日)
10:00～15:40

展示5/11（土）〜25（土）

しずおか
人形劇フェスティバル

2019
（全1回）

静岡市で活躍する人形劇団による人形
劇や影絵、紙芝居の公演を行います。
公演に先 駆けて参加劇 団 紹介の展 示
を、アイセル21、2階ギャラリーにて行
います。

どなたでも
前売券400円
当日券500円

（3歳未満無料）

窓口申込
5/11(土)、9:00 ～

6/22(土)、29(土)、7/6(土)
10:00～12:00

やさしく解読
～古文書入門講座～

（全3回）

郷土の古文書を題材に、古文書の読み
解き方を学びます。 30人 1人500円 6/8(土)必着・

1枚2人まで可

西部生涯学習センター
6/1(土)

13:30～15:30
6/8(土)

12:45～16:30

パソコンサロン
ボランティアになろう！

 (全2回)

パソコンの操作方法や、ボランティア活
動について学び、「西部パソコンサロン
へようこそ」のパソコンボランティアとし
ての第一歩を踏み出しましょう。

高校生以上15人
(パソコンのメールで

連絡が取れる人)
無料 5/8(水)、14:00 ～・

申込順

6/28〜7/26
の毎週金曜、18:30～20:30

※7/19を除く

自分だけの駿河塗下駄
制作講座

(全4回)

オリジナルデザインの駿河塗下駄を制作
します。 12人

女性用下駄
6,000円、

男性用下駄
6,500円

5/27(月)必着・
1枚1人

6/29(土)
13:30～15:30

静岡の気象、アレコレ
(全1回)

静岡における雨、台風、竜巻の特徴を
学びます。 高校生以上30人 無料 5/23(木)、10:00 ～・

申込順

東部生涯学習センター

5/31〜7/5
の毎週金曜日
10:00～12:00

おもてなしの英会話
（全6回）

初心者向けの英会話講座です。日本文
化の 紹介 や道 案内の 仕 方などを学び
ます。

成人16人
(未就学児同伴不可) 1人1,500円 5/8(水)、14:00 ～・

申込順

6/14〜7/12
の毎週金曜日

13:30～15:00　

骨盤底筋トレーニング
（全5回）

骨盤底筋の柔軟性を高めるストレッチを
学びます。 成人女性20人 1人1,000円 5/24(金)必着・

1人1枚

6/15(土)
10:00～11:30

ドライアイスの
実験をしよう！

（全1回）

ドライアイスってどんなもの？ドライア
イスのふしぎを調べる楽しい実験をし
ます。

5歳～小学生20人
(未就学児保護者同伴) 1人300円 5/10(金)、14:00 ～・

申込順

6/22(土)
10:00～11:30

麻機の水害から考える
地域の防災対策

（全1回）

水害と治水の観点からみた麻機の歴史
と、地域の水害対策について学びます。 40人 無料 5/16(木)、10:00 ～・

申込順

6/27(木)
10:00～12:00

はじめての
AOI探検ツアー

（全1回）

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

成人20人
(未就学児同伴不可) 無料 5/30(木)、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

6/6〜8/1
の隔週木曜日
10:00～12:00

ココロを育てる
子育て講座

（全5回）

子どもの心や体の成長、親子のコミュニ
ケーションについて学びます。

小学生の保護者20人
※未就学児託児有

(申込順・有料)
1人1,000円 5/9(木)、10:00 ～・

申込順

6/7〜7/5
の毎週金曜日
13:30～14:30

初めての
ベビーマッサージ

（全5回）

ベビーマッサージの体験と、子育てに関
する情報交換を行います。

生後2 ～ 6か月の
第1子と母親10組 1組1,000円 5/20(月)必着・子ども

の生年月日を記入・
1枚1組

6/15(土)
10:00～11:30

大雨警報発表！
その時あなたは？

（全1回）

雨に関する気象警報の種類や行動方法
等、豪雨災害から身を守るための知識
を学びます。

30人 無料 5/15(水)、10:00 ～・
申込順

6/19〜7/10
の毎週水曜日
10:00～15:00

※1回目と4回目は正午まで

型絵染で送る
暑中見舞い

（全4回）

「芹沢銈介」の型絵染の手法で、暑中見
舞いの絵ハガキを作成します。 成人12人 1人2,000円 5/8(水)、10:00 ～・

申込順

6/22(土)、29(土)
14:00～15:30

しずび出前講座
「絵本の絵を読む」

（全2回）

絵本のなかの絵の魅力について、静岡
市美術館の学芸員が解説します。第2回
では絵本の技法体験ができます。

小学生以上20人 無料 5/24(金)、14:00 ～・
申込順
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※都合により内容を変更する場合があります。

藁科生涯学習センター

5/25(土)
13:30～15:30

講演会・
富士山世界遺産登録に

挑んだ男
（全1回）

富士山が世界遺産登録されるまで現場
ではどんなドラマがあったのか、当時の
担当者が語る講演会です。

30人 無料 5/8(水)、13:30 ～・
申込順

6/29(土)、7/6(土)
10:00～12:00

わらしな夏の自然観察！
（全2回）

藁科地域に生息する昆虫や水生生物を
楽しく学びます。藁科生涯学習センター
集合・解散。第2回が雨天時7/13(土)に
順延。

小学生20人 1人500円 5/18(土)、10:00 ～・
申込順

西奈生涯学習センター（リンク西奈）
5/29〜7/10

の隔週水曜日、17:00～18:00

7/20(土)
14:00～15:00

あそぼうあそぼうABC
（全5回）

常葉大学の学生と一緒に英語を楽しく
学びます。最終回には、英語を使いな
がら簡単な調理実習を行います。

（最終回のみ必ず保護者同伴）

小学1年生20人 1人500円 5/7(火)、10:00 ～・
申込順

6/6〜27
の毎週木曜日
19:00～20:30

ボールペンで書こう！
美文字講座

（全4回）

ひらがなやカタカナの練習からハガキ
の表書きまで、綺麗な文字の書き方を
学びます。

成人20人 1人1,000円 5/9(木)、10:00 ～・
申込順

6/13(木)、20(木)
の14:00～15:30

メアリー・エインズワース
の愛した浮世絵

（全2回）

初期浮世絵から幕末の北斎・広重まで
の浮世絵版画の歴史を辿り、浮世絵の
見方や展覧会の見所を紹介します。
※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)

5/16(木)、10:00 ～・
申込順

6/15〜8/3
の毎月おおむね第1・3土曜日

18:00～19:30

大人のための
のんびり英会話

（全5回）

訪日外国人と接する時に役立つ、おもて
なしの基本的な英語フレーズ等を学び
ます。

成人20人 1人500円 5/15(水)必着・年齢も
記載

南部生涯学習センター

5/29(水)
10:00～11:30

楽しくズンバ
（全1回）

ラテン系の音楽を中心に合わせて踊る
ダンスエクササイズ「ズンバ」を親子で
楽しみます。

3歳以下の子と
保護者30組 1組300円 5/8(水)、14:00 ～・

申込順

5/31(金)、6/7(金)、21(金)
10:00～11:30

初心者のための
ウクレレ講座

（全3回）

初心者を対象としたウクレレ講座です。
講座終了後も同好会として続けて活動を
していきます。

5人 1人1,600円
5/15(水)必着

長田生涯学習センター

5/29〜7/3
の第1、3、5水曜日

13:30～15:30

駿府出身の大作家
十返舎一九に親しむ

（全4回）

駿府出身の作家である十返舎一九の生
涯や当時の時代背景を学びながら作品
を読み解きます。

成人30人 1人1,000円 5/7(火)、13:00 ～・
申込順

6/13(木)
①13:30～15:30
②19:00～21:00

長田の桃で
スープづくり

（各全1回）

長田特産の桃を使った桃のスープづくり
と、桃のスープに合うスイーツづくりを
学びます。

中学生以上各15人 1人1,000円 5/20(月)必着、
①②の別、年齢も記入、
1人1枚

6/15(土)、22(土)、29(土)
の10:00～11:30

大人のディベート
入門講座
（全3回）

ディベートの基本を学び、インターネッ
トを使って主張の根拠となる資料を探
し、実際にディベートを行います。

20 ～ 49歳までの方
20人 1人1,000円 5/18(土)、10:00 ～・

申込順

6/16(日)
13:30～14:30
(開場13:00)

おさだ
ファミリーコンサート

（全1回）

静岡市民バンド コンセール・リベルテ
による、家族で楽しめるコンサートです。

140人(小学生以下は
保護者同伴) 無料 5/26(日)、13:00 ～・

申込順

大里生涯学習センター

6/13(木)、6/27(木)
10:00～11:30

観葉植物の寄せ植えと
ガーデニング講座

（全2回）

1回目は植物の育て方や組み合わせのコ
ツ、デザインなど、ガーデニングの基礎
を学び、お持ち帰り用の季節の寄せ植
えを作ります。2回目は大里生涯学習セ
ンター入口にある花壇を、春夏のお花
に植え替えます。

15人 1人2,000円 5/14(火)、10:00 ～・
申込順

6/16(日)、6/30(日)
10:00～12:00

ドローンを身近に！
体験型ドローン講座

（全2回）

ホビーとして、また産業用として新たな
世界を切り拓きつつあるドローン。本事
業は、「ドローンって面白そうだけど、ど
うやって始めたらいいの？」という方の
ための体験型講座です。

中学生以上の方10人

24,000円
(参加費にド
ローン本体・
プロポ・予

備バッテリー
1個を含む)

5/24(金)必着

6/21(金)
10:30～11:30

人形劇あっぷっぷ
夏公演

（全1回）

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

100人 無料 5/29(水)、10:00 ～・
申込順

6/23(日)
①10:30～12:00
②14:00～15:30

大里中学校吹奏楽部
コンサート・夏
（各1回、全2回）

大里中学校吹奏楽部によるコンサート
です。 各回150人 無料 5/15(水)、10:00 ～・

申込順

日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法



　

5/10（金）
①13:30～14:30　②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室③

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）

5/24（金）
①13:30～14:30　②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室④

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：   5/3(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）

6/11〜7/23
毎週火曜日※7/16を除く

19：30～20：30
(初日のみ21：00まで)

ヨガ方式エクササイズ
「カキラ」に挑戦

(全6回)

ヨガ方式エクササイズ「カキラ」で
体の調子を整えよう。 成人25人 3,000円

申込方法：   5/14(火)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

日　時 コース 内　容 対　象 費　用

① 6/13〜7/18
木曜日13：30～15：30

ワード入門 （全6回） Win7 3,700円

② 6/11〜7/30
火曜日19：00～21：00

ワード中級 （全8回） Win7 4,800円

③ 6/12〜7/10
水曜日13：30～15：30

はじめてのエクセル （全5回） Win7 3,000円

④ 6/5〜7/24
水曜日19：00～21：00

エクセル中級 （全8回） Win7 4,800円

申込方法：    5月9日（木）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

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

12
※都合により内容を変更する場合があります。
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北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）

6/7〜28
の毎週金曜日
13:30～15:00

マンガで学ぶ今川義元
（全4回）

マンガを使って、初心者にも分かりやす
く「今川義元」について学びます。 20人 無料 5/10(金)、13:30 ～・

申込順

6/8〜12/7
の土曜日、9:00～11:00

※詳細はお問合せください。

美和農業体験
（全7回）

落花生・さつまいも等の植え付けや収
穫体験等を行います。
※集合解散:静岡市農協美和営農経済セ
ンター前(葵区安倍口新田)

成人12人 1人1,000円
5/20(月)必着

6/13(木)、20(木)、27(木)
13:30～15:30

絵手紙で
暑中見舞いを描こう

（全3回）

筆の使い方や絵の描き方を学び、暑中
見舞いのハガキを作ります。 20人 1人500円 5/9(木)、13:30 ～・

申込順

健康文化交流館「来・て・こ」（駿河生涯学習センター）
5/17〜9/20

の毎月第3金曜日
10:30～11:30

来・て・こ おはなしの森
～春夏～
（全5回）

乳幼児とその保護者を対象としたおは
なし会です。5月～ 9月の毎月第3金曜日
に開催しています。

乳幼児と保護者
各24人 無料 当日、直接会場へ

(先着順)

6/10(月)、24(月)、7/8(月)
10:00～12:00

ねんねちゃんの
ベビマ&ママ体操～夏～

（全3回）

ベビーマッサージで赤ちゃんと楽しくス
キンシップ！産後のお母さんのためのエ
クササイズも行います♪

乳児とその母親
10組20人

※子の年齢は
2019年6月1日時点で

6か月以内

1組1,500円 5/13(月)必着・子の名
前と月齢も記入

6/28(金)
10:00～11:30

おくすりとの
付き合い方

（全1回）

ママのための薬学講座として、薬剤師か
ら乳幼児のお薬について学ぶ。

3ヶ月から2歳未満の
子と保護者15組30人 1組500円 5/24(金)、13:00 ～ ･

申込順

日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法
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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　　　　　　 地図に記載はありません。 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.054-660-0608　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）

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

42
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）

43 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）

44 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） 45 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）

46 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

47
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）
48 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

49
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

50 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

51 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

52
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

37 ラ・ソムリエール 38 OTSUKISUN
スパークリングワインを一杯プレゼント　ご注文時にお伝え下さい ミニデザートプレゼント
TEL.054-266-5085　静岡市葵区御幸町7-5 アイセイドウビル1F
12:00～22:00、日曜日定休　夏季休暇（8月）、冬期休暇（1月）有

TEL.054-289-5563　静岡市駿河区南町14-25 エスパティオ1Ｆ
10:00～16:00、日曜日定休

駐車場

39 サウスポット伊伝パーキング 40 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

41 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3月11日現在）
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