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※都合により内容を変更する場合があります。

第24回「静岡の名手たち」
オーディション合格者によるコンサート

川本嘉子（ヴィオラ）＆小山実稚恵（ピアノ）

デュオ･リサイタル

藤木大地＆福田進一
デュオ･リサイタル 〜歌とギターの調べ〜

アレクサンドル･タロー
ピアノ･リサイタル

クリスマス★コンサート 大西順子トリオ
クリスマス･ジャズ･ライヴ

AOI･レジデンス･クヮルテット

アフリカ マリ、マダガスカル、モロッコの弦楽器による三重奏
3MA（スリー･エム･エー）
〜コラ、ヴァリハ、ウードによるヴィルトゥオーゾ･トリオ〜

9/14土

9/26木

10/31木

11/30土 12/19木

11/9土

10/19土

18:00開演 （17:30開場）
全自由￥1,800 （会員￥1,620、22歳以下￥1,000）

19:00開演 （18:30開場）
全指定￥4,000 （会員￥3,600、22歳以下￥1,000）

19:00開演 （18:30開場）
全指定￥4,000 （会員￥3,600、22歳以下￥1,000）

18:00開演 （17:30開場）
全指定￥4,000（会員￥3,600、22歳以下￥1,000）

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

18:00開演 （17:30開場）
全指定￥3,500（会員￥3,150、22歳以下￥1,000）

18:00開演 （17:30開場）
全指定￥4,000（会員￥3,600、22歳以下￥1,000）

出演　
第24回「静岡の名手たち」オーディション合格者

出演
川本嘉子（ヴィオラ）

小山実稚恵（ピアノ）

出演
藤木大地（カウンターテナー）

福田進一（ギター）

出演
アレクサンドル･タロー（ピアノ）

出演
大西順子トリオ
　大西順子（ピアノ）　　井上陽介（ベース）　　高橋信之介（ドラムス）

出演
AOI･レジデンス･クヮルテット
[松原勝也、小林美恵（ヴァイオリン）、
川本嘉子（ヴィオラ）、河野文昭（チェロ）]

出演
3MA
バラケ･シソコ（コラ／マリ）、
ラジェリー（ヴァリハ／マダガスカル）、
ドリス･エル･マルミ（ウード／モロッコ）

曲目
J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲第2番 ニ短調 BWV1008 
L.v.ベートーヴェン：ピアノ･ソナタ第31番
変イ長調 op.110

J.ブラームス：11のコラール前奏曲
op.122 より（野平多美 編）

ヴィオラ･ソナタ第1番 ヘ短調 op.120-1

曲目
J.S.バッハ：アリア～ゴルトベルク変奏曲 BWV988 より（福田進一 編）

G.カッチーニ：アマリッリ
杉山洋一：鳥の飛行について
−レオナルド･ダ･ヴィンチによる−カウンターテナーのための

（2019年度静岡音楽館AOI委嘱作品・世界初演）

武満徹：波の盆（鈴木大介 編） ほか

曲目
P.ロワイエ：クラヴサン曲集第1巻 より

　　　　　　　〈愛想をふりまく人〉〈スキタイ人の行進〉
C.ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲（A.タロー 編）

L.v.ベートーヴェン:ピアノ･ソナタ第32番 ハ短調 op.111 ほか

曲目
L.v.ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第5番 イ長調 op.18-5

A.シュニトケ：弦楽四重奏曲第3番
J.ブラームス：弦楽四重奏曲第2番 イ短調 op.51-2

曲目
Anarouz（希望）

Samedi Glace（土曜日の寒さ）

Moustique（蚊） ほか

第23回「静岡の名手たち」オーディション合格者によるコンサートより

ⓒND CHOW

ⓒTakanori Ishii

ⓒMarco Borggreve

ⓒhiromasa

©Cyrille Choupas
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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。
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ドなアフリカ音楽なのです。
　3つのなかでもっともメジャーなのはウード。どちらかというとアラ
ブの楽器で、ヨーロッパのリュート、中国、日本の琵琶と同じルー
ツから生まれた。コラは、大きな瓢箪の半球のボディに長いネック
があり、20くらいの弦が張られ竪琴のように演奏する。神聖な楽器。
ヴァリハは太い竹筒のまわりに弦が張ってあり、しいていえば琴に
似ている。これらの楽器がそれぞれのヴィルトゥオーゾ（達人）によっ
て奏でられ、アフリカの音楽とジャズの語法を織りまぜて、速い曲
は疾走感に溢れ、ゆっくりな曲はえもいわ
れぬ空気感を醸しだす。
　AOIが贈るワールド･ミュージックはこれ
まで、バリ島のジェゴグ、アルゼンチンの
タンゴ、スペインのフラメンコ、琉球弧の
島唄などどれも大きな反響をよんでチケッ
トは完売。3MAも絶対に聴き逃せない。

　静岡音楽館AOIのコンサートシリーズ2019-20 [第2期]（９月
14日～ 12月19日）のチケットが、いよいよ6月15日から一般発売。
クラシック音楽がおもなラインナップのなかで異彩を放つのが
3MA。それ、なに？ アフリカの音楽です。アフリカの音楽という
とすぐに太鼓を想像しますが、今回はマリのコラ、マダガスカル
のヴァリハ、モロッコのウードという弦楽器の三重奏、フランス語
の国名Mali、Madagascar、Marocのイニシャルで3MA。いず
れも伝統的な楽器だけれど、ひとくちにアフリカといってもその広
い大陸の、モロッコは北、マリは西、マダガスカルは南とぜんぜ
ん違うところにあって、もちろんこの3つの楽器は音楽的にまった
く異なる文脈にあり、だからこのアンサンブルは現代のハイブリッ

静岡音楽館AOIが贈る
ワールド･ミュージック

静岡音楽館AOI 学芸員 小林 旬

7 日

講演会：現代音楽の楽しみ方
主   静岡音楽館AOI
問   054-251-2200

講堂 13:00～14:30　無料（要申込）

7 日

ヴァイオリンの潮流Ⅳ　20世紀のヴァイオリン
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

主   静岡音楽館AOI
問   054-251-2200

ホール （14:30）15:00　全指定4,000円、会員3,600円、22歳以下1,000円
　　　　　　   ※未就学児はご入場いただけません。

13 土

楽しいフランス音楽と愉快なベートーべン。静岡の俊英との共演。
主   コレギウム・ムジクム静岡（藤井）
問   054-347-0164

ホール （13:30）14:00～16:00　2,000円

14 日

第一回　健康・医療シンポジウム
主   常葉大学健康科学部
問   054-297-3200

講堂 （13:30）14:00～16:00　無料（どなたでも）

14 日

静岡県立清水西高等学校合唱部第40回定期演奏会
主   清水西高校合唱部
問   054-352-2225

ホール （17:00）17:30～19:30　500円

17 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）

20 土

しずおか森林の仕事ガイダンス
主   公益社団法人静岡県山林協会
問   054-255-4485

講堂 （9:50）10:00～16:00　無料（どなたでも）

21 日

オーケストラを聴こう　ベートーヴェン:交響曲全集I　残席僅少
主   静岡音楽館AOI
問   054-251-2200

ホール （14:30）15:00　全指定6,000円、会員5,400円、22歳以下1,000円
　　　　　　   ※未就学児はご入場いただけません。

7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.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。

©Cyrille Choupas
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※都合により内容を変更する場合があります。

サイエンスショー

ふわふわビューン！ 空気で遊ぼう
7/

14 日 15 月
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！
7月は、「空気」を利用した科学あそび、「空気」の
おもしろい性質をたくさん紹介します。

時間： ①11:00、②14:00（各回30分程度）
会場：9階 イベントホール 
対象：どなたでも

祝
•

《申込の必要なイベント》
プログラミング教室

キミのプログラミングでユピ坊をうごかそう！
7/

14 日
ビジュアルプログラミング言語「Scratch」を使って、
自然対話ロボット「ユピ坊」を動かしながら、
楽しくプログラミングを学びます。

時間：【午前の部】10:00 ～ 11:00　【午後の部】13:00 ～ 14:00
講師：株式会社ユピテルプラス
会場：8階 創作ルーム　対象：小学校3 ～ 6年生　定員：各回10人
申込方法：往復はがきの往信用に、①イベント名、②氏名、③学年、④電話番号、⑤開催日と10時または13時の参加希望回、
返信用に返信先宛名を記入し、科学館「プログラミング教室7/14担当」へ郵送。7/2(火)必着（多数抽選）

夏はる・く・るで楽しく学ぼう！
未来のエネルギー 水素って知ってる？
7/

6 土 29 月
水素を使って発電する燃料電池は、新しいエネルギーとして期
待が高まっています。「水素ってどんなもの？」「どうやって電
気を作るの？」実験を見て、水素について詳しくなりましょう！

時間： ①11:30、②13:00、③14:30（各回20分程度）
会場：8階 体験ステージ
対象：どなたでも

•

科学茶房

夏休み宇宙講演会「世界初の成果が目白押し！？ はやぶさ２の挑戦」
7/

28 日
小惑星リュウグウへのタッチダウンや地表の様子の画像、人工ク
レーターの作成など様々な成果を上げている小惑星探査機はやぶ
さ２。はやぶさ２の挑戦とその成果について、はやぶさ初号機な
ど長年宇宙開発に携わっている的川先生に紹介していただきます。時間： 13:30 ～ 14:45

会場：9階 イベントホール
定員：150人程度
講師：はまぎんこども宇宙科学館　館長　的川泰宣さん

すごいぞ！静岡

めっきでオリジナルプレートをつくろう！
7/

20 土
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、銅板に好きな絵やメッセージを書いて、めっきプレート
をつくります。

時間： 13:30 ～ 15:30受付
会場：8階 ワークショップスペース
講師：丸長鍍金株式会社



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）

※都合により内容を変更する場合があります。
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臨時休館日：7月2日（火）、9日（火）　臨時開館日：7月29日（月）

　  　
の事象との関連や類似性から一般化して考えることでほかの
課題の解決へ応用したりして考えます。普段何気なく考えて
いることも、いざ目の前にロボットがいてそれを思い通りに動か
すためにはどうすればよいのか考えると、手順をしっかりと考
えることにつながり、より解決方法がはっきりしてきます。そう
いった体験を繰り返すことで、楽しみながらプログラミング的
思考を身につけることができます。
　8月に静岡科学館で実施する「体験！プログラミングまつり」で
は、気軽にさまざまなプログラミング体験ができます。プログラ
ミング教材の開発やそれらを使った実践に力を入れている企
業・学校が一堂に会し、体験を提供します。また、事前申込
み制の「プログラミング教室」では、じっくりとプログラミング的
思考を体験することができます。プログラミング教育導入に向
けて、より多くの子どもたちにその魅力を伝えたいと考え、日々
準備を進めています。それぞれの興味に合わせて、気になる
イベントにご参加いただけると大変嬉しいです。この夏、親
子で一緒に「プログラミング的思考」を楽しんでみませんか？

　いよいよ来年となった小学校でのプログラミング教育導入
に向けて、プログラミング教育への関心が高まっています。
さまざまなところで「プログラミング」という言葉を聞くようにな
り、子どもたちがプログラミングを学ぶ教室も人気になってい
ます。
　静岡科学館では、昨年からプログラミングのイベントを実
施しています。イベントを企画するうえで大切にしていること
は、みなさんに「プログラミング的思考」を体験してもらうこと
です。聞きなれない言葉ですが、プログラミングやコンピュー
タの概念に基づいた、問題解決型の思考方法のことです。
これは実際の生活にも密着した考え方で、生活の中の「課
題」をどのような手順で解決するとよいか考えることに似てい
ます。課題を解決しやすいよう細かく分けて考えたり、ほか

「プログラミング的思考」の体験

静岡科学館る・く・る　エデュケータ 織田 悠希
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※都合により内容を変更する場合があります。

＜チケット取り扱い＞
チケット発売中！　※最新の販売状況はお問合せください。
・ チケットぴあ 0570-02-9999（Pコード 491-580）　https://w.pia.jp/t/pippin2019-s/（パソコン・携帯）
 セブン-イレブン各店舗　チケットぴあ店舗
・ ローソンチケット 0570-084-084（Lコード42685）　https://l-tike.com/　（パソコン・携帯）
 ローソン、ミニストップ（店内Loppi）
・ イープラス https://eplus.jp/ （パソコン・携帯）
 ファミリーマート店内（Famiポート）
・ マリナート窓口または電話 054-353-8885 （9：00～22：00）※月曜休館（祝日の場合は翌平日）
・ テレビ静岡事業部  054-261-7011 （平日9：30～17：30）

＜チケット取り扱い＞
チケット発売中！　※最新の販売状況はお問合せください。
・チケットぴあ 0570-02-9999（Pコード 493-312）
 https://w.pia.jp/t/pippin2019-s/（パソコン・携帯）
 セブン-イレブン各店舗　チケットぴあ店舗
・ローソンチケット　　0570-084-004（Lコード41301）
 https://l-tike.com/　（パソコン・携帯）
 ローソン、ミニストップ（店内Loppi）
・イープラス https://eplus.jp/ （パソコン・携帯）
 ファミリーマート店内（Famiポート）
・マリナート窓口または電話　054-353-8885
・キョードー東海  052-972-7466

主　　催 ：静岡市清水文化会館マリナート、テレビ静岡
特別協賛 ：株式会社エス・ティー・シー
後　　援 ：中日新聞東海本社、Ｋ－mix
企画制作 ：フジテレビジョン、キョードー東海、ワタナベエンターテインメント
お問合せ ：静岡市清水文化会館マリナート　054-353-8885
　　　　 テレビ静岡　054-261-7011

主　　催 ：キョードー東海、テレビ静岡
共　　催 ：清水文化会館マリナート
お問合せ ：静岡市清水文化会館マリナート　054-353-8885
　　　　 キョードー東海　052-972-7466（10:00～19:00　日曜・祝日は休み）

7月20日（土）

8月11日（日）

7月21日（日）

開演17:00（開場16:30）

開演15:00（開場14:30）

開演13:00（開場12:30）

ブロードウェイミュージカル「ピピン」日本語版公演　静岡開催決定！！
ようこそ、劇場へ。お見せしましょう、あなたの人生を。
驚きのアクロバット、素晴らしいダンスと魔法の数々。
壮大な楽曲の生演奏と共に御送りします。

豪華キャストにより日本初演！
ローレンス・オリヴィエ賞に輝く、劇作家アレクシ・ケイ・キャンベルが手掛けるサスペンスドラマ！
亡き息子が伝えたかった真実とは何か。
家族の深い悲しみと再生を描く感動の物語、そして彼らに待ち受ける驚愕の結末にご期待ください！

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、クリスタル・ケイ、今井清隆、霧矢大夢、宮澤エマ、岡田亮輔、
　　 中尾ミエ・前田美波里（Wキャスト）
料金:全席指定・税込　S席13,000円、A席10,000円、B席8,500円 ※未就学児入場不可

会場:静岡市清水文化会館マリナート　大ホール
出演:岡田将生、木村多江、益岡徹、峯村リエ、相島一之、立川三貴、前田亜季
料金:全席指定・税込　9,500円 ※未就学児入場不可

ブロードウェイミュージカル 「ピピン」

ブラッケン・ムーア ～荒地の亡霊～



※都合により内容を変更する場合があります。
6

〒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

6 土
2019年度静岡障害者技能競技大会 主  静岡県独立行政法人高齢・障害・

　 求職者雇用支援機構
問   054-280-3622小ホール  (9:00)9:30～17:00　自由席　無料

7 日
静岡交響楽団　第87回定期演奏会

主   特定非営利活動法人静岡交響楽団
問   054-203-6578 (平日10:00～17:00)大ホール  (13:00)14:00～16:00（予定）　前売　A席4,500円　B席3,500円　B席学生 1,500円

　　　　　　　　　　　　　当日　A席5,000円　B席4,000円　B席学生 1,500円

12 金
第72回清水みなと祭り　第2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  (18:30)19:00～20:30　関係者のみ

13 土
南風コンサート VOL.3　～これから生きてゆくあなたへ～

主   特定非営利活動法人ゆうゆう舎
問   054-376-6856小ホール

 
(12:30)13:00～15:40（予定）　自由席・前売　一般 2,000円　小・中・高校生 1,000円
　　　　　　　　　　　　　※一般のみ当日200円増

14 日
アデリーヌ　たなばた友愛チャリティ歌謡祭 主   朝カラ喫茶アデリーヌ

問   054-351-0226小ホール  (9:00)9:30～17:00　自由席　無料

ブロードウェイミュージカル　ピピン
主   テレビ静岡事業部
問   054-261-7011 (平日9:30～17:30)

大ホール 
20日／(16:30)17:00
21日／(12:30)13:00
S 席13,000 円 　A 席10,000 円 　B 席8,500 円

25 木
2019年度静岡県立清水西高等学校　中学生一日体験入学 主   静岡県立清水西高等学校

問   054-352-2225大ホール  (9:30)10:00～11:30　関係者のみ

26 金
マリナートプレミアムフライデー プラス コンサート 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　※要入場整理券

27 土
しみずかがやき塾　25期　第2回講座 主   しみずかがやき塾

問   054-353-6700大ホール  (12:30)13:30　会員のみ

27 土
山口楽器音楽教室発表会 主   (株)山口楽器

問   054-366-1671小ホール  (9:30)10:00～16:00　関係者のみ

28 日
清水市民劇場第305例会　劇団東演 朗読劇「月光の夏」 主   清水市民劇場

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

28 日
銀シャリ産地直送漫才～47都道府県巡り～　【静岡公演】 主   よしもと予約問合せダイヤル

問   0570-550-100小ホール  (15:30)16:00～17:30　自由席（※整理番号付）　前売2,500円　当日3,000円

29 月
第61回自治体学校 in 静岡 主   第61回自治体学校実行委員会 事務局 

　 自治体問題研究所・静岡県地方自治研究所
問   03-3235-5941大ホール  (9:00)9:30～12:00　自由席　有料　※入場料詳細は主催までお問合せください

6 土
2019年度静岡障害者技能競技大会 主   静岡県独立行政法人高齢・障害・

　 求職者雇用支援機構
問   054-280-3622全面 9:00～17:00　無料

27 土
(株)TOKAI グループ サマーフエア 主   (株)TOKAI清水支店

問   054-367-0815C・D 10:00～16:00　無料

ギャラリー A・B・C・D

7月 問主 …主催 …お問合せ

20 土

21 日

︱
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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。
8

　静岡市美術館では、「トークフリーデー」という日を設けています。作品に
ついて会話を楽しみながら展覧会をご鑑賞いただけますというご案内をして
います。
　この取り組みは、2012年の「フィンランドのくらしとデザイン」展を機に、
小さな子ども連れの方にも気軽に来場してほしいという思いから導入しまし
た。また、会期中無休のフィンランド展では、普段は休館する月曜日にトー
クフリーデーを設定することで、来館のきっかけとなればと考えました。以
降は、「はじめての美術　絵本原画の世界」（2013年）や「スタジオジブリ・
レイアウト展」（2016年）など、親子での来場が見込まれる展覧会で取り
入れ、木曜日と土曜日に実施日を増やしました。取り組みを続け、館内で
検討を重ねるうち、親子の来場が見込まれる展覧会に限らなくてもよいの
では、という意見が出ました。そこで、昨年からすべての展覧会で「木曜・
土曜はトークフリーデー」としています。
　トークフリーデーは、静岡県外の美術館でも行われています。2018年

4月19日の朝日新聞には、『美術館はおしゃべりOK？』という見出しで、町
田市国際版画美術館や三菱一号館美術館の取り組みが紹介されました。
周囲への配慮は必要ですが、作品の感想を共有し合えるようなリラックス
した空間で鑑賞できる日があっても良いのではという考えは、どの美術館も
同じようです。
　トークフリーデーにあわせて、ベビーカーで来館いただく方や、会話を楽
しんでいらっしゃるお客様もいます。一方で、静かな環境で鑑賞したいとい
う方もいらっしゃいます。展覧会のラインナップや時間帯によって来場者
数の増減があり、トークフリーデーに限らずとも少々賑やかな展覧会もあれ
ば、物音に気を遣う展覧会や時間帯もあり、状況は様々です。
　当館では、トークフリーデー以外の日も、他のお客様に迷惑にならない
範囲なら会話を禁止しているわけではありません。作品をご覧になった感想
が言葉として出てくるのは、自然なことだと思います。お客様の反応を見
ながら、よりよい環境を作っていけたらと思います。

イ ベ ン ト レ ポ ー ト毎週木曜・土曜はトークフリーデー！
静岡市美術館　広報担当 大庭 千恵子

日　時：7月 6日（土）
 14：00 ～（30 分程度）
会　場：静岡市美術館　多目的室　
参加料：無料
 ※申込不要 (当日直接会場へ )

学芸員による
スライドトーク

●臨時休館　6月7日（金）

日　時：7月13日（土）～ 7月15日（月・祝）　
 13：00 ～16：30 の間随時　※1人 10 分程度
会　場：静岡市美術館　多目的室　
参加料：無料　
※申込不要 (当日直接会場へ )

浮世絵摺り体験

摺師（すりし）に挑戦！
広重の《保永堂版東海道 四日市》を摺ろう

作品イメージ
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※都合により内容を変更する場合があります。

6 土
家入レオ　7th Live Tour 2019 ～DUO～ 主   サンデーフォークプロモーション

問   054-284-9999中ホール（17:00）17:30～19:30　指定席：6,480円

7 日
いけばな池坊巡回講座 −Ikenobo2019− 主   池坊中央研修学院／華道家元池坊静岡支部

問   054-245-5319
　  華道家元池坊静岡支部 鈴木明美中ホール（9:30）10:00～16:00　関係者のみ

9 火
Hiromi Go Concert Tour 2019 主   Jースタッフ

問   054-271-5133大ホール（17:30）18:30～20:30　指定席：8,000円

14 日
及川光博ワンマンショーツアー2019 「PURPLE DIAMOND」 主   サンデーフォークプロモーション

問   054-284-9999中ホール（17:00）17:30～19:30　指定席：8,200円、ゴーゴー！シート：5,500円、サイコー！列シート：3,000円

20 土
浦島坂田船　SUMMER 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：5,400円

21 日
ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2019「ホームタウン」 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）18:00～20:00　指定席：6,000円

静岡市民劇場第419回例会　ピアノ・ソナタ「月光」による朗読劇 『月光の夏』 鑑賞会 主   NPO法人　静岡市民劇場
問   054-253-6839中ホール 7/24（18:00）18:30～20:00　7/25（12:30）13:00～14:30　会員のみ

28 日
KIKKAWA KOJI 35th Anniversary LIVE TOUR 主   サンデーフォークプロモーション

問   054-284-9999中ホール（16:30）17:00～19:00　指定席：8,100円

親子書道展2019 主   静岡市書道協会
問   090-7437-5596　木村 美芳B・C展示室 9:00～16:30　最終日は15:30まで　無料

展示室 A・B・C

28 日

25 木

26 金
〜

24 水
〜

7月 問主 …主催 …お問合せ

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。

日本の伝統文化に触れ、親子で「和の心」の奥深さを体験しましょう。

8月3日（土）
8月4日（日）
静岡市民文化会館 無　料

小学生とその保護者200人（①～④各50人）

7月19日（金）※必着

往復はがきに下記内容を記入の上、会館事務室まで郵送（多数抽選）
⑴　講座名：伝統文化寺子屋
⑵　参加者全員の氏名、年齢と学年（5名まで）
⑶　代表者名と電話番号
⑷　希望する組（①、②、③、④）いずれか一つ選択
⑸　上記(4)以外で参加可能な組
⑹　食物アレルギーの有無
⑺　返信用あて名(代表者名)

「琴」「抹茶」

「琴」「煎茶」

①9:20～12:00／②13:30～16:10

③9:20～12:00／④13:30～16:10

日　　時

会　　場 参 加 料

対　　象

応募期間

応募方法

※小学校4年生以上は子どものみの参加可

「子ども伝統文化寺子屋」
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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）

7/20(土)　10:30～16:30
7/21(日)　10:30～15:30

アース（明日）カレッジ
2019

（全2回）

「誰もがセンセイ、誰もがセイト」
をコンセプトに、小学生から大人
まで、様々なセンセイが自分の好
きなコトや教えたいコトを発表し
ます。お気軽にお越しください。

どなたでも 無料（一部
有料あり） 直接会場へ（一部事

前予約あり）

8/4(日) 環境大学公開講座
「駿河湾ってワンダフル？
古紙ってスバラ紙イ！」

（全1回）

①「サクラエビの生態と資源」講師：
福井篤（東海大学海洋学部教授）
②「海洋プラスチック汚染とプラご
み削減」講師：高田秀重（東京農
工大学農学部教授）③「コロッケ
先生の情熱！古紙リサイクル授業」
講師：小六信和（明和製紙原料株
式会社代表取締役会長）
※③は小学生にもオススメです。
詳細はWEBをご覧ください。

100人 無料 6/30(日)、9:00 ～・
申込順

西部生涯学習センター
7/19（金）、8/23（金）、

9/20（金）
10:30～12:00

夏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。 未就学児と保護者
8組16人 1組3,500円 7/4（木）、11:00 ～・

申込順

8/9（金）、8/30（金）、

9/20（金）
10:00～12:00 ※9/20は9:30～12:00

親子料理講座
ボランティアになろう！

（全3回）

西部生涯学習センターで実施する
「親子お料理ごっこ」で活躍する

市民ボランティア育成講座です。
成人女性10人 1人1,000円 7/10（水）、10:00 ～・

申込順

北部生涯学習センター
7/21(日)

10:00～15:00※社交ダンス
部門は18:30～20:30

ほくぶ文化祭・
健康まつり

（全1回）

各種体験教室、作品展示、踊り
や演奏発表等、どなたでも気軽
に参加できる催しです。健康相談
や体力測定もあります。

どなたでも
無料（※一部
の催事につ
いては有料） 当日直接会場へ

8/25(日)、9/8(日)
10:00～11:30

夏バテ解消！理学療法
士による運動講座

（全2回）

夏バテ解消のための簡単エクササイズです。
自宅やオフィスの小スペースで出来る筋トレ
やストレッチ、笑いヨガなどを紹介します。

成人20人 1人500円 7/12（金）、13:30 ～・
申込順

長田生涯学習センター

7/2（火）～8/30（金）
9:00～21:30

おさだ海の絵作品展
（全1回）

こども園の園児による、海を
テーマに描いた絵画作品を展
示します。

どなたでも 無料
期間中直接会場へ

7/13(土) 10:00～16:00・18:00～20:00
7/14(日) 10:00～15:00

※雨天時、屋外催事中止

おさだ生涯学習
センターまつり

（全1回）

芸能発表会やバザーなど、生涯学
習センターと利用団体、地域住民
とのふれあいまつりを行います。

どなたでも 無料
当日直接会場へ

大里生涯学習センター

8/21(水)
10:00～12:00

子ども劇場パンダ
ぁっぷっぷレンジャー

（全1回）

市民団体である読み聞かせ・演奏団体「おしゃ
べりパンダ」、人形劇団体「人形劇あっぷっ
ぷ」、演奏団体「爆音戦隊スンプレンジャー
PEACE」による、小学生向けの合同公演です。

100人
（未就学児は保護者

同伴）
無料 7/24（水）、10:00 ～・

申込順

西奈生涯学習センター（リンク西奈）

7/19(金)
17:30～19:00

はじめて学ぶ！
好印象ナチュラルメイク

（全1回）

初心者でも好印象で簡単にでき
るナチュラルメイクを学びます。

18歳以上学生20人 1人500円 7/12（金）必着・年齢
も記入

南部生涯学習センター

7/21(日)
13:00～16:00

山へ行こうよ！安全登山のすすめ2019
地図を持って、山へ行こうよ！

（全1回）

地図の読み方や方位磁針の使い方、
登山のマナーや楽しみ方を学びます。
講師：村越真（静岡大学教授）他

30人 無料 7/5（金）、14:00 ～・
申込順

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）

8/17(土)、18(日)
13:30～15:30

初級パソコン講座
～ワードで文書作成～

（全2回）
文書の作成について学びます。

パソコン初心者
（文字入力ができる方）

14人
1人500円 7/12（金）、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）

8/5(月)
10:00～11:30

県大生とあたまと
からだを鍛えよう

（全1回）

静岡県立大学看護学部学生に
よる健康講座です。

50代以上30人 無料 7/8（月）、10:00 ～・
申込順

8/5(月)
10:00～11:00

はじめての楽しい
スマホ写真入門

（全1回）

スマートフォンのカメラを使っ
て、写真の撮り方や削除の方
法、上手に撮る方法を学びます。

60歳以上15人 1人500円 7/15（月）、10:00 ～・
申込順

8/20～来年1/21の
毎月第3火曜日
19:00～21:00

りらっくすアロマ講座
（全6回）

癒しの空間を作るアロマにつ
いて学びます。

女性15人 1人4,000円
7/9（火）必着

8/30(金)
10:00～11:30

わらべうたで
つながる心

（全1回）

乳幼児への情緒教育の一環と
して、「わらべうた」を元保育
士から学びます。

3ヶ月～ 2歳未満の
子と保護者15組30人 1組500円 7/26（金）、13:00 ～ ･

申込順

9/20(金)
14:00～16:30

静大公開講座
「青パパイヤの多様性」

（全1回）

静岡大学公開講座「愛おしさから
読み解くくだものの多様性～園芸
と民藝の融合～」青パパイヤ編

くだもの栽培、利用、消費
に興味があり多様な遺伝
資源を使って地域を活性
化したいあるいはコミュニ
ケーションを活発化したい
と考えている市民、学生、
生産者、企業人など60人

無料 7/5（金）、10:00 ～・
申込順

日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法

① 9:15～10:30
②10:45～12:00
③13:00～15:00
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※都合により内容を変更する場合があります。

7/12（金）
①13:30～14:30　②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室⑦

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）

7/26（金）
①13:30～14:30　②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室⑧

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：    7/5(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）

日　時 コース 内　容 対　象 会　費

① 8/9～9/13
金曜日10：00～12：00

レイアウト入門 （全6回） Win10 3,700円

② 8/5～9/9
月曜日19：00～21：00

パワーポイント入門 （全5回） 8/12(祝) Win10 3,000円

申込方法：    7月8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

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

8/17（土）
10：00～13：00

美味探究
～静岡・山梨の郷土料理～

(全1回)

静岡と山梨の郷土料理の調理を通して、
健康について考える。 成人16人 1,000円

申込方法：   7月10日（水）10:00～電話で健康文化交流館「来・て・こ」（202-4300）へお申し込みください（申込順）

日　時 コース 内　容 対　象 会　費

～夏休み事業～
日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法

葵生涯学習センター（アイセル21）

8/3(土)、10(土)、17(土)
10:00～12:00

なつやすみ読書感想画
コンクールに挑戦

（全3回）

読書感想画コンクール指定図書を読ん
で、感想を絵で表現します。
※本は事前に読んできてください。

小学生15人 1人500円 7/20(土)必着・年齢も
記入・1枚1人

8/7(水)
10:00～12:00

ドライアイスで遊ぼう
（全1回）

小学生を対象にドライアイスを
使った実験を行います。

小学生24人
(小学1年生は
保護者同伴)

無料 7/24(水)必着・学年も
記入・1枚2人まで

8/18(日)
10:00～12:00

創ろう！
キミだけのプラモ

（全1回）

市販プラモデルの半端部材を自由
に組み合わせて、世界にたったひ
とつの自分だけの作品を作ります。

小学生30人 無料 8/4(日)必着・1枚2人
まで

藁科生涯学習センター

8/2(金)
13:30～14:30

藁科おはなし広場
～戦争のおはなし～

（全1回）

戦争体験者のお話と戦争と平和に
ついてのおはなし会です。※服織
児童館(葵区羽鳥6丁目)集合解散

小学生以上30人 無料 7/10(水)、10:00 ～・
申込順

8/3(土)
19:00～21:00

四季の星座　夏の巻
（全1回）

夏の 夜 空 の 観 望と星 座 の 話。
今回は、木星と土星を見ます。
曇天時は室内で星の話をします。

小学生以上30人
(小学生は保護者同伴) 無料 7/6(土)、16:00 ～・

申込順

8/8(木)、9(金)
10:00～15:00

大きな紙をつくって、
描いて組み立てる

（全2回）

大きな紙を組み立てて色を付けて
部屋いっぱいに広げる。夏休みの
子ども美術ワークショップです。

小学生20人 1人1,000円 7/11(木)、10:00 ～・
申込順

西奈生涯学習センター（リンク西奈）

8/18(日)
10:00～11:30

小さな和菓子職人
（全1回）

職人の指導を受けて和菓子作
りを体験します。

小学4年生～
中学生16人 1人700円 7/15(祝)必着・学年も

記入

8/20(火)、21(水)
の13:30～15:30

子どものアトリエ
（全2回）

絵の具を使った造形遊びを体
験します。

小学3 ～ 6年生20人 1人1,000円 7/16(火)、10:00 ～・
申込順

西部生涯学習センター

7/27(土)
10:00～12:00

親子で学ぶおこづかい講座
～おこづかい帳のつけ方～

（全1回）

おこづかいの使い方、おこづかい帳のつけ
方を学び、実際に買いものを体験し、記帳
します。また、保護者同士でおこづかいの与
え方やおこづかい帳について話し合います。

小学生とその保護者
15組 1組500円 7/3(水)、10:00 ～・

申込順

7/28(日)
10:00～12:00

パイプオルガンって
どんな楽器?

（全1回）

静岡音楽館AOIのホールにある「パイプ
オルガン」について、科学と音楽の両
面から音の出る仕組みや構造について、
模型や工作を通して学びます。

小学3年生以上30人 無料 7/5(金)、10:00 ～・
申込順

東部生涯学習センター

8/1(木)、2(金)
の10:00～12:00

季節のとびだすカード
をつくろう！

（全2回）

しかけ絵本の 仕 組みを学び、
とびだすカードを作ります。

小学生12人
(保護者同伴不可) 1人500円 7/11(木)、10:00 ～・

申込順

8/3(土)
10:00～11:30

※雨天時室内講義

麻機自然観察会
～昆虫と遊ぼう！～

（全1回）

麻機遊水地で昆虫を採集し観
察します。※麻機遊水地(葵区
芝原)集合解散

3歳以上30人
(小学生以下保護者

同伴)
1人100円 7/10(水)必着・年齢も

記入・1枚4人まで

8/6(火)
5:00～7:00

夏休みこども市場見学
（全1回）

静岡市中央卸売市場を見学し
ます。※静岡市中央卸売市場
(葵区流通センター )集合解散

小学生と保護者40人 1人100円 7/10(水)必着・参加者
全員の氏名、子の学年
も記入・1枚3人まで

8/7(水)
18:30～20:00
※雨天中止

セミの羽化を
観察しよう！

（全1回）

竜南雨坪公園でセミの羽化を
観察してみよう。※東部生涯
学習センター集合解散

小学生と保護者20人 1人100円 7/3(水)、14:00 ～・
申込順

北部生涯学習センター
8/16(金)

13:30～15:00
※荒天時8/23(金)に延期

親子で学ぶ
電車のしごと

（全1回）

親子で静岡鉄道長沼車庫で電車の運
行や整備に関わる仕事を学びます。
※静岡鉄道長沼車庫(葵区長沼)集合解散

小学生と保護者
10組30人 無料 7/15(月)必着・受講者全員の

名前(ふりがな)、子どもの学年
と性別・1枚につき3人まで



　

日　時　（各全1回） センター名 会　場 対　象 申 込 方 法 

8/9（金） 14:00～15:30 ①葵生涯学習センター（アイセル21） 熊野神社
※葵生涯学習センター（葵区東草深町）集合・解散 20人

7/11（木）14:00 ～
参加を希望するセンターへ
お申込みください。

8/7（水） 14:00～15:30 ②西部生涯学習センター 田町公園
西部生涯学習センター（葵区田町三丁目）集合・解散 20人

8/9（金） 10:00～11:30 ③東部生涯学習センター 竜南雨坪公園
※東部生涯学習センター（葵区千代田七丁目）集合・解散 30人

8/8（木） 14:00～15:30 ④北部生涯学習センター 菖蒲公園
※北部生涯学習センター（葵区昭府二丁目）集合・解散 20人

8/7（水） 10:00～11:30 ⑤藁科生涯学習センター 羽鳥公園
※服織児童館（葵区羽鳥六丁目）集合・解散 20人

8/2（金） 10:00～11:30 ⑥西奈生涯学習センター（リンク西奈） 常葉大学静岡瀬名キャンパス
※西奈児童館（葵区瀬名一丁目）集合・解散 20人

8/6（火） 14:00～15:30 ⑦南部生涯学習センター 登呂公園
※登呂博物館（駿河区登呂）集合・解散 30人

8/8（木） 10:00～11:30 ⑧北部生涯学習センター美和分館（アカデ美和） 安倍口団地中央公園
※北部生涯学習センター美和分館（葵区安倍口団地）集合・解散 20人

8/6（火） 10:00～11:30 ⑨健康文化交流館 「来・て・こ」（駿河生涯学習センター） 小鹿モデル児童遊園
※駿河生涯学習センター（駿河区小鹿二丁目）集合・解散 20人

生涯学習センター連携事業

めざせ！セミのぬけがら博士（全1回） 【会費無料】　対象者が小学3年生以下の場合は保護者同伴
セミのぬけがらを集めて、特徴や見分け方を学びます。 ※雨天の場合は室内講義

12
※都合により内容を変更する場合があります。
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大里生涯学習センター

8/9(金)
9:20～15:30

夏休み見学ツアー！
上下水道のしくみ

（全1回）

門屋浄水場と中島浄化センターを見
学し、上下水道のしくみを学びます。
※大里生涯学習センター集合・解散

小学生と保護者40人
(小学3年生以下

保護者同伴)
無料 7/2(火)、10:00 ～・

申込順

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）

7/30(火)
10:00～12:00

いろいろな物で
電池を作ろう！

（全1回）

身近な物を使って電池を作る
実験をします。

小学3 ～ 6年生20人 1人500円 7/5(金)、10:00 ～・
申込順

8/6(火)、7(水)
10:00～12:00

プラネタリウムを
手作りしよう！

（全2回）
プラネタリウムを手作りします。 小学3 ～ 6年生10人 1人1,000円 7/19(金)必着・学年も

記入

8/24(土)
13:30～15:30

アナウンサーの
お仕事体験！

（全1回）

話し方の基本や発声練習を通
して、アナウンサーの仕事につ
いて学びます。

小学5 ～ 6年生20人 無料 7/27(土)、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）

8/3(土)
10:00～12:00

実験！発見！クック船長
と海流のひみつ

（全1回）

海流がおこる原因とその影響に
ついて実験を行い、帆船で世界
一周する航路を考えましょう！

小学3 ～ 6年生16人 1人300円 7/6(土)、10:00 ～・
申込順

8/8(木)
10:00～13:00

静岡を食べよう
～静岡おでん～

（全1回）

静岡の郷土食、静岡おでんを
つくります。

小学4 ～ 6年生
12人 1人500円 7/13（土）、10：00 ～・

申込順

8/9(金)
10:00～13:00

静岡を食べよう
～安倍川もち～

（全1回）

静岡の郷土食、安倍川もちを
つくります。

小学4 ～ 6年生
12人 1人500円 7/13（土）、10：00 ～・

申込順

8/21(水)
10:00～12:00

じぃじ、ばぁばに贈る
メッセージカード

（全1回）

祖 父母に「折り紙メッセージ
カード」と「折り紙フォトフレー
ム」を2作品ずつ作成します。

4歳～小学2年生の
子と保護者10組 1組500円 7/20(土)、10:00 ～・

申込順

日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法

南部生涯学習センター

7/26(金)
13:00～15:00

夏休み社会見学
～新聞社・放送局～

（全1回）

静岡新聞・SBSを見学します。
※南部生涯学習センター集合・
解散

小学4 ～ 6年生30人 無料
7/5(金)必着

7/31(水)
10:00～12:00

親子で実験！
食べ物の色のふしぎ

（全1回）

食べ物の色の性質や、色が変
わる理由を、実験しながら学
びます。

小学5年生以上の
子とその保護者10組 無料

7/17(水)必着、1枚1組

長田生涯学習センター

7/27(土)
10:00～12:00

理科自由研究の
テーマをみつけよう！

（全1回）

身近なものを使って行う理科
の実験講座です。自由研究の
参考にもなります。

小学生以上20人
(小学2年生以下は

保護者同伴)
1人200円 7/6(土)、10:00 ～・

申込順

7/30(火)
10:00～12:00

静岡市・県の危機管理
施設を見学しよう

（全1回）

親子で静岡市・静岡県の危機管理施設を
見学し、市・県の防災の対応について学び
ます。※静岡県庁（葵区追手町）現地集合

小学生と保護者20組 無料 7/9(火)、10:00 ～・
申込順

8/4(日)
13:30～15:00

ラグビーに
レッツトライ！

（全1回）

ラグビーのルール解説や、簡単
なラグビー体験を行います。

小学生20人
(小学4年生以下は

保護者同伴）
無料 7/16(火)、10:00 ～・

申込順

8/6(火)
10:00～12:00

親子で見学
～巴川製紙所へ行こう～

（全1回）

親子で巴川製紙所の工場を見
学します。※巴川製紙所（駿河
区用宗巴町）現地集合・解散

小学生と保護者
20組 無料 7/23(火)、10:00 ～・

申込順

8/8(木)
10:00～13:00

※荒天時は中止。

用宗漁港で
シラスを知ろう

（全1回）

用宗漁港でシラス漁船への乗船
体験とシラス漁について学びます。
※用宗漁港(駿河区用宗)集合解散

小学生と保護者
50人 1人800円 7/22(月)必着・年齢も

記入・1枚1組3人まで
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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
8：30～19：00、土12：00～19：00、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18:00、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
11：00～14：30、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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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～金17:00～24:00、土15:00～24:00、日15:00～23:00、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
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
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

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

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5月13日現在）
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