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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。
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た鈴木春信や、錦絵が興隆をみた鳥居清長や喜多川歌麿、東
洲斎写楽といった黄金期の作品、幕末の風景版画の人気を支え
た葛飾北斎、歌川広重といった六大浮世絵師も幅広く揃い、浮
世絵版画の歴史を辿ることもできよう。
　特に広重作品はコレクションの過半数を占め、広重の出世作「保
永堂版東海道」から最晩年の「名所江戸百景」に至るまで、広重
の風景画を網羅するかのように精力的に収集している。彼女が来
日した頃は、広重が没後50年に満たず、残された作品も豊富に
あり収集し易かったと思われるが、とりわけ広重の風景画を愛した
のは、明治期、日本が急速に西洋化する中で、失われつつある
江戸の面影を、広重の風景画に見出したのかもしれない。
　エインズワースの没後、この優れたコレクションは母校であるアメ
リカ・オハイオ州オーバリン大学のアレン・メモリアル美術館に寄贈
された。本展覧会では、これまでアメリカにおいてもほとんど紹介
されることはなかったメアリー・エインズワースの浮世絵コレクション
の全容を選りすぐりの200点で紹介する、初めての里帰り展である。

　アメリカ人女性メアリー・エインズワース（1867-1950）は、明
治39年（1906）はじめて来日し、浮世絵版画に魅了された。以
後、約25年かけて収集し、その数は1500点におよぶ。アメリカ
でも早くに浮世絵の収集をはじめた一人で、当時から目利きの
女性コレクターとして有名だったという。
　このコレクションの特筆すべき点は、初期浮世絵が約90点も
あることだ。エインズワースが最初に手に入れたのは初期浮世
絵の石川豊信の作品とされる。外国人コレクターで、まず初期
浮世絵を収集したというのも珍しいが、そもそも初期浮世絵は、
版画といえども古いゆえに残存数が少ない。中には世界で1点
しか知られていない作品も含まれている。それだけでなく、彼
女のコレクションは、錦絵（多色摺木版）の誕生に大きく貢献し

メアリー・エインズワースが愛した浮世絵

静岡市美術館　学芸員 大石 沙織

日　時：6 月 15 日（土）　14：00 ～ 15：30（開場 13：30）
講　師：田辺昌子氏（千葉市美術館 副館長兼学芸課長）
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 30 日（木）必着。申込方法は下記の通り。

日　時：6 月 15 日（土）　13:00 ～ 16:30
会　場：静岡市美術館　ワークショップ室
対　象：小学生とその父 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：5 月 30 日（木）必着。申込方法は下記の通り。

日　時：6 月 23 日（日）　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：6 月 6 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：6 月 30 日（日）　14：00 ～ 15：30（開場 13：30）
講　師：大久保純一氏（国立歴史民俗博物館 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：6 月 13 日（木）必着。申込方法は下記の通り。

講演会①

エインズワース・コレクションを
通して知る浮世絵の歴史

プレゼントワークショップ vol.28

「父の日だ！
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
（メアリー・エインズワース浮世絵コレクション）

講演会②

広重の名所絵のつくられ方

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 28 弾。
父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。

●臨時休館 2019年6月7日（金）

・講演会①「エインズワース・コレクションを通して知る浮世絵の歴史」
・講演会②「広重の名所絵のつくられ方」
・プレゼントワークショップ vol.28「父の日だ！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。※抽選の如何にかかわらず結果は通知いたします。
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。
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※都合により内容を変更する場合があります。

静岡大学吹奏楽団
SUMMER CONCERT 2019

静岡大学吹奏楽団による
全日本吹奏楽コンクール課題曲クリニック

14:00開演　※開場は開演の30分前

【前売券】　  800円
【当日券】　1,000円 ※高校生以下無料

日　　時

日　　時

静岡市民文化会館　大ホール会　　場

静岡市民文化会館　中ホール会　　場

料　　金

・チケットぴあ（Pコード：147-311） ・静岡市民文化会館2階事務室
・アクトシティ浜松チケットセンター ・株式会社音楽舎
・蔦屋書店静岡本店   ・もちづき楽器 静岡草薙店
・すみやグッディ本店楽器フロア ・すみやグッディSBS通り店
・すみやグッディおとサロン清水春日 ・ヤマハミュージック東海浜松店
・静岡大学生活協同組合

チケット取扱

6月23日（日）

6月29日（土）

静岡市民文化会館　054-251-3751
静岡大学吹奏楽団　090-8023-3680

不要。直接会場にお越しください。

無料 

・「ノートルダムの鐘」 より（Ａ.メンケン）

・交響曲第2番 （長生淳）

・アニメ・メドレー
 「ハウルの動く城」 より（鈴木 英史） ほか

中・高等学校吹奏楽部と静大吹奏楽団との合同バンドをモデルに、静大楽団常任指揮者で
ある三田村健氏による課題曲の解説を行います。どなたでもご聴講いただけます。

タイムスケジュール
10:30～　課題曲Ⅳ 行進曲「道標の先に」
12:30～　課題曲Ⅲ 行進曲「春」
14:30～　課題曲Ⅰ　　「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲
16:30～　課題曲Ⅴ ビスマス・サイケデリアⅠ
18:30～　課題曲Ⅱ マーチ「エイプリル・リーフ」

お問い合わせ

申　　込

料　　金

曲　　目



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 土
斉藤和義　弾き語りツアー2019　“Time in the Garage” 主   ジェイルハウス

問   052-936-6041大ホール （16:30）17:00～　指定席：6,800円

1 土
第17回静岡市民文化祭　CANTARO WIND ENSEMBLE第6回定期演奏会 主   静岡市

問   090-3563-1059　静岡市民バンド連盟
　  CANTARO WIND ENSEMBLE　鈴木中ホール （14:30）15:00～17:00　自由席：前売一般1,000円、当日一般1,100円、高校生以下前売500円、高校生以下当日600円

2 日
第17回静岡市民文化祭　第3回静岡ポップミュージック協会公演 主   静岡市

問   054-204-0911
　  静岡市ポップミュージック協会　伊與田（いよだ）中ホール （14:30）15:00～20:00　自由席：一般1,000円、高校生500円、小中以下無料

4 火
雪・月・花～新演歌三姉妹～市川由紀乃 丘みどり 杜このみ コンサート2019 主   株式会社 静岡企画

問   054-252-2636大ホール （13:30）14:00～16:00　（17:30）18:00～20:00　指定席：6,500円　※未就学児入場不可

5 水
美輪明宏　講演会　～生きやすい生き方～ 主   朝日テレビカルチャー

問   054-251-4141
  　朝日テレビカルチャー静岡スクール中ホール （18:30）19:00～20:30　指定席：4,320円

7 金
2019城北祭発表会 主   静岡県立静岡城北高等学校

問   054-245-5466中ホール （9:00）9:10～11:30　関係者のみ

8 土
第17回静岡市民文化祭　静岡フィルハーモニー管弦楽団第42回定期演奏会 主   静岡市

問   054-270-3151
　  静岡フィルハーモニー管弦楽団　江成大ホール （17:15）18:00～20:00　指定席（1階席）：S席2,000円、A席1,500円、自由席（2階席）：一般1,500円、こども学生1,000円

9 日
第17回静岡市民文化祭　劇団RIN第62回公演「アンドロイドの子守唄」 主   静岡市

問   090-1981-8417
  　静岡市演劇協会劇団RIN　中村中ホール （17:30）18:00～19:50　自由席：前売一般1,000円、当日一般1,100円、高校生以下前売500円、高校生以下当日700円

14 金
静岡城北高等学校吹奏楽部第27回定期演奏会 主   静岡城北高等学校吹奏楽部

問   054-245-5466
  　静岡県立静岡城北高等学校中ホール （17:30）18:00～20:00　自由席：前売500円、当日600円

16 日
SHIZOKA2019　第8回高等学校応援団フェスティバル 主   静岡県高等学校応援団フェスティバル

  　実行委員会
問   090-1299-7456　吉田健治大ホール （9:30）10:00～17:00　無料

16 日
第17回静岡市民文化祭　第89回静岡親と子のよい映画をみる会 主   静岡市

問   054-251-4338　静岡映画協会　小原中ホール （10:00）10:30～12:00　自由席：800円（3歳以上）

23 日
静岡大学吹奏楽団SUMMER CONCERT2019 主   

問   090-8023-3680　静岡大学吹奏楽団大ホール （13:30）14:00～　自由席：前売800円、当日1,000円、高校生以下無料

27 木
オズのまほうつかい 主   劇団カッパ座

問   054-251-9021　静岡カッパ友の会中ホール （10:00）10:30～12:00　自由席：大人前売2,500円、大人当日3,100円、小人前売1,500円、小人当日2,000円

29 土
青少年名曲コンサート 主   特定非営利活動法人　静岡交響楽団

問   054-203-6578
　  静岡交響楽団事務局（平日10:00～17:00）大ホール （14:00）15:00～17:00（予定）　指定席：一般2,000円、高校生以下500円　※要事前応募

29 土
静岡大学吹奏楽団による全日本吹奏楽コンクール課題曲クリニック 主   

問   090-8023-3680　静岡大学吹奏楽団中ホール 10:30～　無料

西陣美術織　若冲　動植綵絵展 主   西陣美術織若冲全国巡回展実行委員会
問   072-808-2223B展示室 10:00～17:00　最終日は16:00まで　無料

第17回静岡市民文化祭　水石展 主   静岡市
問   054-258-3539　静岡市水石協会　平野A展示室 9:00～16:30　初日は13:00から　最終日は15:00まで　無料

展示室 A・B・C

9 日

9 日

5 水
〜

7 金
〜

6月 問主 …主催 …お問合せ

静岡大学吹奏楽団／
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

静岡大学吹奏楽団／
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
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はじめての「雅楽」
子どものためのコンサート

6/22土
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

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 脚本･作曲：雅楽童話 《ききみみずきん》～管絃とかたりのための

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

ヴァイオリンの潮流Ⅳ 20世紀のヴァイオリン

7/7日
15:00開演 （14:30開場）
全指定 ￥4,000
（会員￥3,600、22歳以下￥1,000）

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

ベートーヴェン：交響曲全集Ⅰ
オーケストラを聴こう

7/21日 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　

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

　  　
2020年2月に第2番と第6番《田園》を紹介する。交響曲第1番は
1800年に作曲されたベートーヴェンの初期の代表作として分類さ
れる作品である。古典派の作曲技法を多く踏襲しており、至る所
にハイドンやモーツァルトの交響曲作品のエッセンスが聴きとれる。
　交響曲第3番はその4年後の1804年に作曲された。「英雄交響
曲」や「エロイカ･シンフォニー」とも呼ばれるこの作品は、ベートー
ヴェンの交響曲の中でも演奏される機会が多く、この曲のファンは
とても多い。副題の《英雄》とはナポレオン･ポナパルトを指しており、
ナポレオンを讃える曲として作曲されたが、曲の完成後まもなくナポ
レオンが皇帝に即位したことからベートーヴェンが激怒し、献呈を
記す表紙を破り捨てたという逸話は有名である。
　シリーズ2回以降も「ジャジャジャジャーン」でお馴染みの第5番
《運命交響曲》や、一世を風靡したドラマ「のだめカンタービレ」の
主題曲としてあまりにも有名となった第7番、日本の年末の風物詩
として全国各地で演奏される《第九交響曲》など、名曲が目白押
しである。静岡音楽館AOIのベートーヴェン･シリーズをお楽しみ
あれ！！

　東京で2度目のオリンピック開催となる2020年は、日本中がお
祭ムードに沸くことになるだろうが、クラシック音楽の世界にとって
もベートーヴェン生誕250年という大変重要な記念の年である。
この楽聖ベートーヴェンのアニヴァーサリー ･イヤーを盛り上げる
ために、静岡音楽館AOIでは2019年から3年をかけてベートー
ヴェンが作曲した交響曲全9曲を5回シリーズで紹介する「ベー
トーヴェン：交響曲全集」を開催する。
　ベートーヴェンの交響曲は、「奇数番」と「偶数番」で曲調が
くっきり分かれているのがひとつの大きな特徴である。第5番《運
命》や第7番に代表される奇数番の作品は重厚でリズミカル、第
6番《田園》に代表される偶数番は牧歌的でメロディアスというよ
うに…。
　初年度となる2019年度は、7月に第1番と第3番《英雄》を、

ベートーヴェン：交響曲全集

静岡音楽館AOI　学芸員 竹内 啓

世界最古のオーケストラと言われる「雅楽」を、その魅
力や音色、楽器について分かりやすく紹介する。

楽聖ベートーヴェンの交響曲全9曲を紹介する5回シリーズの第1弾は、通称
「エロイカ･シンフォニー」と呼ばれ親しまれている第3番《英雄》をお贈りする。

世界的弦楽四重奏団、アルディッティ弦楽四重奏団の創
設者アーヴィン･アルディッティがAOIに登場。自身が得
意とする近現代のヴァイオリン作品の魅力を披露する。

親子で楽しむ

ⓒYUSUKE TAKAMURA

BEETHOVEN
PROJECT



※都合により内容を変更する場合があります。
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2 日

第17回静岡市民文化祭「合唱のつどい」
主   静岡市・静岡市合唱連盟　飯田
問   054-369-0572

ホール （12:00）12:30～18:00　無料(どなたでも)

7 金

眞田光子門下生によるピアノコンサート　響vol.10
主   響　小野
問   070-5251-5825

ホール （18:00）18:30～20:45　一般1,500円、学生1,000円

8 土

くにたちコンサート’19
主   国立音楽大学静岡県同調会事務局
問   080-1585-4057

ホール （13:00）13:30～16:00　2,000円

9 日

FUTABA道の会コンサート
主   FUTABA道の会（山﨑）
問   054-257-1325

ホール （13:30）14:00～15:45　一般2,000円、学生1,500円

13 木

四季のコンサート　バッケッティピアノリサイタル
主   静岡音楽友の会事務局
問   054-253-7789

ホール （18:10）18:40～20:10　一般1,000円、学生600円　※会員制

14 金

講演会「作曲家入門：L.v.ベートーヴェン」
主   静岡音楽館AOI
問   054-251-2200

講堂 19:00～20:30　無料（要申込）

16 日

女声コーラス　美音の会コンサート
主   静岡英和女学院音楽部OG会　山岸
問   090-7034-1737

ホール （13:00）13:30～16:00　1,000円

19 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）

22 土

子どものためのコンサート　はじめての「雅楽」
主   静岡音楽館AOI
問   054-251-2200

ホール
（14:30）15:00　全指定2,500円、会員2,250円、22歳以下1,000円、　親子券3,000円

　　　　　　　※3歳未満はご入場いただけません。

27 木

はじめてのAOI探検ツアー
主   静岡市東部生涯学習センター
問   054-263-0338ホール・

講堂 10:00～12:00　無料（要申込）

28 金

稲葉光世・内海千津子・十河直子　門下生による　ピアノ発表会
主   内海千津子
問   054-366-0548

ホール （18:00）18:30～21:00　無料（どなたでも）

6月 問主 …主催 …お問合せ

※ご希望のあった催事のみ掲載しています。

静岡音楽館AOI
〒420-0851　静岡市葵区黒金町1-9　TEL.054-251-2200　FAX.054-253-3322　URL.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。

《申込の必要なイベント》
科学茶房

ロボカフェ「弱いロボット？ 人とロボットのこれから」
6/

9 日
ロボットは高性能で何でもできる、そんなイメージがありませんか？岡田先生たちが研究するのは、
自分でゴミを拾えないゴミ箱ロボットなど、ひとりでは何もできない「弱いロボット」たちです。
弱いロボットから、私たちとロボットのこれからを考えてみませんか？

時間：13:00 ～ 15:00
講師：豊橋技術科学大学　情報・知能工学系　教授　岡田美智男さん
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：5/19(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）

サイエンス玉手箱

目に見えない放射線を見てみよう
6/

1 土

毎回違ったテーマの実験・工作・観察を楽しもう。
今回は霧箱の製作と放射線が飛ぶ様子を観察します。
また、様々な物質による遮へいの効果について学習します。
時間：13:30 ～ 15:30受付
講師：静岡大学理学部 大矢研究室
会場：8階 ワークショップスペース

すごいぞ！静岡

簡単作業で消臭ビーズをつくろう
6/

15 土
液体を吸って形が変わる「吸水ポリマー」を使って、
消臭ビーズをつくろう。

時間：13:30 ～ 15:30受付
講師：株式会社ハル・インダストリ
会場：8階 ワークショップスペース

テーブルサイエンス

まるで魔法！？ 色変わり実験
6/

8 土 9 日

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！
今回は、身近なものを使って色が変わるふしぎな実験を紹介します。

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

•



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。
8

静岡科学館　エデュケータ 三好 真未

イ ベ ン ト レ ポ ー ト

　静岡科学館では、3月17日（日）に「おもしろ科学フェスティバ
ル」を開催しました。このイベントは、当館のボランティア「る・
く・るナビゲーター」が科学実験や工作、サイエンスショーを企
画し、当日の運営までを行っています。今年度は、空気をテー
マにしたサイエンスショーや、磁石を使った工作、科学おもちゃ
で遊ぶコーナーなど9つの体験を実施し、1,500名以上の来場
者の方に楽しんでいただきました。
　イベントの準備は、7月から月1回程度会議を行い、半年以上
かけてる・く・るナビゲーターの皆さんで行ってきました。会議
では、「工作の手順は難しくないか」、「しくみをどのように説明
するか」、より良いイベントをつくるために様々な意見が飛び交
います。皆さん「おもしろ科学フェスティバルで科学の楽しさを

多くの方に知ってもらいたい」という思いを持って一丸となって
イベントを作り上げています。
　当日、会場では、親子で工作を楽しむ姿や、お子さんが夢
中になって科学おもちゃで遊ぶ姿など、多くの来場者の方の
笑顔が見られました。そんな来場者の方の姿を見ると、科学
の楽しさを伝えたいというる・く・るナビゲーターの皆さんの思
いが伝わったのではないかと思います。
　静岡科学館ではこのイベントの他にも、科学工作イベントや
常設展示物の体験サポートなど、様々な場所でる・く・るナビゲー
ターの皆さんが活躍しています。科学は難しい、苦手だと感
じる方も、ぜひ静岡科学館る・く・るに遊びに来て、る・く・る
ナビゲーターの皆さんと一緒に科学を楽しんでみませんか。

おもしろ科学フェスティバル

臨時休館日：6月4日（火）、5日（水）、11日（火）、18日（火）　臨時開館日：6月3日（月）

わくわく科学工作

オンリーワンのもようをつくろう カップ万華鏡
つくって楽しい！ あそんで楽しい！ る・く・るナビ
ゲーターとお話しながら工作に挑戦しよう！今
回は万華鏡づくり。カップの中身をかえれば、
オリジナルの万華鏡になるよ。

時間：13:00 ～ 15:30受付　
会場：8階 ワークショップスペース

6/
2 日 16 日

•

サイエンスショー

ゆらゆらゆら～ん ふりこのふしぎ
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！行ったり来たりする振り子のふしぎ
を楽しく紹介します。

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

6/
23 日 30 日

•

すごいぞ！静岡

電気を使わずモノを動かす秘密を解明しよう！
6/

29 土
軽い力でモノを持ち上げよう！遠くへカンタンにモノを運ぼう！
自由組立コーナーやショベルカーを使った
玉すくいコーナー、射撃コーナーもあります。

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

★P14にもイベント情報があります
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＜チケット取り扱い＞
【一般発売】4月20日（土）10：00～　※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）　http://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）　http://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 http://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）

※都合により内容を変更する場合があります。

〒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

1 土
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
マリナートBRASSカップ in Shizuoka City 2019 主   静岡市清水文化会館マリナート

問   054-353-8885
大ホール  (12:30)13:00～17:30予定　自由席　一般1,000円　学生500円

2 日

静岡交響楽団　第86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時～17時）大ホール 

(13:00)14:00～16:00　指定席
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

4 火
LE VELVETS CONCERT TOUR 2019 「Because of you」～新たな旅路へ～ 主   LE VELVETS Parti

問   03-6447-1440 （平日13時～17時）大ホール  (17:30)18:00～20:00　指定席　5,000円

7 金
2019年度 静岡県立清水南高等学校・同中等部　第55回 南陵祭 主   静岡県立清水南高等学校・同中等部

問   054-334-0431大ホール  (11:40)12:10～15:55　関係者のみ

16 日
第17回 静岡市民文化祭 「清水フィルハーモニー管弦楽団 第33回定期演奏会」 主   静岡市

問   070-5462-9144
　  （清水フィルハーモニー管弦楽団）大ホール  (13:30)14:00～　全席自由　一般（高校生以上）前売1,500円　当日2,000円　中学生以下無料（未就学児入場不可）

23 日
第25期 しみずかがやき塾　第1回講座 （開講式） 主   しみずかがやき塾

問   054-353-6700大ホール  (12:00)  開講式13:00～ 開演13:30～ 　会員のみ

28 金
第29回 グレンツェンピアノコンクール　予選課題曲講習会 主   グレンツェンピアノ研究会

問   0995-22-4158小ホール  (9:30) 10:00 ～12:35　自由席　一般　2,500円　学生　1,000円

29 土
ピアノと歌の発表会 主   村尾妙子

問   054-364-1449小ホール  (12:30)13:00～17:30　自由席　無料

みんなの花展
主   一般財団法人 小原流 清水支部

A・B 8日/10:00～19:00　9日/10:00～16:30　無料

日本硬筆社展 主   日本硬筆社
問   0545-64-4131A・B 9:00～17:00　初日12:00～　最終日15:00まで　無料

ギャラリー A・B・C・D

9 日

30 日

8

27

土

木

−

−

6月 問主 …主催 …お問合せ

主　　催:静岡市清水文化会館マリナート、テレビ静岡
共　　催:（公財）静岡市文化振興財団
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

7月20日（土）

7月21日（日）

開演17:00（開場16:30）

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。

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・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

ブロードウェイミュージカル 「ピピン」
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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）

【募集期間】
6/1(土)～7/31(水)
【結果発表】
8月中旬予定
【展示予定期間】
10月以降

子どもの笑顔
写真コンテスト

作品募集
（全1回）

見て い るとつ ら れて 笑 顔 に
な ってし まう1枚。 そん な 素
敵な写真を応募してみません
か？家族写真、部活写真など、
子どもの笑顔が撮影された作
品ならばテーマは問いません。
入賞作品は静岡市生涯学習セ
ンターと静岡科学館る・く・る
を巡回展示いたします。

どなたでも
(1人につき1点のみ) 無料

募集要項をお読みの上、
住所、氏名、電話番号、
作品タイトル、作品エピ
ソード(100字 程 度)ペン
ネーム(ペンネームを希
望する場合のみ)を記し、
プリントした写真(L版～
六切り)もしくはデジタル
データを添えて、郵送ま
た は メ ー ル(info_aoi@
sgc.shizuoka-city.or.jp)
にてご応募ください。
※ な お、 被 写 体 の 肖 像
権等、公開の了承がえら
れているものに限ります。

西部生涯学習センター

6/29(土)～8/18(日)
の期間中全5回

※日時はお問合わせください。

子どもの歌
～みんなで歌おう！

(全5回)

脳の活性化を促し集中力を高めるブレ
インジムという体操を行った後、歌の
練習を行います。最終回は西部センター
まつりの発表会で披露します。

4 ～ 12歳の子ども
20人 1人500円 6/5(水)、11:00 ～・

申込順

7/4～7/25
の毎週木曜日
19:00～20:30

ニーハオ！
はじめての中国語

(全4回)

発声練習(四声)、挨拶、簡単な会話等、
中国語の基礎を学びます。 成人20人 1人500円 6/4(火)、11:00 ～・

申込順

7/6(土)
10:00～11:30

ワールドカップを楽しむ
こどもラグビー講座

(全1回)

ラグビーについて学び、簡単なゲーム
を体験します。

小学3年生～中学3年生
30人

(保護者同伴可能)
無料 6/6(木)、10:00 ～・

申込順

7/7(日)
13:30～15:30
(開場13:00)

西部ジャズコンサート
(全1回)

西部生涯学習センター利用団体「SJO(シ
ズオカジャズオーケストラ)」によるコ
ンサートです。

120人 無料 6/14(金)、10:00 ～・
1コール5人まで・
申込順

7/26(金)
13:30～15:00

国立印刷局静岡工場
(静岡市駿河区国吉田3-5-1)

集合・解散※集合13:10

夏休み工場見学
国立印刷局
(全1回)

国立印刷局の業務を学び、紙幣ができ
る工程や偽造防止技術を見学します。

小学生以上40人
(中学生以下は保護

者同伴)
無料 6/11(火)、11:00 ～

7/10(水)、17:00・
申込順

東部生涯学習センター

6/29(土)
9:30～12:00

※雨天時室内講義

麻機自然観察会
巴川のおさかな探検隊

（全1回）

巴川で水生生物の観察をします。
※スマイル麻機(葵区有永町)現地集合
解散。雨天時は東部生涯学習センター
で、水生生物についての講義をします。

3歳以上30人
(小学生以下保護者

同伴)
1人100円 6/12(水)必着・年齢も

記入・1枚4人まで

7/10(水)、17(水)、24(水)
の19:00～20:30

英語で読み解く
国際ニュース
（全3回）

初級者向けの簡単な英語で国際ニュー
スを読み解きます。 中学生以上20人 無料 6/12(水)、14:00 ～・

申込順

7/20(土)
10:00～11:30

くるくる！キラキラ！
万華鏡づくり
（全1回）

自分だけの万華鏡を作って、のぞいて
みよう！

5歳～小学生20人
(2年生以下保護者

同伴)
1人300円 6/19(水)、14:00 ～・

申込順

7/23(火)
14:00～15:30

東部医療講座
～アンチエイジング～

（全1回）

いつまでも若々しく健康な心身を保つ
ための秘訣を学びます。 30人 無料 6/11(火)、10:00 ～・

申込順

日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法
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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

6/25～7/23
毎週火曜日

13:30～15:30

始めよう。
いつでもどこでも

健康体操
（全5回）

楽しく簡単な体操を、静岡市体育協会
の講師が伝授します。心身ともに健康
な毎日を目指しましょう。

医師から運動制限を
受けていない

成人20人
1人2,500円 6/4(火)、13:30 ～・

申込順

7/23(火)～26(金)
13:30～15:30

28(日)
13:30～16:30

「銀の匙」を
朗読劇にしよう！

（全5回）

演劇ワークショップを行い、藁科ゆか
りの作家・中勘助の小説「銀の匙」の
朗読劇をつくります。最終日には発表
会も行います。
※7/24、28は中勘助文学記念館（葵区
新間）集合・解散。

中学生以上20人 無料 6/11(火)、13:30 ～・
申込順

7/24～8/21
の毎週水曜日
19:00～20:30

8/25(日)
12:00～15:30

チャレンジ！
夏休み子ども太鼓教室

（全6回）

和太鼓を練習し、最終回に発表会を行
います。 小学生18人 1人2,000円 6/24(月)必着・学年、

性別の記入・
1枚2人まで

西奈生涯学習センター（リンク西奈）

6/29(土)
10:00～11:00

冷熱実験！
エネルギーってなぁに？

（全1回）

マイナス162℃の世界を体感できる冷熱
実験を通して、エネルギーや環境につ
いて学びます。

小学生30人 無料 6/8(土)、10:00 ～・
申込順

南部生涯学習センター

7/18(木)～11/21(木)
概ね毎月第3木曜日

13:30～15:00

総合学習 「いきいき塾」
～現代を学ぶ～
（全5回）

さまざまな時事問題を学ぶ総合講座。 50人 1人1,000円
6/27(木)必着

7/23(火)
13:30～15:30

シニア向けスマホ
安全教室(Android)

（全1回）

スマートフォンを利用する方向けの「消
費生活を学ぶ」講座です。スマートフォ
ンで「不当請求」の体験と、その対処
方法を学びます。※講座の際は、スマー
トフォン(Android)を貸出します。持ち
込みはできません。

スマートフォンを持っ
ていない方、ご検討
されている方でおお
よそ60 ～ 70歳の方

20人

無料 6/30(日)必着・年齢も
記入・1枚1人

長田生涯学習センター

6/30(日)
10:00～12:00

みんなでチャ！
バリ島のケチャ体験講座

（全1回）

複 数 のリズ ムを 組 み 合 わ せ て 歌 う、
バリ島のケチャを体験します。

成人または小学生
以下の親子20人（組）
親子は大人1人子ども

2人まで

大人
1人500円 6/9(日)10:00 ～・

申込順

大里生涯学習センター

6/26(水)～7/28(日)
9:00～21:30

※休館日(月、祝日)を除く

国際協力写真展
（全1回）

日本の国際協力の現場を紹介する写真
展です。 どなたでも 無料 直接会場へ。

申込不要。

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

7/9(火)、23(火)、30(火)
10:00～12:00

～北部歴史探訪～
北部地域と今川氏

（全3回）

静岡市と縁の深い「今川氏」と「北部
地域」との関係性を学びます。 30人 無料 6/11(火)、10:00 ～・

申込順

7/12(金)、19(金)、26(金)
13:30～15:30

楽しく学ぶ、
ガーデニングの夏対策

（全3回）

ガーデニングを楽しみながら、夏の植
物を元気よく育てるための理論や実践
テクニックを学びます。

16人 1人1,000円 6/14(金)、10:00 ～・
申込順



　

南部勤労者福祉センター

12
※都合により内容を変更する場合があります。
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7/9（火）
10:00～11:30

デジカメで子どもの
ステキ写真を撮ろう

(全1回)

デジカメで子どもをよりかわいく
写真に写す方法を学びます。 親子10組20人 1組500円

申込方法：   6/11(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

① 7/8～9/9
月曜日19：30～20：30

ピラティス月曜 （全10回） 3,500円

② 7/11～9/12
木曜日13：30～14：30

入門ヨガ木曜 （全10回） 3,500円

③ 7/9～9/17
火曜日19：30～20：30

ヨガ火曜 （全10回） 8月13日 3,500円

④ 7/12～9/13
金曜日19：30～20：30

ヨガ金曜 （全10回） 3,500円

⑤ 7/11～9/12
木曜日19：30～20：30

入門エアロ木曜 （全10回） 2,000円

⑥ 7/13～9/14
土曜日10：30～11：30

初級エアロ土曜 （全10回） 2,000円

⑦ 7/10～9/18
水曜日19：30～20：30

中級エアロ水曜 （全10回） 8月14日 2,000円

申込方法：    6月10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

❖フィットネス講座　19歳以上の健康な人　各30人
日　時 コース 休 講 日 　会 費 ※施設使用料別途

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）

7/9(火)
13:30～15:00

久能山東照宮と
徳川家康
（全1回）

久能山東照宮と家康の関係について、
久能山東照宮宮司・落合氏による講演
会です。

20人 無料 6/4(火)、13:30 ～・
申込順

7/13～9/7
の隔週土曜日
10:00～12:00

はじめての将棋
～コマの動かし方から～

（全5回）

初心者向けに、コマの動かし方や将棋
の指し方を学びます。 20人 無料 6/6(木)、10:00 ～・

申込順

7/17(水)
13:15～15:30

古典文学講座
『曾我物語』
（全1回）

常葉大学の大川信子教授を講師に招き
『曾我物語』の講義を実施します。 20人 無料 6/12(水)、13:30 ～・

申込順

7/26(金)
13:30～15:30

介護を必要としない
ための運動方法

（全1回）

将来、介護を必要としない体作りを目
指した簡単な運動による予防法を学び
ます。

20人 無料 6/14(金)、13:30 ～・
申込順

7/28(日)
10:00～12:00

体験！発見！
夏休みエネルギー教室

（全1回）

自転車発電機やソーラークッカーの体
験を通して、地球にやさしいエネルギー
について考えます。

小学2 ～ 6年生15人 無料 6/28(金)、10:00 ～・
申込順

健康文化交流館「来・て・こ」（駿河生涯学習センター）

7/4(木)、25(木)
19：00～20：30

ビジネスに役立つ
疲れにくい体づくり

（全2回）

長時間のデスクワークによる肩や背中
のこりを解消するセルフストレッチング
を学びます。

長時間のデスクワー
クによる肩や背中の
こり に 悩 む20代 ～
60代の方20人

1人500円 6/6(木）、17：00 ～・
申込順

7/26(金)
10：00～11：30

こどもの写真で
スクラップブッキング

（全1回）

こどもの写真を活かして「とっておきの
一枚」を作り、乳幼児期の思い出を残
します。

3ヶ月から2歳未満の
子と保護者15組30人 1組500円 6/28(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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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

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4月11日現在）
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