夏休みは、科学フェスに行こう!

サイエンスフェスティバル in る・く・る 2019
「青少年のための科学の祭典」 第23回静岡大会
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科学が大好きなみなさんのために、中学生・高校生・市民ボランティアや企業が、
ふしぎな実験やおもしろい科学工作などのブースを出展する夏休み恒例の “科学の
おまつり”です。自由研究の参考にもぴったり。たくさんの実験や工作を体験しよう！

時間：10:00～15:30受付 ※10日(土)のみ13:00～
※10日(土)、11日(日)は中学生・高校生出展日
会場：9階 企画展示室・イベントホール
共同主催：
「青少年のための科学の祭典 静岡大会」実行委員会
公益財団法人日本科学技術振興財団
出展内容はこちらから
サイエンスフェスティバルinる・く
・る ホームページ
http://www.sf-shizuoka.com/

る・く・る de オープン・ラボ
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水

大学ってどんなことを研究しているの？難しそうな研究を、
楽しい実験や工作で体験してみよう。気になる研究をして
いる大学の先生や学生さんたちに質問することもできます。

時間：10:00～15:30受付 ※12：
００〜13：00は休憩
会場：9階 企画展示室
出展：静岡大学、静岡理工科大学、静岡県立大学、
静岡英和学院大学短期大学部、東海大学
※中学生・高校生は身分証提示で入館料無料

夏のサイエンス屋台村
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18

日

「２進法のカードマジック」
「スーパーボールでストローロケッ
トを飛ばそう」「貝のストラップ作り」など、工作や体験の
屋台が大集合！
科学コミュニケーターが分かりやすく科学の楽しさをご案内
します！

時間：13:00～15:30受付
会場：9階 企画展示室
出展：しずおか科学コミュニケーター倶楽部

体験！プログラミングまつり
8/

20 火

日本のメーカーが作った最新のプログラミング教材を、
お試し体験してみよう！

時間：13:00～15:30受付
会場：9階 企画展示室・イベントホール
出展：ヤマハ、SUS、タミヤ、島津理化、ケニス、大日本図書、
ナリカ、ユピテルプラス、イーケイジャパン、
静岡県立吉原工業高等学校、静岡県立島田商業高等学校 ほか
※事前予約した教員は入館料無料
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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）
7月23日(火)〜9月1日(日)まで、夏休み期間中は毎日開館いたします。

る・く・る 夏 のト ー クイ ベ ント
科学 茶房

予約不要です

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
対象：どなたでも
定員：150人程度
講師：的川泰宣さん
（はまぎんこども宇宙科学館

館長）

科学 茶房

講演会 「なぜ動いて見える！？～最新錯視研究～」
8/

25 日

止まっているはずの絵が動いて見えたり、大きさや色が実際
とは違って見えてしまうふしぎな「錯視」。なぜ錯視は起こる
のか？ 錯視研究の第一人者である北岡先生に最新の研究
についてお話いただきます。

時間：13:30～14:45
会場 : 9階 イベントホール
対象：どなたでも
定員：150人程度
講師：北岡明佳さん
（立命館大学

総合心理学部

教授）

北岡明佳「るくるくるくるくる」（2014年）

未来のエネルギー 水素って知ってる？
8/
8/
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木

・
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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ろう！

月

日時：11:30、13:00、14:30
（各回20分程度）
会場 : 8階 体験ステージ
対象：どなたでも
主催：静岡市
企画・制作：
（公財）
静岡市文化振興財団
※都合により内容を変更する場合があります。
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米村でんじろうのふしぎな実験室

～サイエンスはアートだ！～

米村でんじろう監修の新感覚サイエンスエンターテイメント！
見て、触れて、学べる体験イベントが静岡県初登場 !
君も
「○○してみたら
！
？」
に挑戦してみよう！

8月13日（火）〜9月1日（日）
9：30～17：00（入場は16：30まで）
※会期中無休
会 場︰静岡市清水文化会館マリナート 1階ギャラリー
入場料︰前売券600円、当日券800円 ※2歳以下無料
＜チケット取り扱い＞
チケット発売中！ ※前売券の販売は8月12日（月・休）
まで
・マリナート窓口または電話

054-353-8885

・チケットぴあ （Pコード：992-326）セブン-イレブン店頭での直接購入
・ローソンチケット （Lコード：42019）ローソン・ミニストップ店頭での直接購入
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、必ず保護者同伴でご入場ください。
・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。
・当日券は会場窓口（マリナート）のみの扱いとなります。
主
催 : 静岡新聞社・静岡放送、静岡市清水文化会館マリナート
お問合せ : 静岡新聞社事業部 TEL054-281-9010（土日祝を除く9：00～17：00）
静岡市清水文化会館マリナート TEL054-353-8885（9：00～22：00月曜休）

※本イベントは米村でんじろう先生が出演するサイエンスショーではありません。

清水港開港120周年記念

第7回清水にぎわい落語まつり
今年も開催！ 出演者、チケット発売日 決定！
今年も開催！10月12日
（土）
～14日
（月・祝）
は清水のまちが落語に染まる3日間！
笑う門には福来る！
！
若手から知名度抜群の落語家、総勢20余名が清水にやってきます！
3公演以上ご来場いただいた方には、特製手ぬぐいをプレゼント！
＜チケット取り扱い＞

7月20日（土）10：00よりチケット販売開始！

・マリナート窓口または電話

054-353-8885

発売初日は窓口販売のみ 残券があった場合のみ翌日以降、電話受付を行います。
・チケットぴあ

0570-02-9999 （Pコード：495-677）

・ローソンチケット

0570-084-004 （Lコード：41995）

清水銀座商店街公演

10月12日（土）

全席自由
2,000円

昼の部／13:30（開場13:00） 夜の部／16:30（開場16:00）
会 場︰清水銀座シャル
出演者︰三遊亭萬橘、瀧川鯉八、昔昔亭A太郎、立川吉笑、三遊亭遊雀、
三遊亭小笑、桂伸三、三遊亭昇也 ※昼夜どちらの出演になるのかは、現在調整中です

エスパルスドリームプラザ公演

10月13日（日）
開
会

全席自由
3,500円
（１ドリンク付）

場︰17:30（開場16:45）
場︰サウンドシャワーアーク
［エスパルスドリームプラザＰ１
（立体駐車場）
１Ｆ］
出演者︰三遊亭白鳥、春風亭百栄、桃月庵白酒 ほか
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※都合により内容を変更する場合があります。

※出演者は都合により変更になる場合がございます。

清水テルサ公演

10月13日（日）

全席自由
（一般）
1,500円
（高校生以下）
500円

開 場︰13:30（開場13:00）
会 場︰静岡市東部勤労者福祉センター（清水テルサ）5F和室
出演者︰春風亭昇々、三増紋之助（曲独楽）ほか
今年の清水テルサ公演は、親子でも楽しめる「親子寄席」として開催!!

マリナート公演

10月14日（月・祝）

全席指定
Ｓ席 5,800円
Ａ席 4,800円
Ｂ席 3,000円

開 場︰［昼の部］開演12:00（開場11:00） ［夜の部］開演16:30（開場15:30）
会 場︰静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
出演者︰春風亭小朝、三遊亭小遊三、春風亭昇太、林家たい平 ほか
※昼夜どちらの出演になるのかは、現在調整中です

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。

8月
2
3
4

金

日

大ホール 2日（金）（9:45）10:00〜18:30 自由席 800円
3日（土）（10:45）11:00〜18:30 自由席 800円
4日（日）（9:45）10:00〜18:30 自由席 800円

9

金

小ホール (11:20)11:30〜18:00

11

日 祝

11

日 祝

主 …主催 問 …お問合せ

第60回静岡県吹奏楽コンクール

土

POPCORN DANCE CONTEST
大ホール (14:30)15:00〜17:00

主 ICECREAM 株式会社
主 キョードー東海
問 052-972-7466（10:00〜19:00/日・祝休）

9,500円

大ホール (16:30)17:00〜19:00（予定） 自由席

無料

主 中村由佳子

静岡県立駿河総合高等学校 和太鼓部 第3回自主公演『耀楽（かぐら）』

主 静岡県立駿河総合高等学校 和太鼓部

奥華子コンサートツアー2019～弾き語り～

主 サンデーフォークプロモーション静岡

指定席

フローズン・ビーチ
大ホール (18:00)18:30

会員のみ

第3回講座

主 しみずかがやき塾
問 054-353-6700
主 キョードー東海

指定席

劇団PATHOS PACK

問 052-972-7466（10:00〜19:00/日・祝休）

9,000円

Vol.21 『永遠の矢＝トワノアイ』

小ホール 21日（水）(18:30)19:00〜21:00 指定席 前売4,000円 当日4,500円
22日（木）(13:30)14:00〜16:00 指定席 前売4,000円 当日4,500円

木

第72回清水みなと祭り総おどり反省会

23 金

小ホール (18:30)19:00〜20:30

関係者のみ

小ホール (17:45)18:30〜20:30

自由席

ブラスアンサンブルの祭典2019

24 土
31 土
〜 9/

問 054-354-2189
主 CASA BRASS ENSEMBLE

一般2,000円

大学生以下1,000円

日

問 090-4960-3562
主 ミンファプラン

ふじのくに子ども芸術大学 和太鼓ワークショップ ～プロ和太鼓奏者・和迦さんと和太鼓に挑戦！〜

主 東豊太鼓

ギャラリー A・B・C・D

1

問 080-1709-7235
主 清水みなと祭り実行委員会

指定席

前売4,000円

問 03-5378-5690

当日4,500円

日 リハーサル室 10:00～12:00 無料（事前申込制・小中学生対象）

11 日 祝

主 劇団PATHOS PACK

ジャー・パンファン 二胡スペシャルコンサート
小ホール (13:00)13:30

31 土 1

問 054-260-6688

問 054-284-9999

4,800円

しみずかがやき塾

大ホール （12:30）13:30

水

13

静岡大会

無料

第25期

21 水

〜 9/
火

主 静岡県吹奏楽連盟中部支部

2,500円

小ホール (12:45)13:00〜16:00（予定） 自由席

小ホール (14:30)15:00

17 土

〜
金

指定席

みんなのコンサート

12 月 休

9

自由席

中部大会

ブラッケン・ムーア～荒地の亡霊～

12 月 休

21
22

中学校の部

2019
全面

翠々展

9:00～17:00

初日13:00から

最終日15:00まで

米村でんじろうのふしぎな実験室
全面

清水にぎわい落語まつり
静岡市清水文化会館マリナート

tohotaiko.info@gmail.com

無料

～サイエンスはアートだ！～

9:30～17:00（※入場は16:30まで） 前売券600円

岩科 直子

今年も清水文化会館マリナートでは、
「清水にぎわい落語まつり」を開催いたします。
5月に入った頃から、
「今年はいつからチケット発売？」など、こちらの想定よりも早くお問
合せをいただくことがあり、認知度が高い事業だなと改めて実感しています。多くが過
去の公演にご来場いただいた方々からのお問合せなのですが、広報誌やチラシの配
布が始まると、今までこの事業を知らなかった方からも当然お問合せが入ります。その
場合、会場について質問を受けることがあります。マリナートの前身となった清水文化
センターは清水区桜橋（現在の静岡市立清水桜が丘高等学校の敷地の一部）にありま
した。そのため、偶に「昔、行ったことがあるのだけど、最寄り駅は静鉄の駅でしたよね？」
と、清水文化センターがあった場所にそのままマリナートがあると思われている方も。清
水文化センターが閉館したのが平成24年7月ですから、少なくとも7年以上前の記憶を

（岡村）
問 090-7300-4339

当日券800円

（大内翠雅方）
主 翠筆書道会
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）

辿ってお話しをされていることになります。そして、自分の好きなアーティストの公演や、家
族の作品が展示されていた会場として認識されていることも強く感じます。催事内容と会
場がセットで記憶に刻まれるのは当然のことなのかもしれませんが、
“劇場”
に文化創造の拠
点や街のにぎわいの創出を目指す我々劇場職員にとっては感慨深いものがあります。
さて、話を清水にぎわい落語まつりに戻しますと… 今回は例年と違う点があります。テ
ルサホール改修により清水テルサ公演は会場を5Fの和室に移すこともあり、
“子どもも楽しめ
る”親子寄席として開催します。内容も落語のみならず、紙切りなどの寄席で行われている
“色物”
を盛り込む予定ですので、是非初めての寄席として主に小学生の皆さまにお越し
いただきたいと思います。
毎年有難いことに、多くのお客様にご来場いただき、まさに「にぎわい」という言葉がぴっ
たりの3日間です。これを一過性のものにしないためにも、未来の担い手である子どもたち
の存在は必須です。今回の親子寄席をきっかけに落語に興味を持ち、来年以降も継続
して子どもたちに足を運んでもらえたら嬉しいです。そして、その子どもたちが大人になり
「昔、ここ
（清水）で見た落語が面白くて…」と、家族でマリナートに来館してくれる未来が
あることを願います。
※都合により内容を変更する場合があります。
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第17回静岡市民芸能発表会
参加団体募集!!
日本舞踊・ダンス・体操・コーラス・楽器演奏など、日ごろの練習の成果を発表しませんか。
日

時

会

場

12月14日（土）、15日（日） 10：00～16：30（予定）
静岡市民文化会館

中ホール

参 加 料

無料

出演時間

5分以内
（厳守）

参加資格

静岡市内に住んでいるか、通勤・通学している方のグループ
（7人以上）

応募方法

申込書に必要事項を記入して、静岡市民文化会館2階事務室へお申し込みください。

応募期間

7月23日
（火）
～9月16日
（月・祝）
、9：00～21：00

※詳細は静岡市民文化会館、
（公財）静岡市文化振興財団事務局、各区総合案内、当館ホームページなどで
配布する募集要項・申込書をご確認ください。

作・演出 岩松了

｢二度目の夏｣静岡公演

東出昌大、太賀出演、岩松了演出の新作舞台。
湖畔の別荘を舞台に ｢嫉妬｣ が引き起こすひと夏のある出来事を描く。
日

時

会

場

料

金

チケット取り扱い

お問合せ
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8月22日（木）19:00開演
静岡市民文化会館

※開場は開演の30分前

中ホール

全席指定
（税込） S席7,500円

A席6,000円

※小学校4年生以下入場不可

・あさひテレビチケットセンター
（https://satv.tstar.jp/cart/events/20618）
・チケットぴあ
0570-02-9999
（Pコード：493-357）
・ローソンチケット 0570-084-004
（Lコード：41822）
0570-000-407
（オペレーター対応 10:00～20:00）
・ｅ＋イープラス
（https://eplus.jp）
・セブンチケット
（セブン-イレブン店内マルチコピー機）
・YOU創企画
053-422-5182 (18:00～20:00)

静岡朝日テレビ事業部

※都合により内容を変更する場合があります。

054-251-3302
（平日10:00～18:00）

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。

8月

1
3
4

主 …主催 問 …お問合せ

木

土

日

10 土
10 土
11

日 祝

20 火
22 木
23 金
24 土
25 日
25 日
31 土

久石譲＆ワールド・ドリーム・オーケストラ 2019
大ホール（17:45）18:30～20:30

35周年記念公演

山下達郎

指定席：S席9,200円、A席8,500円

藤井フミヤ

大ホール（16:15）17:00～19:00

主 サンデーフォークプロモーション

“十音楽団”

主 サンデーフォークプロモーション
問 054-284-9999

指定席：8,000円

PERFORMANCE 2019

大ホール（17:00）18:00～20:30

主 サンデーフォークプロモーション
問 054-284-9999

指定席：9,000円

それいけ ! アンパンマン ミュージカル おかしの国のおかしなパーティ
大ホール（10:30）11:00～12:30 （14:00）14:30～16:00 指定席：前売2,800円、当日3,000円

恐竜どうぶつ園2019
指定席：3,000円

GReeeeNと不思議の管

～配水の人～

大ホール（16:00）17:00～19:00

指定席：7,900円

※2歳以下膝上鑑賞無料

夢

スター歌謡祭

春組対秋組

徳永 英明

歌合戦

指定席：PS席9,180円、SS席9,538円、
当日券8,690円

問 054-251-3302

静岡朝日テレビ

問 0570-064-724

主 サンデーフォークプロモーション
問 054-284-9999

指定席：6,800円

主 サンデーフォークプロモーション
問 054-284-9999

指定席：7,800円

エレクトーンフェスティバル2019

主 株式会社ヤマハミュージックジャパン

中ホール（11:45）12:00～19:30（予定） 自由席：前売1,500円、当日2,000円

～Angeli25周年記念～ オリジナルミュージカル『虹のかけ橋』
中ホール（12:30）13:00～15:30 （16:30）17:00～19:30

主 サンデーフォークプロモーション

主 株式会社夢グループ

HIDEAKI TOKUNAGA CONCERT TOUR 2019

大ホール（15:15）16:00～18:00

静岡朝日テレビ

主 静岡朝日テレビ／静岡市民文化会館

HIRAIDAI Concert Tour 2019 THE GIFT
大ホール（16:00）17:00～19:00

問 054-251-3302

問 054-284-9999

指定席：8,000円

指定席：S席7,500円、A席6,000円

中ホール（12:30）13:00～15:00

Daiichi-TV

問 054-284-9999

岩松了 「二度目の夏」静岡公演

中ホール（18:30）19:00～

問 054-283-8115

主 サンデーフォークプロモーション

―15th ANNIVERSARY― JUJU HALL TOUR 2019

作・演出

主 Daiichi-TV／イーストン

主 静岡朝日テレビ／静岡市民文化会館

中ホール（12:30）13:00～ （15:00）15:30～

大ホール（17:30）18:30～20:30

問 054-284-9999

自由席：2,500円

問 03-5488-5481 鍵盤マーケティング部

EF中部エリア担当宛

主 スタジオ アンジェリ
問 054-254-2310

展示室 A・B・C

24 土

住友生命

第43回こども絵画コンクール

A 展示室 10:30～16:00

無料

主 住友生命保険相互会社 静岡支社
問 054-254-5496

※都合により内容を変更する場合があります。
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AOIのオープン･デイ2019

８/３

協力：株式会社ヤマハミュージックジャパン、すみやグッディ株式会社、静岡交響楽団、常葉大学短期大学部音楽科、静岡科学館る･く･る

モーツァルト 名曲の夕べ 申込は締切りました
「静岡の名手たち」
アンサンブル
時間
会場
出演

ショップ･コーナー

18:00開演（17:30開場）※20:00終演予定
ホール（8階）
野平一郎（指揮）、塚本陽子（クラリネット）、
「静岡の名手たち」アンサンブル ほか
W.A.モーツァルト：歌劇《ドン･ジョヴァンニ》 K.527 序曲
クラリネット協奏曲第5番 イ長調 K.622
交響曲第38番《プラハ》 ニ長調 K.504
600人（全自由･要申込･多数抽選）

曲目

定員

すべて入場無料

10:00 〜 20:00

今年の夏も、
みんないっしょにAOIをまるごと愉しもう！

W.A.モーツァルト

野平一郎（撮影：相田憲克）

塚本陽子

時間 10:00 〜 20:00 ※16:30 〜 17:30休止。
17:30以降は「モーツァルト 名曲の夕べ」の
ご来場者のみご利用いただけます。
会場 ロビー（8階）
内容 音楽をモチーフにしたグッズを販売します。

※未就学児はご入場いただけません。託児サービスはありません。
モーツァルト名曲の夕べ（撮影：日置真光）

パイプオルガン、
やってるよ♪

出演・曲目
• 英貴子（オルガン）10:30 〜 10:55、11:30 〜 11:55
10:30開演（10:00開場）※12:25終演予定
G.ビゼー：歌劇《カルメン》より〈前奏曲〉
ホール（8階）
J.パッヘルベル：カノン
600人（全自由･申込不要）
三木たかし：アンパンマンのマーチ
※ただし定員により入場をお断りする場合があります。
菊池俊輔：ドラえもんのうた
ディズニー ･スーパー ･ベスト･メドレー
J.S.バッハ：トッカータとフーガ ニ短調 BWV565

時間
会場
定員

• 冨田真希（オルガン）11:00 〜 11:25、12:00 〜 12:25
J.S.バッハ：カンタータ第29番 BWV29 より〈シンフォニア〉
C.サン＝サーンス：
《動物の謝肉祭》より〈雌鶏と雄鶏〉〈亀〉〈象〉
G.ボヴェ：
〈赤とんぼ〉による瞑想曲
久石譲：映画「となりのトトロ」より〈さんぽ〉〈風の通り道〉
映画「もののけ姫」より〈アシタカ聶記〉（エンディング）
※時間は多少前後する場合があります。

はじめてのAOI
時間
定員
内容

あなたの楽器の無料診察室

申込は締切りました

①12:30 〜 13:15
②13:45 〜 14:30
各25人（要申込･多数抽選）
舞台袖や楽器庫などを、
静岡音楽館AOIのスタッフが
ご案内します。

時間 12:00 〜 17:30 ※15:00 〜 15:30休止。
会場 講堂前（7階）
サービスの内容 対象は管楽器のみです
・キー、ピストン等の調整、コルク等不良個所の修正、
軽微なヘコミの修理 ・楽器のコンディションの診断 など
※申込不要
※無料で承れる範囲については、楽器の状態によりその場でリペアマンが判断させていただきます。

※コンサートとセットではありません。

ロビー･コンサート
時間 13:30 〜 16:00
会場 ロビー（8階）
出演 常葉大学短期大学部音楽科
※申込不要

リハーサルをのぞいちゃお

ワクワク！いろんな楽器にふれてみよう！

時間 14:30 〜 16:00（予定）

時間 12:00 〜 17:30
会場 講堂、リハーサル室1（7階）
体験できる楽器 ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、
フルート、クラリネット、サクソフォン、トランペット、ピアノ、エレクトーン、
電子ドラム

※途中、休憩をいただく場合があります。

会場 親子室（8階）
内容 「モーツァルト 名曲の夕べ」の
リハーサルを、親子室から見学
できます。

※申込不要･出入自由。ただし混雑の際は時間制限を
させていただく場合があります。
※リハーサルの様子をガラス越しにご覧いただけます。
音はスピーカーからお聴きいただけます。
静 岡・音 楽 館 × 科 学 館 × 美 術 館 共 同 事 業

音と音楽のミニ･サイエンスショー
時間
会場
講師

10:00 〜 11:30
（10分程度のショーをくり返します。）
講堂前（7階）
静岡科学館る･く･る エデュケータ

※申込不要

※出入は曲間でお願いいたします。

※申込不要
※混雑の際はしばらくお待ちください。
※途中、楽器ごとに休憩をいただく場合があります。
※体験できる楽器は変更になる場合がございます。

まちかどコンサート
時間
会場
出演
曲目

時間
会場
12:30 〜 13:15
出演
JR静岡駅北口地下広場イベントスペース
田中淳子（パンフルート）、望月有美（エレクトーン）
曲目
J.ラスト：ロマーナの祈り
BEGIN：涙そうそう
D.アロミア＝ロブレス：コンドルは飛んでいく ほか

※申込不要
［企画･制作］（公財）静岡市文化振興財団
［主催］静岡市

16:20 〜 17:00
JR静岡駅北口地下広場イベントスペース
中嶋めぐみ（フルート）、長房泉（オーボエ）、
斎藤樹里（ハープ）
G.ビゼー：
《アルルの女》よりメヌエット
E.d.カプア：カンツォーネ〈オー ･ソレ･ミオ〉（私の太陽）
いずみたく：見上げてごらん夜空の星を ほか

※申込不要
［企画･制作］静岡交響楽団
［主催］静岡市

※都合により内容を変更する場合があります。 ※ホール内での飲食、許可のない写真撮影、録音、録画は固くお断りいたします ※「モーツァルト 名曲の夕べ」、「パイプオルガン、やってるよ
♪」、
「はじめてのAOI」以外では、9階へはご入場いただけません。 ※施設内は禁煙です。 ※施設内でのご飲食は7階自販機コーナーまたは8階バーカウンターでお願いいたします。 ※託児サー
ビスはありません。 ※クロークは「モーツァルト 名曲の夕べ」、「パイプオルガン、やってるよ♪」にご来場の際、ご利用いただけます。
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※都合により内容を変更する場合があります。

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。

8月

主 …主催 問 …お問合せ

3
6
7
17
18

AOIのオープン・デイ2019
土

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

無料
（一部要申込）

第14期ピアニストのためのアンサンブル講座（第1回） 実技レッスン
火

ホール

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

13:20〜19:30 聴講
一般：1,000円、会員・22歳以下：無料
※未就学児はご入場いただけません

第14期ピアニストのためのアンサンブル講座（第2回） 講義・実技レッスン
水

講堂

土

ホール

（13:00）13:30〜16:30

主 オペラ・ディ・ファミーユ
問 090-6085-7090

3,300円

第29回グレンツェンピアノコンクール静岡予選
日

23 金

ホール

（10:00）10:30〜21:00

予定

オルガン￥500コンサート
ホール

（11:00）11:30

主 グレンツェンピアノ研究会
問 0995-22-4158

無料
（どなたでも）

夏休みコンサート

※12:30終演予定

全自由500円

中野ひかり
※3歳未満はご入場いただけません

（18:30）19:00 全自由3,000円、
会員2,700円、
22歳以下1,000円
※未就学児はご入場いただけません

大谷大学公開講演会「人が育つということ－地域でともに育つ」
土

主 静岡音楽館AOI

第19回 静岡音楽館AOI コンサート企画募集事業 今田篤・兼重稔宏 ピアノデュオ・リサイタル
ホール

講堂

（13:30）14:00〜16:00

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

10:00〜19:30 聴講
一般・会員：1,000円、22歳以下：無料
※未就学児はご入場いただけません ※実技レッスンだけの場合、会員無料

コミック・オペラ「ミカド」

22 木

24

ホール・
10:00〜20:00
講堂ほか

問 054-251-2200

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

主 大谷大学同窓会静岡県支部

熊谷

問 054-641-2156

無料
（どなたでも）

企画募集事業について

イベ ン トレポ ー ト
静岡音楽館AOI

AOIでは静岡ゆかりの演奏家･演奏団体の活動を支援し、静岡の音楽

学芸員

関本 淑乃

文化が創造的に発展することを目的として、静岡音楽館AOIとの共同制

《われらがイエスの肢体》は全7曲から成り、各曲がコンチェルト－アリア
（2

作事業の企画を公募している。「企画募集事業」
というもので、企画が採

ないし3曲）
－コンチェルトのかたちをとる。一方、トリオ･ソナタはバロック･

択されると、AOIが主催するコンサートのひとつとして、AOIのノウハウを活か

ヴァイオリン、ヴィオラ･ダ･ガンバ、リュート、ポジティフ･オルガンの編成

し、採択者とAOIがいっしょにコンサートを創ってゆく。

で奏された。プログラムは前半に《われらがイエスの肢体》の4曲を置き、

2月16日
（土）
、第18回「企画募集事業」
として、
「われらがイエスの肢体

後半はトリオ･ソナタで始めたのち、
《われらがイエスの肢体》の残りの3曲を

～若きバッハが400km歩き追い求めたブクステフーデ最大の受難曲～」

配した。選曲はもちろんのこと、プロジェクターで字幕を投影したり、教会

がおこなわれた。出演者は歌手、器楽奏者総勢15名。歌手
（計5名）
は

での演奏の雰囲気を出すために本プログラムの前後にパイプオルガンの

静岡出身、器楽奏者
（計10名）
も静岡に縁のある人を中心としたメンバー

演奏を入れたりと非常に意欲的な公演で、企画者
（採択者）
自身も言って

によって構成され、ブクステフーデの《われらがイエスの肢体》
とトリオ･ソナ

いたとおり企画募集事業だからこそ実施できた公演だろう。

タというあまり演奏する機会のない作品を取り上げた。ブクステフーデはバ

なお、今年度の企画募集事業は8月23日
（金）
に
「今田篤･兼重稔宏

ロック時代の作曲家で、そのため、バロック･ヴァイオリン、ヴィオラ･ダ･ガ

ピアノ･デュオ･リサイタル」、2020年1月25日
（土）
に
「古典調律の世界～

ンバ、ヴィオローネ、リュート、ポジティフ･オルガンと言ったバロック音楽な

後藤友香理 ピアノ･リサイタル」の2公演を実施する。ぜひご注目いただき

らではの楽器が使われ、普段とはやや異なった響きでホールを満たした。

たい。

※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。

レクチャー & 試飲会「スコッチ・ウィスキーの魅力」

バレル・コレクションがスコットランドのグラスゴーにあることにちなんで、スコッチ・ウィスキーについてのレクチャーと試飲会を行います。
※未成年者のご参加はお断りさせていただきます。 ※飲酒運転は法律で固く禁じられております。ご来館の際は、公共交通機関をご利用ください。
※おひとり様に 1 本ミネラルウォーターがつきます。

日

時：9 月 21 日（土）17：00 － 19：00（開場 16：30）

※冒頭で当館学芸員によるスライドトーク（30 分）を行います。また、上記時間に展覧会鑑賞は含まれていません。
イベントチケット購入後、会期中お好きな時に ご鑑賞ください。

講 師：中村大航氏（ガイアフロー静岡蒸溜所代表）
会 場：静岡市美術館 多目的室
定 員：成人 40 名
参加料：3,000 円（チケット制・展覧会観覧券付き）※ 8 月 7 日（水）より当館受付にて販売（定員になり次第販売終了）

しずびチビッこプログラム

印象派への旅

海運王の夢

バレル・コレクション

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。
日 時：8 月 24 日（土）① 10:30 － 12:00 ② 14:00 － 15:30
会 場：静岡市美術館 ワークショップ室
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）
申込締切：8 月 8 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
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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
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）
8/24（土）、25（日）
10:00～12:00

9/28（土）、11/23（土）
14:00～16:00

絵画指南塾
～水彩画で風景を描こう～

心に残った風景を水彩画にしません
か？旅行先で撮影した写真などをお
持ちいただき描き方を学びます。初
心者の方もお気軽にご参加ください。

中学生以上15人

1人500円

静岡大学公開講座
「邦人作品の調べ」

教科書には載っていないピアノ曲や歌
曲をご紹介するとともに、明治から現
在までの洋楽受容の流れを辿っていき
ます。◆講師:服部慶子(教育学部講師)

200人

無料

サークル活動発表会、ダンスパーティー、カラオ
ケ発表会など、西部生涯学習センターを利用する
団体が日頃の成果を発表する祭りを実施します。

どなたでも

入場無料

ミニ能面作りと根付やアクセサ
リー等に加工する技術を体験
し、学びます。

中学生以上15人
（中学生保護者同伴）

1人1,200円

8/3(土)、14:00 ～・
申込順

30人

1人300円

8/7(水)、10:00 ～・
申込順

懐 かしのフォークソングコン
サートを開催します。

100人

無料

もともとは日本にいなかった生
き物・外来 生物について学び
ます。

小学生と保護者30人

無料

7/26(金)、10:00 ～・
申込順

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。

成人16人
(未就学児同伴不可)

1人1,500円

8/9(金)、14:00 ～・
申込順

赤ちゃんと楽しくスキンシッ
プを図りたいパパのためのベ
ビーマッサージ体験講座です。

生後2か月～ハイハイ
前の子とその父親
12組24人

1組800円

8/7(水)、10:00 ～・
申込順

12人(小学生以下
保護者同伴)

1人1,500円

8/13(火)、14:00 ～・
申込順

成人女性20人

1人800円

8/20(火)必着・年齢も
記入・1枚1人

8/30(金)、14:00 ～・
申込順

（全2回）

（全2回）

8/10(土)必着、1枚1人

生涯学習センター HP
からどうぞ。8/1(木) ～
9/10(火)・申込順

西部生涯学習センター
8/17（土）

10:00～16:00
ダンスパーティー18:00～20:00

西部センターまつり
（全1回）

8/18（日）

10:00～15:00

9/3〜11/19

ミニ能面作り

毎月第1・3火曜日
18:30～20:30

9/25（水）、10/23（水）、
11/27（水）
13:30～15:30

（全6回）

全国温泉物語
全国の温泉地にまつわる歴史
～温泉地の史話・巷談～ や巷談について学びます。
（全3回）

当日、直接会場へ

東部生涯学習センター
8/18（日）

フォークなひととき

12:30～16:00

（全1回）

8/23（金）

外来生物って
なんだろう？

10:00～11:00

9/6〜10/11

毎週金曜日、10:00～12:00

（全1回）

おもてなしの英会話
～実用編～
（全6回）

パパのための
ベビーマッサージ

9/7〜9/28

毎週土曜日、10:00～11:00

9/8（日）

13:00～16:00

9/10〜10/8

毎週火曜日、13:30～15:00

9/28（土）

10:00～11:30

（全4回）

オリンピックカラー (青・黄・黒・
駿河組紐体験
～五色の髪結い紐作り～ 緑・赤)の5色の糸を使って駿河
（全1回）

組紐の髪結い紐を作ります。

ゆるゆるストレッチと
体幹トレーニング

ストレッチ、体幹トレーニング、
血流改善セルフマッサージ等、
楽しく身体を動かします。

パクパクどうぶつを
つくってあそぼう！

おりがみでパクパク、パタパタ
するいろいろな動物を作りま
す。

5歳～小学生20人
(未就学児保護者同伴)

1人100円

プロの写真家からデジタル一
眼レフカメラの機能や操作を
学びます。

デジタル一眼レフカメ
ラをお持ちの成人
12人

1人1,000円

静 岡 市 の 浄 水 場 と 浄 化セン
ターを見学するツアーです。

成人20人

無料

（全5回）

（全1回）

当日、直接会場へ

北部生涯学習センター
9/15（日）、22（日）、29（日）
9:30～12:00

9/19（木）

9:30～16:00

デジタル一眼レフを
使いこなそう！
（全3回）

水はどこへ行く？
上下水道施設見学
（全1回）

8/19(月)必着・1枚1人

9/2(月)必着・1枚1人

藁科生涯学習センター
8/30〜9/27
毎週金曜日
10:00～12:00

8/30〜9/27
毎週金曜日
13:30～15:30

9/4〜25

毎週水曜日
14:00～16:00

9/7（土）

9:00～15:00
※雨天時は9/14(土)に延期

パソコン初級講座
基礎編

電源の入れ方から文字入力の方法など、パソ
コンの基本操作を学びます。Windows10を使
パソコン初心者12人
用します。※当館実施の基礎編・エクセル編
のうち、どちらか片方のみお申し込み頂けます。

1人1,000円

8/12(月)必着･年齢も
記入･1枚1人

パソコン初級講座
エクセル編

インターネット活用や収支報告書の作成な
どを学びます。Windows10を使用します。 パソコンの文字入力
ができる方12人
※当館実施の基礎編・エクセル編のうち、
どちらか片方のみお申し込み頂けます。

1人1,000円

8/12(月)必着･年齢も
記入･1枚1人

（全5回）

（全5回）

おとなの折り紙
ー古典から現代へー
（全4回）

わらしな牧場体験
（全1回）

「 おとなのたしなみ」 として、
時間をかけてじっくり楽しむ、
おりがみ講座です。

20人

1人1,500円

8/7(水)､ 14:00 ～・
申込順

大畑牧場（葵区杉尾）にて、牛の
餌やりやバター作りなどの畜産体
験をします。※藁科生涯学習セン
ター集合解散

20人(小学3年生以下
は保護者同伴)

1人1,500円

8/3(土)､ 10:00 ～・
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

西奈生涯学習センター（リンク西奈）
9/5〜10/31
隔週木曜日
10:00～12:00

9/10（火）、17（火）

首のすわった乳児と母親を対
骨盤調整
～ベビー抱っこダンス～ 象とした抱っこダンスの体験と

生後4 ～ 12か月までの
首のすわった乳児と
母親12組24人

1組2,000円

20人

無料

8/6(火)、10:00 ～・
申込順

16人

1人2,500円

8/13(火)、10:00 ～ ･
申込順

成人20人

無料

8/10(土)、10:00 ～・
申込順

南部生涯学習センターで活動する団
体による音楽や踊りの発表や、体験
や工作のコーナーを楽しめます。夜に
は社交ダンスパーティーがあります。

どなたでも

無料

静岡県の方言と文化について
学ぶ講座です。

30人

1人300円

8/1(木)、14:00 ～・
申込順

昆虫食は
必要となるか？
～食と生物多様性～

食糧や飼料として注目される
昆虫をきっかけに、日本や静
岡の環境や食文化、食の未来
を考えます。

中学生以上40人

無料

8/3(土)、14:00 ～・
申込順

みなみ
ウーマンカレッジ

「健康と身体づくり」をテーマ
に身体を動かすことを通して正
しい姿勢や手軽にできる運動
の方法などを学びます。

女性16人

1人1,500円

秋の親子で
リトミックあそび

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)

窓口申込

パソコン初級講座
基礎編

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

8/19(月)必着・年齢も
記入

パソコン初級講座
エクセル編

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

8/19(月)必着・年齢も
記入

季節の食材を使ってクッキーな
どの簡単なお菓子を作ります。

4歳～小学3年生まで
の子と祖父または祖
母18人(1組3人まで）

1人500円

8/25(日)、10:00 ～・
申込順

大里中学校特別支援学級の生徒と一
緒に、こんにゃく粉やこんにゃく芋
を使って、原材料の違いや地産地消
を学びながらこんにゃくを作ります。

成人14人

1人1,000円

8/7（水）10:00 〜・
申込順

65歳以上の方30人

無料

8/23(金)、10:00 ～・
申込順

成人12人

1人500円

8/6(火)、10:00 ～・
申込順

紙皿に布を貼って、オリジナル
のおやつ入れを作ります。

4 ～ 6歳の子と
その保護者10組20人

無料

8/17(土)、10:00 ～・
申込順

実用！
おもてなしの英会話

訪日外国人に静岡を紹介する
際に役立つ、簡単な英会話を
学びます。

英語初心者16人

1人1,500円

8/14(水)、10:00 ～・
申込順

美和地区の防災
～対策と応急処置～

自然災害への対策や被災時の
応急処置について、座学と実
践で学びます。

20人

無料

8/23(金)、10:00 ～・
申込順

（全5回）

西奈地域の防災対策
（全2回）

13:00～15:00

9/12〜10/24
隔週木曜日
10:00～12:00

9/14〜11/30

のおおむね隔週土曜日、
10:00～12:00

交流会を行います。

西奈地域の災害時の被害想定
や防災対策について学びます。

8/5(月)必着・参加者
全員の氏名、子どもの
生年月日も記入

パッチワークでランチョンマッ

はじめてのパッチワーク ト、ポーチなどを作る初心者
（全4回）

読み聞かせ
ボランティア育成講座
（全6回）

向けの講座です。
読 み聞かせの 効果や手法 等、
ボランティアとして活動する際
に必要な知識を学びます。

南部生涯学習センター
8/25（日）

なんぶフェスタ

発表会・体験・工作10:00～
15:00、ダンスパーティー
18:00～20:00

8/29（木）、9/5（木）、12（木）
13:30～15:30

8/31（土）

13:30～15:30

（全1回）

静岡の民俗学
静岡の方言と文化
（全3回）

（全1回）

9/13〜11/22

毎月第2、4金曜日
19:00～20:30

（全6回）

当日、直接会場へ

8/30(金)必着、1枚1人

長田生涯学習センター
9/3〜11/19

火曜日
① 9:45～10:30
②10:45～11:30

9/10〜10/8
毎週火曜日
10:00～12:00

9/10〜10/8
毎週火曜日
13:30～15:30

（各全11回）

（全5回）

（全5回）

じいじ・ばあばと
お菓子作り

9/15（日）

10:00～12:00

（全1回）

8/27(火)、
10:00 ～ 10:15

大里生涯学習センター
9/17(火)、10/8(火)、
11/5(火)
10:30〜13:00

9/18(水)

13:30～15:30

手作りを味わう
こんにゃく作り講座
（全3回）

高齢期に気になる排泄機能の

骨盤底筋のお家でできる こと、体操しながら学びましょ
トレーニング
う。骨盤底筋トレーニングを体
（全1回）

験できる高齢者向け講座です。

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）
9/3(火)

10:00～12:00

9/14(土)

10:00～11:30

9/18〜11/20

おおむね隔週水曜日
10:00～12:00

9/20(金)、27(金)
13:30～15:30

11

もしもの時！
役立つ防災クッキング
（全1回）

紙皿を使って
おやつ入れ作り
（全1回）

（全6回）

（全2回）

※都合により内容を変更する場合があります。

身近な防災 用品について考え、
非常時における防災クッキング
の方法について学びます。

日

時

講

座

名

内

容

対

象

会

費

申込方法

8/8(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）
9/5(木)、12(木)、19(木)、
13:30～15:30

防災片付けと
パッククッキング体験

防災・減災につながる家庭の
片付け術とパッククッキング(ポ
リ袋調理)も体験します。

18人

1人500円

食べて動いて温活
キレイ女子に！

身体を温めることについて、運
動と食の面からアプローチしま
す。

20 ～ 40代の女性
16人

1人1,500円

命を育てる
食育のはなし

こころとからだを育てるために
必要な食べることを、健康･食
育マスターより学びます。

3 ヶ月から2歳未満の
子とその保護者15組

1組500円

8/30(金)、13:00 ～ ･
申込順

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

8/2(金)、10:00 ～・
申込順

1歳以上～ 3歳未満
の子とその保護者
8組

1組3,500円

9/10(火)、10:00 ～・
申込順

（全3回）

9/14(土)、10/12(土)
10:00～12:00

11/9(土)

（全3回）

10:00～13:00

9/27(金)

10:00～11:30

（全1回）

静岡大学公開講座「愛おしさ
静大公開講座
から読み解くくだものの多様性
「ニホンナシの多様性」 ～園芸と民藝の融合～」ニホ
（全1回）
ンナシ編。

10/11(金)

14:00～16:30

未就園児向けのお料理教室で
す。お楽しみロールとゴロかぼ
スープ、さつまいも蒸しケーキ
などを作ります。

親子でお料理ごっこ
～秋～

10/15(火)、11/19(火)、
12/17(火)

（全3回）

10:30～12:00

生涯学習センター HP
からどうぞ
8/24(土)まで、年齢記
入

南部勤労者福祉センター
❖パソコン講座
日

①

19歳以上または勤労者
時

OS

会 費 ※テキスト代別途

ワード入門（全6回）

Win10

3,700円

9/12 10/10

はじめてのエクセル（全5回）

Win10

3,000円

9/11 10/16

エクセル入門（全6回）

Win10

3,700円

9/10 10/15

プレゼンテーション入門（全6回）

Win10

3,700円

9/12 10/31

Ａｃｃｅｓｓ入門（全8回）

Win10

5,600円

9/11～10/16

水曜日19：00～21：00

②

～
木曜日13：30～15：30

③

～
水曜日13：30～15：30

④

～
火曜日19：00～21：00

⑤

～
木曜日19：00～21：00

申込方法：

8/8（木）必着・年齢も記入・多数抽選

日

時

10：00～11：30

申込方法：

休講日

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

講座名

8/31（土）、9/7（土）

内

はじめてのデジタル一眼で
ステキ写真
（全2回）

容

対

一眼レフで上手に写真を撮る方法を学
びます。

象

持

物

会

デジタル一眼（ミラー
レスもＯＫ）、カメラ
の説明書（ある場合）、
筆記用具

成人15人

費

1,000円

8/7(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

8/9（金）

初心者対象
パソコン相談室⑨

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 5人

100円
（施設使用料）

8/23（金）

初心者対象
パソコン相談室⑩

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 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

8/2（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）

夏休みがやってくる！
葵生涯学習センター

主事補

村岡すみれ

夏休み、という響きはなんとなく特別な気持ちになる。社会に
出てからいわゆる
「夏休み」が無いからかもしれない。ここでい
う
「夏休み」
とは子ども時代に体験した特別な日々と私が定めた
期間のことである。
私が子供の頃は海の日は7月21日だったから、夏休みの始ま
りはおおよそこの前後であった。たくさん出た宿題のうち、学習
帳の類は最初のうちに終わらせて、毎日10時には近所の市営
プールで泳ぐ。午後には麦わら帽子を被り友人の家に遊びに行
き、夜は家の前で花火。神社で行われるお祭りに浴衣で出か
け、かき氷を買ってもらうのが楽しみだった。あの熱くて弾けるよ
うな夏の一日！ 自由研究は選択制だったので実はやったことが

無いのだけれど、朝顔を育てて観察日記をつけたり、家にあった
百科辞典を片っ端から読みふけったり、いくらでも自分のために時
間を使うことができた。両親は共働きであったため、昼間は兄と私
の二人しかいなかった、ということも夏休みが楽しかったと感じる
要因のひとつである。
今の子どもたちは、夏休みにどんなことをして過ごしているの
だろうか。私が子供の頃より豊かな時代になったと思っているが、
公園の遊びに制限がかかったり、習い事や塾に通ったりしている
子もいて、どれくらい自由に過ごしているか分からない。そんな中、
公共施設をはじめ、さまざまな場所で子どもを対象とした数々のイ
ベントを開催している。我々生涯学習センターも同様に地域の特
色を活かした講座、普段は体験できない講座など多くの講座を開
催している。あんまりたくさんあるので迷ってしまうかもしれないが、
どこに参加しようか選ぶのも楽しいのではないだろうか。どの講座
も夏休みの特別な一日になってくれたらいいと願っている。
※都合により内容を変更する場合があります。

12

13

14

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／10：00〜18：0（
0 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

7

15

水

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

そば処 志ほ川
50円引

8

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

10

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

12

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

14

駿河呑喰処 のっち
コース料理10％off
（要予約）

16

居酒屋 とんからり
おすすめ豚料理一品あげる☆

18

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

20

TEL.054-253-7641 静岡市葵区常磐町1-7-9
8：30～19：00（L.O.18:30）、土12：00〜19：00（L.O.18:30）、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
平日・土18：00～23：00、日18：00～22：00、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

ラッツァロッサ
10％off

22

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

24

GROW STOCK
フライドポテトプレゼント

26

TEL.054-205-8444 静岡市葵区人宿町1-3-12
18：00〜24：00、木曜日定休

TEL.054-293-9331 静岡市葵区紺屋町6-9 中ビル5F
17：0 0〜25：00、日曜日定休

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。

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
10:0 0〜最終受付18:0 0、火曜日定休

25

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

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

16：00〜23：30、土14：00〜23：30、日14：00〜20：30、月曜日・第2・5火曜日定休

23

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

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

静岡市葵区呉服町2-5-22 ソシアルカドデビル2F

21

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

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日）

TEL.054-281-6067 静岡市駿河区南町2-1
17：00～24：00、日曜日定休（月曜日が祝日の場合は営業、翌日休み）

19

こまちや化粧品店
粗品進呈

TEL.054-255 -7580 静岡市葵区黒金町38-1
17：00〜24：00 日曜日定休（月曜日が祝日の場合は営業、翌日休み）

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

地図に記載はありません。

TEL.054-282-7123 静岡市駿河区南町5-32
8：00～19：00、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

英会話スクール BEELINE
入会金50%off
（10,800円を5,400円に）

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

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
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
11：0 0～22：30、火曜日定休

11

三日月堂
500円以上お買上げのお客様は10％off
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

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
10:0 0～20:0 0、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

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
11：00～14：30、17：00～23：00

ワイン食堂 GAV
食事代10％off

地図に記載はありません。

TEL.054-204-2023 静岡市葵区人宿町2-6-3 パラダイスビル1F
15：0 0〜24：0 0、日曜日・第2月曜日定休

16

27

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

28

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

29

馬場製 菓合 名会 社
商品代金10％off

地図に記載はありません。

TEL.054-260-5203 静岡市葵区御幸町4-6 デンビル1F
11：00〜23：0 0

30

TEL.0120-528-225 静岡市葵区駿河町7-1
8：0 0〜18：0 0、日曜日・祝日定休、土曜日不定休

31

16:0 0～23:0 0、木曜日定休

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）

32

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

34

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

36

12
クラフトビール1杯目100円引き

TEL.054-204-2707 静岡市葵区紺屋町7-14
16:0 0～24:0 0、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
8:0 0～23:0 0

35

呑みや 闇よ棚
ビール１杯目を割引価格にて提供
静岡市葵区両替町1-6-10 M2ビル201

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

AOI BEER STAND
試飲グラスでビール1杯プレゼント

TEN ROSEs（テンローズ）
店内商品10％off

地図に記載はありません。

TEL.054-686-2520 静岡市葵区人宿町2-5-2 SOZOSYAキネマ館1A
月〜土10:0 0～22:0 0、日・祝9:0 0～20:0 0

TEL.054-202-8621 静岡市駿河区南町10-12 オラシオン南町1F
17:0 0～24:00、日曜日定休

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
12:00～22:0 0、日曜日定休 夏季休暇
（8月）、冬期休暇
（1月）有

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・7:0 0～23:0 0 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

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）

11：00～15：30（L.O.15:00）
17：00〜21：30（L.O.20:50）

：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）
、

TEL.054-289-6414

葵タワー

日･祝18：00〜23：30（L.O.23：00）
静岡市葵区紺屋町17-1

ポーラ ザ ビューティ
45 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

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

10：00〜19：00（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

11:00～15:00
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

※1月1日、火曜日定休

全品5％off

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

TEL.054-254-6144

英会話無料体験レッスン1回
（2019年6月12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

◎事務局（TEL.054-255-4746）

◎静岡科学館る･く･る
（TEL.054-284-6960）

17

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。
◎静岡音楽館AOI（TEL.054-251-2200）

◎静岡市美術館（TEL.054-273-1515）
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