エドガー・ドガ《リハーサル》1874 年頃

油彩・カンヴァス

バレル・コレクション

©CSG CIC Glasgow Museums Collection

講演会「交流する絵画：前期印象派から印象派へ」
日 時：９月 7 日（土）14：00 － 15：30（開場 13：30）
講 師：千足伸行氏（成城大学名誉教授・広島県立美術館館長）
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。8 月 22 日（木）必着
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。

しずびオープンアトリエ
日

時：8 月 9 日（金）－ 8 月 18 日（日）
① 13：30 － ② 15：00 －（各回約 1 時間）
会 場：静岡市美術館 ワークショップ室
参加料：200 円（受付でチケットご購入の上、ワークショップ室へ）
対 象：小学生以上 各回 15 名（申込不要・先着順）
※未就学児は保護者同伴であれば参加可（2 人で 1 作品）
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※都合により内容を変更する場合があります。

当館学芸員によるギャラリートーク
日

時：8 月 25 日（日）、10 月 13 日（日）
いずれも 14：00 －（各回 40 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）

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。

ギュスターヴ・クールベ
《 マドモワゼル・オーブ・ドゥ・ラ・オルド》
1865 年 油彩・カンヴァス バレル・コレクション
© CSG CIC Glasgow Museums Collection
ウジェーヌ・ブーダン
《ドーヴィル、波止場》
1891 年 油彩・板 バレル・コレクション
©CSG CIC Glasgow Museums Collection

フィンセント・ファン・ゴッホ《アレクサンダー・リードの肖像》
1887 年 油彩・板 ケルヴィングローヴ美術博物館
©CSG CIC Glasgow Museums Collection

ピエール・オーギュスト・ルノワール《画家の庭》
1903 年頃 油彩・カンヴァス ケルヴィングローヴ美術博物館
©CSG CIC Glasgow Museums Collection

ポール・セザンヌ《エトワール山稜とピロン・デュ・ロワ峰》
1878-79 年 油彩・カンヴァス ケルヴィングローヴ美術博物館
© CSG CIC Glasgow Museums Collection

サミュエル・ジョン・ペプロー《バラ》
1900-05 年頃 油彩・カンヴァス バレル・コレクション
©CSG CIC Glasgow Museums Collection

海運王のコレクション、すべてが日本初公開！
静岡市美術館

学芸員

伊藤 鮎

英国、スコットランド最大の都市グラスゴーにあるバレル・コレ
クションは、船舶の売買で大成功し「海運王」
と称されたウィリア
ム・バレル
（1861-1958）が築いたコレクションからなる美術館で
す。バレル・コレクションは時代や地域、ジャンルが多岐にわた
るのが特徴ですが、本展ではそのなかから19世紀のフランス絵
画、
オランダのハーグ派、
「グラスゴー・ボーイズ」や「スコティッシュ・
カラリスト」
といったスコットランドの画家など絵画作品をご紹介し
ます。室内の風景や街中の人々の姿、海を描いた作品など、
落ち着いた雰囲気の作品を眺めていると、バレルが好んだ作風
というのが見えてきます。もし自分だったらどの作品を家に飾ろう
か、そんな視点で作品を眺めてみるのも良いかもしれません。
バレル・コレクションのなかでも特に大事にされてきた印象派

の画家ドガの《リハーサル》は必見です。練習に励むダンサーたち
を覗き見るようなひっそりとした空気が流れていますが、その構図
は大胆です。また本展では、ファン・ゴッホが描いた画商アレクサ
ンダー・リードの肖像が、同じくグラスゴーにあるケルヴィングローヴ
美術博物館より出品されます。バレルはこのリードの他、何人か
の画商から作品を購入することで、フランスやオランダの文化に触
れていました。
バレルがグラスゴー市へ作品を寄贈する際、
「 大気汚染の影響
が少ない郊外に作品を展示すること」
「国外に持ち出さないこと」
が条件だったため、この世界屈指のコレクションは永らく現地でし
か見ることができませんでした。その門外不出のコレクションが、
同館の改装に伴い海を渡って初来日を果たします。スコットランド
議会の承認を経て海外への貸出が可能となったのですが、当初
バレルが提示した条件は、海で荷物を運ぶことの恐ろしさを熟知
していた海運王ならではのリスク回避と言えるでしょう
（バレル卿、
今回は空路で大事に輸送されるので、ご安心ください！）。
※都合により内容を変更する場合があります。
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新作オリジナル舞台公演
世界レベルの静岡戦後史「第五福竜丸事件」を題材に !
ラウドヒル計画 男性精鋭舞台チームが紡ぐ、約束の物語を君に !!

日

時

・10月6日（日）
10月5日（土）
両日とも 13:00開演

出

演

会

場

料

金

※開場は開演の30分前

エイトビート 大井理弘 大石樹 岡野鷹也 金森恭平 勝呂達基
登澤祐吾 豊福孝之 長島弘志
（オープニングアクト）
演劇力向上ワークショップ2019 フレッシュビギナークラス
ファンキーノーボーダークラス
静岡市民文化会館

中ホール

舞台上特設会場

前売（税込、全席自由）
一般1,500円 学生
（大学生、高校生以下）
・小人1,000円
※当日券も同額

チケット取り扱い

17:00開演

※3歳以下膝上鑑賞無料

静岡市民文化会館

054-251-3751

再演決定!!
イメージイラスト：yazwo

日

時

・3日（日・祝）
11月2日（土）
両日とも 13:00開演

イメージイラスト：yazwo

出

演

会

場

料

金

チケット取り扱い

17:00開演

※開場は開演の30分前

ハイポジション Season3
朝香里紗 安藤紗織 粥川あやか 河住沙紀 北原希実子 木下優香
小泉早紀 坂内沙紀 鈴木真子 中田百奈美 夏目真帆 西海裕代
古屋ひかる 藤森杏菜 堀住菜月 山本彩莉
（オープニングアクト）
演劇力向上ワークショップ2019 フォーエバードリーマークラス
ファンキーノーボーダークラス
静岡市民文化会館 中ホール 舞台上特設会場
前売（税込、全席自由） 一般1,500円
学生（大学生、高校生以下）
・小人1,000円
※当日券も同額

※3歳以下膝上鑑賞無料

静岡市民文化会館

054-251-3751
主催：静岡市／令和元年度 文化庁国際文化芸術発信拠点形成事業

―あらゆる人々が文化芸術活動に参加できる環境づくり―
静岡市民文化会館

小澤 拓真

2009年から活動を続けるダンスチーム
「ハンドルズ」。ダンス
集団コンドルズ主宰-近藤良平さんと埼玉県内の障がいをお持ち
の皆さんがワークショップを経て結成しました。チーム名は、半
分コンドルズ
（コンドルズを目指すがまだまだ未熟）、ハンディキャッ
プ、車いすのハンドリング
（操作）
に由来します。
この静岡公演「君
となら なんか変われる 気がするの」を1月20日
（日）
に当館で上
演しました。舞台は出演者の個性を生かした一発芸やコントを
織り交ぜた笑いあり、涙ありのあっという間の90分。自由に、楽
しく、生命力あふれ、鑑賞した人たちに元気を与えてくれました。
アンケートには、
「表現力、生命力を力強く感じた」、
「涙してしまっ
た。笑って楽しく生活することの大切さを感じた」、
「 心のどこか
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※都合により内容を変更する場合があります。

で
『わからない』
『 少し怖い』
と思っていたが、全身を使って作られ
た作品に感動した」等の感想が寄せられました。
この公演は静岡市「まちは劇場」推進事業の一環として、あら
ゆる人々が文化芸術活動に参加できる環境を目指すキックオフ事
業です。当館が、静岡完全オリジナルの舞台作品を市民の方と
継続的に創作・発信してきた「ラウドヒル計画」ではいま、この取
り組みと連携し、プロジェクトの第2のステップとして「演劇力向上
ワークショップ」を展開しています。今期はここに初めて、障がい
のある方を募るコースを設けました。10月5日
（土）、6日
（日）
「FIVE
STAR 」、11月2日
（土）、3日
（日）
「Shine a Light」再演、この両公
演のオープニングアクトとして本番舞台に立ちます。ハンドルズの
皆さんが創造性に満ちたステージを見せてくれたように、今回の
ワークショップを通じてハンディキャップの有無に関係なく、障がい
のある方と健常者が一緒になって個々の持ち味あふれるパフォー
マンスを公演で披露してくれるはずです。

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。

9月
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主 …主催 問 …お問合せ

遊助 TOUR 2019

日

3

火

4

水

7

土

大ホール （17:00）18:00～20:00

主 サンデーフォークプロモーション
問 054-284-9999

指定席：6,980円

小林旭プレミアムコンサート

主 株式会社夢グループ

中ホール （13:00）13:30～15:00 指定席：前売PS席7,344円、前売SS席6,264円、当日PS席8,640円、当日SS席7,344円

夢スター歌謡祭

歌とコメディー !

主 株式会社夢グループ

中ホール （12:30）13:00～15:00 指定席：前売PS席7,344円、前売SS席6,264円、当日PS席8,640円、当日SS席7,344円

「生きる！を支える」市民講演会
中ホール （13:00）13:30～15:30

こころが楽になる生き方のコツ

無料

大ホール （14:00）
14:30～16:45 （17:30）
18:00～20:15

指定席：S席7,000円、
A席5,000円

天童よしみコンサート2019

13 金

静岡市断酒会

指定席:7,560円

結成55周年記念大会

中ホール （10:00）12:30～15:30

大ホール （14:30）15:00～17:00

大ホール （17:00）18:00～20:00

第40回

22 日

夢スター歌謡祭

25 水
〜

29 日

主 株式会社夢グループ

9/26（12:30）13:00～15:40

会員のみ

問 0570-064-724

主 NPO法人

静岡市民劇場

問 054-253-6839

主 静岡市動物慰霊祭実行委員会
問 054-278-6409

静岡市動物指導センター

無料

詩吟朗詠錦城流 （一社）詩吟朗詠錦城会

中ホール （10:30）11:00～17:00

主 サンデーフォークプロモーション

問 054-285-6091

無料

静岡市動物慰霊祭

令和元年度

山崎 健司

主 青沙会

森昌子㊗還暦コンサート

大ホール （13:00）13:30～15:00

ビッグプロモーション

問 054-284-9999

指定席：7,500円

中ホール 9/25（18:00）18:30～21:10

問 0537-22-6158

主 サンデーフォークプロモーション

静岡市民劇場第420回例会 文学座『再びこの地を踏まず―異説・野口英世物語―』鑑賞会
第47回

29 日

株式会社静岡企画

問 054-284-9999

指定席：5,800円

大ホール （17:30）18:00～20:00 指定席：前売PS席7,344円、前売SS席6,264円、当日PS席8,640円、当日SS席7,344円

25 水 26 木

問 054-252-2636

実行委員長

青沙の会作品発表会

中ホール （12:30）13:00～15:30

主 演歌・歌謡曲の力実行委員会

問 054-272-1503

無料

Sphere 10th anniversary Live tour 2019

22 日

こころの健康センター

主 静岡市断酒会

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト コンサートツアー2019 女神たちの饗宴

16 月 祝

主 静岡市役所

主 アイエス／ビッグプロモーション

大ホール （13:00）13:30～15:40 （17:00）17:30～19:40

15 日

問 0570-064-724

問 054-262-3011

第二回演歌・歌謡曲の祭典in静岡 演歌・歌謡曲＆ご当地ソングでふるさとを元気にしよう !

10 火

問 0570-064-724

自由席：2,000円

全国大会

主 一般社団法人

詩吟朗詠錦城会
土師 城皓

問 03-5484-3301

展示室 A・B・C

6

〜
金

14 土

8

日

静岡県書道連盟主催公募展

主 静岡県書道連盟

A・B・C展示室 10:00～17:00 最終日は15:00まで 無料

Ikenobo花の甲子園2019

静岡県大会

A展示室 （12:00）13:00～16:00 無料

問 053-436-6623

公募展事務局

吉水大泉

主 一般財団法人池坊華道会
問 075-231-4922

一般財団法人池坊華道会
「Ikenobo花の甲子園2019」係
※都合により内容を変更する場合があります。
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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
1995年のAOI開館以来、静岡の若手音楽家の登竜門として開催され、松谷卓など多くの演奏家を輩出している
オーディション合格者によるコンサート。今年も若き才能の登場を目の当たりにする。

9/14土

18:00 開演
（17:30 開場）
全自由￥1,800 [Pコード＝125-812] （静岡音楽館倶楽部会員￥1,620、22歳以下￥1,000）
出演・曲目

蘆澤奈津

蘆澤奈津（マリンバ）
岡本実佳（ソプラノ）
松下美有紀（ソプラノ）
宮田優 （メゾソプラノ）
浅野華 （ハープ）
鈴木穂波（チェロ）

岡本実佳

松下美有紀

宮田優

浅野華

鈴木穂波

末吉保雄：マリンバのための《ミラージュ》
V.ベッリーニ：歌劇《ノルマ》より〈清らかな女神よ〉
R.アーン：私の詩に翼があったら

F.プーランク：Cの橋

G.シャルパンティエ：歌劇《ルイーズ》より〈その日から〉

H.ヴォルフ：
《ゲーテの詩による歌曲集》より ミニョン〈知っていますか、
レモンの花咲く国〉ほか
E.ワルター＝キューネ：
《エフゲニー･オネーギン》の主題による幻想曲
P.I.チャイコフスキー：ロココ風の主題による変奏曲

op.33

川本嘉子（ヴィオラ）＆小山実稚恵（ピアノ）
デュオ･リサイタル

BEETHOVEN
PROJECT

ショパン国際ピアノコンクールとチャイコフスキー国際コンクールに入賞した唯一の日本人ピアニスト、小山実稚恵。
これまで数回に
わたりAOIに登場し、いずれもチケットは完売している。当館専属弦楽四重奏団AOI･レジデンス･クヮルテットのメンバーとして毎年
来静し、聴衆を魅了し続けるヴィオラ奏者の川本嘉子とともに、お贈りする珠玉のデュオ･リサイタル。

9/26木
19:00 開演
（18:30 開場）
全指定￥4,000 [Pコード＝125-814]
（静岡音楽館倶楽部会員￥3,600、
22歳以下￥1,000）
出演
川本嘉子（ヴィオラ）
小山実稚恵（ピアノ）
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

5

※都合により内容を変更する場合があります。

トリトン･アーツ･ネットワーク 提供 ©大窪道治

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。

9月
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主 …主催 問 …お問合せ

第14回海野文葉門下生による音楽発表会ピアノ・リコーダー・オカリナ
日

ホール

（9:30）9:45～15:45

問 054-252-8453

無料
（どなたでも）

第14期ピアニストのためのアンサンブル講座（第3回） 実技レッスン
水

ホール

講堂
ホール

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

第24回「静岡の名手たち」オーディション合格者によるコンサート
土

ホール

（17:30）18:00 全自由1,800円、
会員1,620円、22歳以下1,000円
※未就学児はご入場いただけません

下嶋由紀門下生ピアノ発表会
日

講堂

（12:30）13:00～16:00

ホール

（12:30）13:00～15:40

22 日
23 月 祝
26 木
28 土
29 日

講堂

19:00～20:30

ホール

Vol.6

音楽舎
主 （株）
問 054-265-2930

一般2,500円、
高校生以下1,000円

主 音楽青葉会・静岡児童合唱団

（13:30）14:00～16:00 全自由 中学生以上2,000円、小学生以下無料（保護者同伴のこと）

川本嘉子（ヴィオラ）＆小山実稚恵（ピアノ） デュオ・リサイタル
ホール

（18:30）19:00 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。

静岡マンドリン愛好会
ホール

第45回定期演奏会

（17:45）18:30～20:30

一般1,000円、
学生500円

沢の会コンサート「ノスタルジア」
ホール

（13:30）14:00～16:00

1,000円

主 コンサート事務局

問 054-251-2200

2019音楽青葉会・静岡児童合唱団演奏会
ホール

問 054-251-2200

主 静岡音楽館AOI

無料
（要申込）

（13:30）14:00～16:00

主 静岡音楽館AOI

問 054-248-2455

5,400円

佐渡千春ピアノ・リサイタル

問 054-251-2200

問 054-281-4023

無料
（どなたでも）

サークル“この1曲”をとことん語る
水

主 静岡音楽館AOI

主 下嶋音楽ピアノ教室

オペラ「蝶々夫人」プッチーニ作曲チャリティーコンサートVol.20
月 祝

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

13:30～19:30 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4回） 講義・実技レッスン
木

主 海野

問 054-252-6514

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

主 静岡マンドリン愛好会事務局
問 080-3635-1972

主 八木
問 054-629-0627

※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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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！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）

※出演者は都合により変更になる場合がございます。

お問合せ : 静岡市清水文化会館マリナートTEL054-353-8885（9：00〜22：00月曜休）

清水銀座商店街公演

10月12日（土）

清水テルサ公演

全席自由
（各回）
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⁚ 昼 三遊亭萬橘､昔昔亭A太郎､瀧川鯉八､立川吉笑
夜 三遊亭遊雀､桂伸三､三遊亭小笑､春風亭昇吾

エスパルスドリームプラザ公演

10月13日（日）

10月13日（日）

全席自由
（一般）
1,500円
（小学生～高校生）
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、春風亭柳若、三増紋之助（曲独楽）
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!!
全席指定
（各回）
Ｓ席 5,800円
Ａ席 4,800円
Ｂ席 3,000円

マリナート公演

全席自由
3,500円
（１ドリンク付）

10月14日（月・祝）

開 場⁚17:30（開場16:45）
会 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、立川生志、春風亭百栄、桃月庵白酒、春風亭昇也

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、桂宮治

ウィーン＝ベルリン ブラス・クインテット

ウィーン＆ベルリン・フィル。世界最高峰オーケストラのトップ奏者による夢のコンサート！
ウィーン・フィルからはイェプストル
（ホルン）
とガール
（トロンボーン）、ベルリン・フィルからはタルケヴィ
（トランペット）、
イェル
（トランペット）
とプットカマー
（テューバ）
がオーケストラの垣根を越えて集結！

9月23日（月・祝）開演15:00（開場14:30）

会 場⁚静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
入場料⁚Ｓ席（一般）
３，
５００円、
（学生）
２，
０００円 Ａ席（一般）
２，
５００円、
（学生）
１，
５００円
＜チケット取り扱い＞ チケット発売中！

※学生は大学生以下、未就学児入場不可

・マリナート窓口、web、電話 054-353-8885
・チケットぴあ 0570-02-9999（Pコード：154-279）
・ローソンチケット 0570-084-004（Lコード：42847）

Wien Berlin Brass Quintett

お問合せ : 静岡市清水文化会館マリナートTEL054-353-8885（9：00〜22：00月曜休）

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
今年も「マリナートBRASSカップ」が6月1日（土）に開催されました。この
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静岡市清水文化会館マリナート

岩科 直子

を多くみました。そして、演奏後の司会者からの感想の問いに「この時期に、

事業は静岡市の吹奏楽の裾野拡大とレベルアップを目的に、演奏技術向上・

この会場でお客さんを前にして演奏することができて良かった。」というコメン

研鑽の場として立ち上げられたもので、今回で5回目となります。マリナート

トをする学生が多くいたのも当然のことだと頷けます。 高校生はそれに加え

BRASSカップは、中学校・高校と区別せず一律に審査を行うことが大きな特

て、夏の大会までの課題も把握し、翌日以降の練習内容についてまでコメン

徴です。これは多くの吹奏楽イベントの中でも珍しく、当初は賛否さまざまな

トをしているのが印象的でした。

意見が挙がったそうです。 私もこの事業に初めて携わった時に非常に驚きま

運営の面について触れると、実は諸事情により例年までとは運営方法を一

したから、多くの意見が交わされたことは想像に難くありません。5回目を迎

部変更しなければいけない状況であったのです。そのため、舞台裏では例年

えたいま、このBRASSカップの審査では、相対的な順位ではなく現時点で

とは違った緊張感がありました。どのような事情であれ、円滑に舞台進行を

の演奏に対する絶対評価であることや、審査員全員の総評が出場校ごと出さ

するのが当然です。 出場校にとっては演奏だけではなく、舞台上の出捌け、

れるため、夏前に課題を認識できるとして、受け入れられていると感じていま

楽器の搬出入も含めて、夏の大会の動きを想定しているのですから、なるべ

す。 そのため、多くの出場校がBRASSカップの位置づけを夏に開催される

く同じような流れで行うことを求められました。地元吹奏楽関係者の方々のご

吹奏楽コンクールの
“前哨戦”
と捉えてくださっています。しかも今年に関して

協力により、最後まで順調に進み、終演後は舞台裏も笑顔であふれていまし

は、中学校の中部地区大会会場がここマリナート。 中学生にとってはまさに

た。舞台裏での協力いただけることは、本当に有難いことです。今後も関係

文字通り前哨戦です。舞台袖で順番を待っている時に、
「 大会の会場なんだよ

者の方々と協同し、この事業がここ清水からより吹奏楽を盛り上げていく一助

ね。」
「 そうそう！」と出演前で緊張しながらもこのような会話をしている中学生

になると幸いです。

※都合により内容を変更する場合があります。

静岡市清水文化会館マリナート
〒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。

9月
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主 …主催 問 …お問合せ

日
水

7

土

8

日

8

日

14 土
15 日
16 月 祝
18 水
19 木
21 土
21 土
22 日
22 日
23 月 祝
23 月 祝
26 木
28 土
28 土

マンドリンアンサンブルのつどい
小ホール （13:00）13:30～15:40

自由席

主 静岡マンドリン協会

無料

渡米45周年記念「大野俊三 ジャパン・ツアー」
ジーン・ジャクソン（ドラム） 野力奏一（ピアノ） 古木佳祐（ベース）
大ホール （18:00）18:30～20:30

しまじろうコンサート

指定席

S席5,800円

主 MIN-ONインフォメーションセンター
問 03-3226-9999

A席5,300円

とびだせ！ワクワクぼうけんランド

主 ベネッセコーポレーション

①（10:00）10:30 ②（13:00）13:30 ③（15:40）16:10
大ホール
指定席 会館特別価格3,000円 一般価格3,120円 こどもチャレンジ価格2,880円

第15回みんなのコンサート 「庵原パートⅡ」
大ホール （13:30）14:00～16:00

自由席

一般2,000円

第8回倉島ピアノ教室発表会
小ホール （13:15）13:30～16:30

yosu

LIVE

ムジカ・ブリューメ

問 054-346-7680

S席5,400円

自由席

主 ムジカ・ブリューメ
問 054-352-0561

無料

主 アルコ・アート

自由席

2019年度清水西高等学校

大人1,500円

関係者のみ

大ホール （18:00）18:30～21:00

会員のみ

清水市民劇場第306回例会

音民ウインドアンサンブル

自由席

無料

大ホール （12:50）13:30～16:00

自由席

前売1,000円

小ホール （13:00）13:30～16:00

自由席

無料

清水ウィンドオーケストラ

OTO-BEAT

2019

サマーコンサート

小ホール （12:30）13:00～16:00

柳家三三

自由席

親子会

主 音民ウインドアンサンブル

（神戸）
問 080-5548-9306

（清水）
問 090-3952-9183

第14回定期演奏会

学生2,000円

問 054-351-8191

主 清水ウィンドオーケストラ

当日1,100円

主 草薙マンドリンアンサンブル
問 054-364-6162

ブラス・クインテット

S席 一般3,500円

主 清水市民劇場

問 054-353-6700

第32回定期演奏会

草薙マンドリンアンサンブル

静岡交響楽団

問 054-352-2225

主 しみずかがやき塾

第8回定期演奏会

小ホール （18:00）18:30～20:30

大ホール 19:00

主 静岡県立清水西高等学校

第4回講座

会員のみ

ウイーン＝ベルリン

小学生以下1,000円

文学座公演「再びこの地を踏まず」

しみずかがやき塾

文化、芸術の橋

（山内）
問 090-4199-0517

1・2年生保護者会

小ホール （18:00）18:15～20:45

柳家小三治

問 054-284-9999

A席4,320円

第3回定期演奏会

大ホール （13:30）14:00～15:30

大ホール 15:00

問 054-352-8563

無料

歌う海賊団ッ！コンサート

大ホール （12:30）13:30

主 みんなのコンサート実行委員会

中学生以下800円

主 サンデーフォークプロモーション

指定席

小ホール （13:30）14:00～15:45

第25期

0120-988-883（9:00～21:00）

主 倉島ピアノ教室

自由席

2019

小ホール （16:00）17:00

問 しまじろうコンサートお客様窓口

主 静岡市清水文化会館マリナート

A席 一般2,500円

学生1,500円

問 054-353-8885
主 水本みゆき

無料

赤堀理恵

主 サンライズプロモーション東京
問 0570-00-3337

指定席 5,000円

第88回定期演奏会

（13:00）14:00～16:00 指定席
大ホール 前売 A席4,500円 B席3,500円
当日 A席5,000円 B席4,000円

うた歌唄の発表会

主 特定非営利活動法人 静岡交響楽団

B席学生1,500円
B席学生1,500円

問 054-203-6578

主 齊藤

小ホール （13:00）13:30～15:30

自由席

問 090-4191-1723

無料

ギャラリー A・B・C・D
〜

25 水 29 日

第29回清水区絵画クラブ合同習作展
全面

9：00～17：00

初日12:00～

最終日～16:00

無料

主 清水絵画クラブ合同習作展実行委員会
問 090-4867-1690

※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）
臨時休館日：9月3日
（火）、4日
（水）、10日
（火）、18日
（水）

《申込不要・どなたでも参加できるイベント》

テーブルサイエンス

磁石っておもしろい！
9/

7

8

土

日

16 月 祝

スタッフとお話しながら目の前で実験を見て、科学のふしぎや
楽しさをみつけよう！ 今回のテーマは「磁石」。くっついたり、
離れたり。磁石を使ってできるちょっとふしぎな実験をします。

時間：①12:00、②13:00、③14:00、④15:00（各回20分程度）
会場：8階 体験ステージ

すごいぞ！静岡

ばねってなんだろう？

9/

14

土

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：遠州スプリング有限会社

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。
身近なところで使われている
「ばね」の歴史や性質を学ぼう！
ボールペンを使って、ばねがどのように使われているか、
性能の違いを体験します。

わくわく科学工作

レンズ＆ピンホール！よくばり箱カメラ
9/

15

日

29 日

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ます。
今回は、カメラの元祖「ピンホールカメラ」をつくります。

時間：13:00 ～ 15:30受付
会場：8階 ワークショップスペース

サイエンスショー

光と影のワンダーランド
9/

22 日 23 月 祝

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！
今回のテーマは「光」。光を使って科学遊びを楽しもう！

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

科学茶房

《事前申込が必要なイベント》

火山×素粒子カフェ「火山を透視する！？」
9/

8

日

もし火山をレントゲンみたいに透視して見ることができたら噴火の予知もできる！
？
私たちの周りを飛び交っている素粒子ミュオンを使って、夢のような技術を実現し
てしまった田中先生。ミュオグラフィと呼ばれるこの技術を使って分かってきた火
山の内部の様子とこれからについて紹介してもらいます。

時間：13:00 ～ 15:00 会場：8階 創作ルーム
講師：東京大学地震研究所 教授 田中宏幸さん
定員：30人
申込方法：8/17（土）9:30 ～ 静岡科学館（054-284-6960）へ電話申込（申込順）
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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

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）

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）
10/8〜11/26

のおおむね隔週火曜日
10:00～11:30

10/11（金）

14:00～16:00

10/12～来年2/8
の土曜日
13:30～15:30

10/29～12/17

のおおむね隔週火曜日
19:00～20:30

ちゃんと知りたい。
こどもの発達障害
（全5回）

発達が気になる子の特性理解
と子育てのヒントを学びます。

レオナルド・ダ・ヴィンチ レオナルドの代表作と彼が残
した手稿（直筆ノート）につい
の絵画と手稿
（全1回）

発達の気になる子
（3歳～小学3年）の
保護者25人
※託児あり（1歳以上・
要予約・有料）

1人1,000円

9/10（火）
、10:00 ～・
申込順

30人

無料

9/27（金）
、10:00 ～・
申込順

て紹介します。

静大公開講座
「市民社会と法」

市民社 会をめぐる様々な法的な問題に
ついて、わかりやすく解 説します。第1
回 働き方 改革 その 後。第2回 国際
社 会 の諸 問 題と国 際 法。 第3回 中 国
相続法。第4回 相続法の改正。第5回
交通事故事犯と刑事法

各回30人

無料

9/2（月）
、9:00 ～・
申込順

英和大学公開講座

静岡英和学院大学による公開
講座を行います。

各回30人

無料

9/24（火）
、10:00 ～・
申込順

ドボジョと行く！
安倍川のヒミツ

安倍川橋の歴史、大正から現
在まで伝承、進化した技術を
学ぶウォーキング講座です。

成人20人

1人100円

9/6（金）
、10:00 ～・
申込順

本音で語ろう認知症！

地域包括支援センター、認知症
カフェの活動紹介と認知症の当事
者、介護者、支援者の座談会です。

成人40人

無料

9/4（水）
、10:00 ～・
申込順

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

9/27（金）
､ 11:00 ～ ･
申込順

プログラミング体験が初めての
子ども向け教室です。

小学3 ～ 6年生と
保護者 14組28人

1組500円

10/7（月）必着、年齢
と学年も記入･1枚1組

市内在住の
65歳以上の方 30人

無料

（全5回）

（全5回）

西部生涯学習センター
10/4（金）

9:30～12:00
雨天時10/11（金）

10/10（木）

（全1回）

（全1回）

13:30～15:30

10/18（金）、11/15（金）、
秋の親子お料理ごっこ
12/20（金）
（全3回）
10:30～12:00

10/27（日）

14:00～15:30

10/31（木）

13:30～15:30

子ども
プログラミング講座
（全1回）

転倒予防や認知症予防のため
転ばぬ先のちえ！
～転倒知らずで元気！長生き！ に日常生活で 気を付けること
（全1回）

を講義と実技で学びます。

9/9（月）8:30 ～、城東保
健福祉センターに申し込む。
電話番号054-249-3180
（平日8:30 ～ 17:00受付）

東部生涯学習センター
おいしく簡単！
防災食クッキング

カセットコンロで調理できる防
災食（パッククッキング）や防
災ミニ知識について学びます。

成人16人

1人500円

寿桂尼・黒木殿と
その時代

寿桂尼・黒木殿、2人の姉妹が生きた
今川政権の時代をたどります。※講
座2回目はゆかりの地を散策します。

成人30人

1人300円

紙の花の色が変わる
ヒミツを探ろう

魔法の液体で花の色を変えよ
う。身の回りにある液体の性
質を調べる実験をします。

5歳～小学生20人
（未就学児保護者同伴）

1人200円

9/13（金）
、14:00 ～・
申込順

静岡市の生物多様性と
外来生物について

生物多様性と外来生物をテー
マに市内の自然環境について
考えます。

30人

無料

9/18（水）
、14:00 ～・
申込順

音楽に合わせて親子でふれあ
い体操を楽しみます。

1 ～ 2歳の子と母親
10組20人

1組500円

9/16（月·祝）必着・
子どもの生年月日を
記入・1枚1組

どなたでも

無料

9/27（金）

19:00～21:00

（全1回）

10/18（金）、25（金）
10:00～11:30

10/19（土）

10:00～11:30

10/29（火）

10:00～12:00

（全2回）

（全1回）

（全1回）

9/4（水）
、14:00 ～・
申込順

9/25（水）必着

北部生涯学習センター
10/4～25

の毎週金曜日
13:30～14:30

10/5（土）

10:00～15:00

10/9～11/6
の毎週水曜日
10:00～12:00

10/9～11/6
の毎週水曜日
13:30～15:30

10/19（土）、26（土）
10:30～12:00

10/20（日）、27（日）
13:30～16:00

親子で楽しむ
はぐたっち体操
（全4回）

複数の団体による楽しい絵本
第3回
ほくぶおはなしフェスタ の読み聞かせや紙芝居を行い
（全1回）

ます。

当日、直接会場へ

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

9/20（金）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

9/20（金）必着・年齢
も記入・1枚1人

ALT（外国語指導助手）と交流
し、英語を学習します。

小学2 ～ 4年生30人

無料

9/21（土）
、10:00 ～・
申込順

小学5年生以上16人

1人500円

9/16（月·祝）必着・
1枚1人

（全5回）

（全5回）

英語体験
ALTとあそぼう
（全2回）

本格的な材料を使い、本物そっくりなスイー
スイーツデコで
メモスタンドを作ろう！ ツデコ作りに挑戦。作ったスイーツデコは、
（全2回）

メモスタンドにして家で使ってみよう！

※都合により内容を変更する場合があります。

10

日

時

講

座

名

内

容

対

象

会

費

申込方法

藁科生涯学習センター
味わう！学ぶ！
藁科のお茶

お茶の歴史や美味しい淹れ方
を学び、茶葉に触れたり飲み
比べを体験します。

型絵染で
年賀状をつくろう

静 岡 の 染 色 工 芸 家・芹 沢 銈
介氏 が 伝 えた技 法「 型 絵 染 」
で、年賀 状 作りにチャレンジ
します。

10/20（日）

13:30～15:30

（全1回）

10/30～11/20

の毎週水曜日
10:00～15:00
※1､4回目は10:00～12:00

（全4回）

20人

1人500円

9/15（日）
、14:00 ～・
申込順

成人12人

1人3,000円

9/18（水）
、10:00 ～・
申込順

3 〜 5歳の子と
保護者12組

1組500円

9/7（土）
、13:00 ～・
申込順

西奈生涯学習センター（リンク西奈）
9/29（日）、10/6（日）

絵本を読み進めながらストー

親子でバレエリトミック リーに合わせて、リズム遊び、

15:00～16:00

（全2回）

ストレッチ、 踊りなどを行 い
ます。

10/2～12/4

思春期子育て講座

思春 期の子どもとの関わり方
を様々な視点から学びます。

小中学生の
保護者20人
※託児あり（要予約）

1人1,000円

9/4（水）
、10:00 ～・
申込順

大人の自然観察会

長尾川河川敷と梶原山を歩き
ながら自然観察を行います。

成人20人

1人400円

9/7（土）
、10:00 ～・
申込順

様々な中華料理に挑戦します。

男性16人

1人2,000円

9/5（木）
、10:00 ～・
申込順

静 岡 音 楽 館AOIの 学 芸 員 が、
作曲家クロード・ドビュッシー
について解説する講演会です。

20人

無料

9/24（火）
、10:00 ～・
申込順

心肺機能の向上、きれいな姿
勢 作り、認 知症予防など、社
交ダンスで健康づくり、仲間づ
くりをしませんか？

男女各10人

1人500円

9/7（土）
、14:00 ～・
申込順

エコーでの脂肪肝測定と脂肪肝に
ついての講 義、内蔵 脂肪を溜め
ないための運動指導を行います。
※SBS静岡健康増進センター
(駿河区登呂)集合解散

どなたでも20人

無料

9/21（土）必着・
1枚1人

勤労者層を対象に、知ってい
るとこれからの人生設 計に役
立つお金についての知識を学
習する。

20 ～ 49歳の方20人

無料

9/7（土）
、10:00 ～・
申込順

3歳以上の子と
保護者20人

1人300円

9/21（土）
、10:00 ～・
申込順

の第1・3水曜日
10:00～11:30

10/5（土）、19（土）
10:00～12:00
※雨天時室内講義

（全5回）

（全2回）

10/13（日）、20（日）
27（日）

男の中華料理教室

10/29（火）

作曲家入門
クロード・ドビュッシー

（全3回）

の10:00～13:00

10:00～12:00

（全1回）

南部生涯学習センター
楽しく健康になる
社交ダンス入門

10/5～26

の毎週土曜日
14:00～16:00

10/5（土）

14：00～15：30

（全4回）

測ってみよう！
肝臓の脂肪2019
（全1回）

長田生涯学習センター
9/27（金）

19:00～21:00

10/12（土）

9:30～12:00

知って役立つ
お金の知識を学ぼう
（全1回）

用宗海岸でビーチコーミングをし、その

用宗でビーチコーミング 後、ビーチコーミングで拾った貝や流木
とクラフト体験
を使ってフォトフレームを制作する。
（全1回）

※用宗公民館（駿河区用宗4丁目）集合解散

大里生涯学習センター
9/28（土）、10/5（土）、12（土）
9:30～11:00

9/28～11/9
の隔週土曜日
10:00～12:00

懐かしい音楽に合わせて
ストレッチング

懐かしの音楽に合わせて皆で
ストレッチはいかが？楽しく身
体を動かしたい成人女性のた
めの体操教室です。

成人女性15人

1人1,000円

9/10（火）
、10:00 ～・
申込順

はじめての水彩画

水彩画と色彩に関する知識を
体験を通じて学ぶ、初心者向
けの講習会です。

16人

1人1,500円

9/6（金）
、10:00 ～・
申込順

未就学児と
保護者10組20人

1組1,000円

9/6（金）
、10:00 ～・
申込順

20人

無料

9/10（火）
、13:30 ～・
申込順

成人15人

1人1,000円

9/11（水）
、13:30 ～・
申込順

（全3回）

（全4回）

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）
10/1（火）、8（火）、15（火）
の10:00～11:00

10/1（火）

13:30～15:00

10/16～12/11
の隔週水曜日13:30～15:00

12/19（木）

9:30～11:00
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子どもの
ステキな写真の撮り方
（全3回）

普段使っているカメラで子ども
を可愛く撮る方法を学び、お
散歩写真や簡単な工作に挑戦
します。

消費税軽減税率制度に 10月から予定されている消費
税 軽減税率とは、どういうも
ついて学ぼう！
（全1回）

のなのか学びます。

「絵本専門士」の資格を持つア
心育む読みきかせ
ボランティア養成講座 ナウンサーから、声の出し方、
（全6回）

※都合により内容を変更する場合があります。

本の読み方などを学びます。

日

時

講

座

名

内

容

対

象

会

費

申込方法

健康文化交流館「来・て・こ」
（駿河生涯学習センター）
子どもとの関わり方について、具
体的なメソッドを中心に学びま
す。子育ての楽しみや悩みを親
同士が分かち合い、子育てへの
安心感を育むことを目指します。

笑顔で子育て！
のすすめ

10/2～30

の毎週水曜日
10:00～12:00

（全5回）

18歳未満の
子の保護者30人
※託児あり（有料）

1人1,000円

9/4（水）
、10:00 ～・
申込順

80人

無料

9/7（土）
、10:00 ～・
申込順

高校生以上30人

無料

9/2（月）
、10:00 ～・
申込順

ダンボールを使 用し、親子で
工作を行います。

4歳～小学3年生の
子と男性保護者20組

1組500円

9/9（月）
、13:00 ～・
申込順

季節に合わせた自然素材で手
仕事を楽しんでみませんか？

15人

1人2,000円

9/12（木）
、10:00 ～・
申込順

未婚の40 ～ 50代
15人

無料

9/14（土）
、10:00 ～・
申込順

3 ヶ月から2歳未満の
子と保護者
15組30人

1組500円

9/27（金）
、13:00 ～ ･
申込順

静岡室内楽フェスティバルが来

てこにやってくる。古川はるな
来・て・こ
ファミリーコンサート （フルート、リコーダー、篠笛）、

10/5（土）

13:30～（13:00開場）

（全1回）

10/7（月）、16（水）

深澤太一（ギター）によるファ
ミリーコンサートです。

少子高齢化、グローバル化に
常葉大公開講座
「現代社会を読み解く」 よる社会変容を、法律、経済、

18:30～20:30

10/26（土）

（全3回）

10:00～12:00

政治の分野から読み解きます。

パパと作ろう！
ダンボールのおうち

10/14（月·祝）
10:00～12:00

（全1回）

暮らしを楽しむ
季節の手しごと
～秋冬～

10/17（木）、11/21（木）、
12/19（木）
19:00～21:00

（全3回）

お一人様のライフプラン おひとり様を対象に老後資金
の必要額や運用、遺産相続に
貯蓄と遺産相続

10/19（土）

10:00～12:00

（全1回）

ついて知る機会を提供します。
親子のコミュニケーションにつ

親子のコミュニケーション いて交流分析士の話を基に考

10/25（金）

（全1回）

10:00～11:30

10/31（木）、
11/7（木）、21（木）
10:00～12:00

えてみましょう。

ねんねちゃんの
ベビマ&ママ体操
～秋～

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♪

乳児と母親
10組20人
※子の年齢は2019年
10月1日時点で
6か月以内

1組1,500円

9/19（木）必着・子の
名前と月齢も記入

静大公開講座
「リンゴの多様性」

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～」リン
ゴ編

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

9/6（金）
、10:00 ～・
申込順

（全3回）

11/22（金）

14:00～16:30

（全1回）

南部勤労者福祉センター
❖パソコン講座
日

19歳以上または勤労者

パソコン講座

10/14 12/9

ワード中級（全8回）

10/18 12/6

エクセル中級（全8回）

①

～
月曜日19：00～21：00

②

～
金曜日19：00～21：00

申込方法：

9/9（月）必着・年齢も記入・多数抽選

❖フィットネス講座
日

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

19歳以上の健康な人

休講日

OS

会 費 ※テキスト代別途

11/4(月・休)

Win10

4,800円

Win10

4,800円

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

各30人

時

コース

休講日

会 費 ※施設使用料別途

10/14～12/16

ズンバ月曜（全10回）

3,500円

10/10～12/12

入門ヨガ木曜（全10回）

3,500円

10/8～12/10

ヨガ火曜（全10回）

3,500円

10/11～12/20

ヨガ金曜（全10回）

10/10～12/12

入門エアロ木曜（全10回）

10/12～12/21

初級エアロ土曜（全10回）

10/9～12/11

中級エアロ水曜（全10回）

月曜日19：30～20：30
木曜日13：30～14：30
火曜日19：30～20：30
金曜日19：30～20：30
木曜日19：30～20：30
土曜日10：30～11：30
水曜日19：30～20：30

申込方法：

9/10（火）必着・年齢も記入・多数抽選

日

時

コース

12/6（金）

3,500円
2,000円

12/14（土）

2,000円
2,000円

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

内

容

対

象

会

費

9/13（金）

初心者対象
パソコン相談室⑪

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）

9/27（金）

初心者対象
パソコン相談室⑫

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

時

②14:45～15:45

②14:45～15:45

9/6（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）

※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／10：00～18：00
（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

9月

2

入場無料

月

8

主 …主催

10:00〜17:00（初日13:00〜、
最終日16:00まで） 無料

みわ彩
054-271-0360

18

水

10:00〜17:00（初日13:00〜、
最終日16:00まで） 無料

芹沢銈介美術館友の会
050-3440-1724 本間

25 水 29 日

くもん池田西書写教室
中原草波と仲間たち展

第１・２・３展示室

10:00〜17:00（最終日15:00
まで） 無料
主
問

問

日本醉墨会
054-346-0002

くもん池田西書写教室
054-262-0405 中原

水

主
問

令和元年墨筆の会
紅雪書道塾門下生展

第３・５展示室

10:00〜17:00（初日13:00〜、
最終日16:00まで） 無料

清水教室
054-259-1613

鈴木

30 月 6

日

問

10:00〜17:00（初日13:00〜、
最終日16:00まで） 無料
主

10/

火

10/

6

日

10

火

16

月祝

第１・２展示室

10:00〜17:00（初日13:00〜、
最終日15:00まで） 無料
主
問

全日本年金者組合静岡支部
054-247-1606 望月

24

火

29 日

第18回
静岡市版画協会展

第４展示室

10:00〜17:00（初日13:00〜、
最終日16:00まで） 無料
主
問

静岡市版画協会
054-258-6751 土屋

第４展示室

10:00〜16:00（初日13:00〜、
最終日15:00まで） 無料
主
問

内藤洋一
080-5123-7739

24

火

水彩画展
土筆の会

内藤

29 日

第５展示室

10:00〜17:00（初日13:00〜、
最終日16:00まで） 無料
主

土筆の会

日

第３展示室

10:00〜17:00（初日13:00〜、
最終日16:00まで） 無料

ひま研究所
054-281-3116

1

15

押し花あしたばの会
創作和紙人形 森田芳雄 合同作品展

第１・２展示室

問

令和元年墨筆の会
紅雪書道塾門下生展

10/

ひま研究所
研究生作品展
主

わらしな絵画同好会
054-259-1749 大石

23 月 祝 20 金 22 日

第２・４展示室

月

年金者組合25周年記念
日本百名山油絵展
「いきいきはつらつ2019作品展」

10:00〜17:00（初日12:00〜、
最終日15:00まで） 無料

大内

9

日

第３展示室

静岡水墨画研究会
展示会
主

8

月

わらしな絵画
同好会

10:00〜17:00（初日13:00〜、
最終日16:00まで） 無料

23 月 祝 18

第１展示室

問

2

日

第２展示室
主

杉山

芹沢銈介美術館
友の会会員作品展
主

8

月

日本醉墨会
静岡支部展

第１展示室

問

2

日

みわ彩

主

問 …お問合せ

10:00〜17:00（最終日16:00
まで） 無料
主

増田

問

森田芳雄
054-282-8324

森田

2019年7月10日現在

※記載の内容は、主催者の都合により変更・追加・中止されることがありますので、
ご了承ください。

（仮称）静岡市歴史文化施設プレ事業「東海の覇者

今川義元と駿府」

「今川ファミリーゆかりの地をめぐる」関連ワークショップ
会

期：2019年4月27日（土）〜12月15日（日）
※月曜日は休館（祝日は開館）
開館時間：9 時〜 16 時 30 分（入館は 16 時まで）

ワーク
ショップ

手習いの間体験
「竹千代になってお勉強」

ギャラリートーク

徳川家康が竹千代時 代に駿 府で学んだ部屋を再現した
手習いの間で、昔の手習い本を活用した学習体 験を行
います。

学芸員が 今川氏と今川義 元、今川氏ゆかりの地の魅力
について、展示解説を行います。

日
対

日

時：9月29日（日） 10時〜12時
象：どなたでも

13〜16時

随時受付

場 所：駿府城公園 巽櫓2階（静岡市葵区駿府城公園1-1）
参加料：無料（別途、入場料が必要）

15

会 場：駿府城公園 巽櫓（静岡市葵区駿府城公園1-1）
入場料：一般 200 円、小中学生 50 円

時：9月29日（日）11時〜、14時〜（30分程度）

申 込：不要。直接会場へ。
お問合せ：公益財団法人静岡市文化振興財団 事務局学芸課
電話：090-5611-3278（平日 8:30〜17:30）

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
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中国料理 翡翠宮（2F）
TEL.054-289-6411

サービス内容 10％off

TEL.054-284-0111
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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）
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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）
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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
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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

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

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

TEL.054-205-3262

ランチ5％off、ディナー10％off

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
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（女性限定）
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TEL.054-275-1560

入船鮨葵タワー店（B1）
TEL.054-251-9178

※1月1日、火曜日定休

全品5％off

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

英会話無料体験レッスン1回
（2019年7月10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）
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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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発行/

〒420-0857 静岡市葵区御幸町4番地の1 アーバンネット静岡ビル4階
TEL.054-255-4746 FAX.054-653-3501 URL.https://www.scpf.shizuoka-city.or.jp/

［主催］静岡市 ( 令和元年度 文化庁 国際芸術文化発信拠点形成事業 )
[ 企画制作 ] 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 [ 企画協力 ] ROCKSTAR 有限会社

[ 総監督・プロデューサー ] 勝山康晴 [ 演出 ] 河田園子 [ 脚本 ] 大野裕明 [ 振付・ダンス指導 ] スズキ拓朗
[ 演出助手 ] 岡 康史［舞台美術］たけだこうじ［映像］富田晶子 奈良岡将英
［イメージイラスト］yazwo［写真］鈴木元気 ［宣伝美術］柳沼博雅［web 制作］ひろっしー
[ チケット( 税込 )] 一般 1,500 円 / 学生・小人 ( 大学生、高校生以下 ) 1.000 円
[ 日時 ] 2019 年 10 月 5 日 ( 土 ) 13:00/17:00 /10 月 6 日 ( 日 ) 13:00/17:00 開演 ( 開場は各開演の 30 分前 )
[ 会場 ] 静岡市民文化会館 中ホール 舞台上特設会場

世界レベルの静岡戦後史「第五福竜丸事件」を題材に !
ラウドヒル計画 男性精鋭舞台チームが紡ぐ、約束の物語を君に !!

FIVE STAR

エイトビート STAGE3.00 静岡完全オリジナル新作舞台公演

太陽は、ひとつがいい。

