新作オリジナル舞台公演

静岡発水平線行き!
未来に届ける約束の物語 !
粗にして野だが卑ではない静岡男8人による精鋭舞台集団「エイトビート」!
完全静岡オリジナル第3弾作品は ! 静岡の世界レベルの戦後史「第五福竜丸事件」がテーマ !
総監督にはコンドルズNHKホール公演を即日完売超満員にしたプロデューサー ! 勝山康晴 ! 静岡出身 !
演出には英国留学から帰国した新劇界きっての仕事人 ! 河田園子 ! 静岡出身 !
演劇×ダンス×殺陣×映像×生演奏の ! 大興奮エンターテイメント舞台劇 !
ホントにホントに絶対必見 !
明日、海が見える場所でキミを待つ。
日

時

・10月6日
（日）
10月5日（土）
両日とも 13:00開演

17:00開演

※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ズ
ファンキーノーボーダーズ

出

演

会

場

静岡市民文化会館

料

金

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

中ホール

舞台上特設会場

※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!!

photo：鈴木元気

静岡に生きる破天荒な女たちによる女性舞台集団「ハイポジ
ション」第2弾作品 ! 2019年春の初演大好評を受け、再演決定 !
シズオカに完成した新劇場、その楽屋、本番2時間前。
着々と近づく本番に上がりっぱなしのテンション。本音炸裂×
本性全開。何度も何度も脱線しつつも、公演成功のために足掻
きまくる女たちの時間制限一本勝負 !
日

時

・3日
（日・祝）
11月2日（土）
両日とも 13:00開演

出

演

会

場

料

金

イメージイラスト：yazwo

1

※都合により内容を変更する場合があります。

※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 木下侑香
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ズ
ファンキーノーボーダーズ
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
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

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。

10月

主 …主催 問 …お問合せ

1

火

5

土

5

6
8

LET IT BE ～レット・イット・ビー～
中ホール （15:30）16:00～18:00（予定） 指定席：6,800円、当日座席指定5,000円

Mariko Takahashi Concert vol.43 2019 MariCovers
大ホール （17:30）18:00～20:30

6

土

日

日
火

12 土
12 土
13 日
13 日
14 月 祝
16 水
20 日
20 日
22 火 祝
26 土 27 日

26 土
27 日
展示室 A・B・C

9

〜
水
〜

13 日

17 木 20 日

指定席：8,800円

ラウドヒル計画「FIVE STAR」

問 054-251-3302

静岡朝日テレビ 総合ビジネス部

主 サンデーフォークプロモーション
問 054-284-9999
主 静岡市

中ホール 両日とも（12:30）13:00～ （16:30）17:00～ 自由席：一般1,500円、 学生（大学生、高校生以下）
・小人1,000円

アリス ALICE AGAIN2019-2020 限りなき挑戦―OPENGATE―
大ホール （16:30）17:00～

主 サンライズプロモーション東京／静岡朝日テレビ

問 054-251-3751
主 イーストン
問 055-931-8999

指定席：9,720円

第3回シニアクラブ大会

主 シニアクラブ静岡市

中ホール （12:30）13:00～16:20

問 054-270-5236

無料

駿河区シニアクラブ連合会

フォレスタ コンサートin静岡

主 イーストン

大ホール （13:30）14:00～16:15（予定） 指定席：5,800円

問 055-931-8999

～日韓文化交流・発信事業～ 朝鮮通信使がもたらした文化交流をその先へ

主 静岡市

中ホール （12:00）13:00～16:15

無料

自由席：前売3,000円、当日3,300円

第15回静岡市芸術祭 静岡市民謡協会 静岡支部大会
中ホール （9:30）10:00～16:30

無料

指定席：8,640円

指定席：S席9,000円、A席8,000円

第15回静岡市芸術祭 静岡吹奏楽団 第8回定期演奏会
大ホール （13:30）14:00～17:00

要整理券

無料

指定席：6,500円

宝塚歌劇雪組全国ツアー静岡公演
静岡市保育士会 ときわ支部会 70周年記念式典
関係者のみ

自由席：2,000円

最終日は15:00まで

最終日は14:00まで

主 サンライズプロモーション東京／静岡朝日テレビ
問 0570-00-3337

サンライズプロモーション東京

主 静岡市文化協会
問 080-4304-0011

主 静岡市文化協会
問 054-285-5531

主 サンデーフォークプロモーション
問 054-284-9999

問 054-281-9010

（土日祝日を除く9:00～17:00）

主 静岡市保育士会ときわ支部会
問 054-245-2820

望月 いづみ

問 090-2134-2837

児玉敏行

主 静岡市文化協会

無料

第15回静岡市芸術祭 写真展
A展示室 9:00～16:30

問 054-284-9999

主 児玉歌謡学院

第15回静岡市芸術祭 書道協会展
A・B・C展示室 9:00～16:30

主 静岡新聞社・静岡放送／サンデーフォークプロモーション

千代田保育園

児玉歌謡学院25周年歌謡祭
中ホール （9:00）9:20～19:00

望月

主 静岡新聞社・静岡放送

大ホール 10/26（13:30）14:00～、
（17:30）18:00～ 10/27（11:30）12:00～、
（15:30）16:00～ 指定席：S席8,300円、A席5,500円、B席3,000円

中ホール （12:15）13:00～16:00

問 080-5110-8594

静岡市長唄日本舞踊連盟 藤間

林部智史 CONCERT TOUR 2019秋 ～希望～
中ホール （15:30）16:00～18:30

主 静岡市文化協会

静岡市民バンド連盟静岡吹奏楽団事務局

第15回静岡市芸術祭 長唄邦舞のつどい
中ホール （12:30）13:00～16:30

静岡地域支部

問 追手町法律事務所 054-255-2450

サンデーフォークプロモーション静岡

中村勘九郎 中村七之助 錦秋特別公演2019
大ホール （10:30）11:00～ （14:30）15:00～

主 明治大学校友会

静岡市民謡協会

さだまさしコンサートツアー2019 ～新自分風土記～
大ホール （16:15）17:00～

問 054-221-1085

静岡市歴史文化課

明治大学マンドリン倶楽部 第43回定期演奏会
大ホール （15:30）16:00～

静岡市民文化会館

問 090-9027-6155

静岡市書道協会

主 静岡市文化協会

無料

問 054-296-0653

静岡市写真連盟 望月

※都合により内容を変更する場合があります。

2

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

出演
3MA
【バラケ･シソコ（コラ／マリ）、
（スリー･エム･エー）
ラジェリー（ヴァリハ／マダガスカル）、
（ウード／モロッコ）】
ドリス･エル･マルミ
～コラ、ヴァリハ、ウードによるヴィルトゥオーゾ･トリオ～
曲目
アフリカの民族楽器 マリのコラ、マダガスカルのヴァリハ、モロッコのウー Anarouz（希望）
ドの名手3人による三重奏。
アフリカの大地の息吹をご堪能あれ！！
Samedi Glace
（土曜日の寒さ）
Moustique
（蚊）
Hanatra（息子へのアドバイス）
Lova（愛）
Aretina（病気と人種差別）
18:00開演（17:30 開場）
Taxi Brousse
（タクシー･ブルース）
Toufoula（幼かった頃）
全指定￥4,000 [Pコード＝125-816]
Morengy
（モラング）ほか
（静岡音楽館倶楽部会員￥3,600、
22歳以下￥1,000）

3MA

10/19土

©Cyrille Choupas

藤木大地＆福田進一
AOI･レジデンス･クヮルテット
デュオ･リサイタル 〜歌とギターの調べ〜
2017年4月、オペラの殿堂ウィーン国立歌劇場に鮮烈デビューし大絶賛を浴び
たカウンターテナーの藤木大地が、スーパーギタリスト 福田進一とともに歌と
ギターの調べを奏でる。
19:00開演（18:30 開場）

10/31木

全指定￥4,000 [Pコード＝125-820]

（静岡音楽館倶楽部会員￥3,600、22歳以下￥1,000）

出演
藤木大地（カウンターテナー）
福田進一（ギター）
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
V.ベッリーニ：優雅な月よ
M.カステルヌオーヴォ＝テデスコ：流浪のバラード
			
セゴビアの名による
			
トナディーリャ op.170-5
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）
武満徹：
《ソングス》より〈燃える秋〉
〈死んだ男の残したものは〉
木下牧子：鴎
加藤昌則：旅のこころ
木馬

第9回

11/9土

18:00開演（17:30 開場）
全指定￥3,500 [Pコード＝125-848]
（静岡音楽館倶楽部会員￥3,150、
22歳以下￥1,000）

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）

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

ⓒhiromasa

BEETHOVEN
PROJECT

撮影：日置真光

ⓒTakanori Ishii

アマチュア･アンサンブルの日♪ アレクサンドル･タロー
ピアノ･リサイタル

アンサンブルが大好きなアマチュア音楽家が集い、思い思いの音楽をAOI
の舞台で披露する。心の底から自らの演奏を楽しみ、身体全体から滲み出
るその情熱は、世代を超えて聴くもの、見るものを魅了する。

祝
11/23土□

12:00開演（11:30開場）※18:40終演予定
無料（申込不要）

※ただし定員によりご入場をお断りする場合があります。
※未就学児もご入場いただけます（託児サービスはありません）。
※演奏中、静かにご鑑賞いただけなくなった場合は、一旦ご退席くださいますようお願いいたします。

−第1部−

−第2部−

出演
とじぽん&とじぽんこ
かけくら☆とりお
アンサンブル･ヴァン･ルージュ
DeCies（でしーず）
ラリレロ
ムジカ･ブリューメ

出演
アニロ･グランデ
アンジェリカ
Re Born
MYROS
フレンズ
サウンド･オブ･ドリーム

−第3部−

−第4部−

出演
Bass Clove♪
はんなりブラス
アンサンブル「とろ」
静岡県トロンボーン協会
Saxophone Ensemble PICO

3

熟成された深みのあるアンサンブルで静岡の聴衆を魅了し続けている
AOI･レジデンス･クヮルテット。2011年から毎年紹介しているベートー
ヴェンは、弦楽四重奏曲第5番を、そしてこのクヮルテットとして初めての
演奏となるシュニトケとブラームスの弦楽四重奏曲をお楽しみいただく。

※都合により内容を変更する場合があります。

出演
富士宮COTUPON Orchestra
Kimie & maco
ESPRESSIBONE
Trio Pont de Cerisier
クラリス室内楽アンサンブル
リコーダークラブ つくつくほうし
志太室内楽団

世界的ピアニストへの階段を着実に上り続けているフランスを代表する
ピアニスト、
アレクサンドル･タローが2012年に引き続きAOIに再登場する。

11/30土
18:00開演（17:30 開場）
全指定￥4,000 [Pコード＝125-851]
（静岡音楽館倶楽部会員￥3,600、
22歳以下￥1,000）

出演
アレクサンドル･タロー（ピアノ）
曲目
C.ドビュッシー：
《映像》第1集 より〈ラモーを讃えて〉
ⓒMarco Borggreve
J.-N.-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〉
〈サラバンド〉
J.Ph.ラモー：新クラヴサン曲集 より〈アルマンド〉
〈小さなファンファリネット〉
〈ガヴォットと6つのドゥーブル〉
C.ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲（A.タロー 編）
BEETHOVEN
PROJECT
L.v.ベートーヴェン:ピアノ･ソナタ第32番 ハ短調 op.111

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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土
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土
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金

11

金

12

土
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月 祝
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水
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金
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土
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土

26 土
31

木

講演会：“この1曲”をとことん語る L.v.ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第5番 イ長調 op.18-5
講堂

19:00～20:30

問 054-251-2200

無料
（要申込）

第15回静岡市芸術祭 静岡男声合唱団創立30周年記念演奏会
ホール

（12:30）13:00～16:00

主 静岡市合唱連盟静岡男声合唱団飯田
問 054-254-7767

1,000円

令和元年度 第1回静岡県立総合病院がん医療公開講座
講堂

（13:00）13:30～16:00

主 静岡県立総合病院 経営戦略課
問 054-247-6111

無料
（どなたでも）

ミュンヘン・バッハ管弦楽団 バロックの神髄
ホール

（18:00）18:30～20:30

主 静岡新聞社・静岡放送事業部
問 054-281-9010

S席7,500円、
A席5,000円

講演会：“この1曲”をとことん語る J.ブラームス：弦楽四重奏曲第2番
講堂

19:00～20:30

イ短調 op.51-2

主 静岡フルートハーモニー事務局湯澤

（13:30）14:00～15:50 無料（どなたでも）※未就学児ご同伴の方は親子室又はロビーでのご鑑賞をお願いします。

スズキメソード静岡下川クラス発表会ヴァイオリンコンサート
ホール

（12:30）13:00～16:00

19:00～20:30

19:00～20:30

問 054-251-2200

（17:30）18:00 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。

講演会：アフリカ民族楽器の世界
講堂

16:00～17:30

（10:00）10:30

全自由500円

藤木大地&福田進一デュオ・リサイタル
～歌とギターの調べ～
関本 淑乃

「カウンターテナー」
という言葉をきいたことがあるだろうか。そ
の昔、女性は教会や舞台上で歌うことを禁じられていた。その
ため、女声パート、すなわち高音パートも男性が担っていた。
それがカウンターテナーで、彼らはファルセット
（裏声）
などによっ
て女声の音域を歌う。女性の声とは一味違ったその高音は、聴
く人をあたかも天上へと誘うかのごとくだ。一方で女声と聴き違っ
てしまうようなこともあるのだが。
AOIでは10月、そんなカウンターテナーとギターのコンサートを
開催する。ご出演くださるのは藤木大地さん。AOIに初登場の
彼は2017年にはウィーン国立歌劇場にデビューし、今や国際的

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

完売

（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。

静岡音楽館AOI 学芸員

問 054-251-2200

問 054-251-2200

藤木大地＆福田進一 デュオ・リサイタル ～歌とギターの調べ～
ホール

主 静岡音楽館AOI

主 静岡音楽館AOI

無料
（要申込）

子どものためのコンサート 0歳児からのファミリー・コンサート
講堂

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

無料
（要申込）

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～コラ、ヴァリハ、ウードによるヴィルトゥオーゾ・トリオ～
ホール

主 スズキメソードバイオリン教室

主 静岡音楽館AOI

無料
（要申込）

講演会：“この1曲”をとことん語る A.シュニトケ：弦楽四重奏曲第3番
講堂

問 054-248-2478

問 054-289-2157

無料
（関係者）

サークル“この1曲”をとことん語る
講堂

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

無料
（要申込）

第6回静岡フルートハーモニーコンサート
ホール

主 静岡音楽館AOI

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

に活躍中である。AOIではお馴染みのギターの福田進一さんとの
共演により、イタリア古典歌曲から武満徹まで様々な作品を演奏し
てくれる。歌とギターの組み合わせはちょっと珍しいと思われるかも
しれない。しかしその歴史は古く、中世やルネサンス時代からみ
られる。「セレナード」
というジャンルがあるが、これはもとは夜に屋
外で演奏される曲のことを指し、歌い手がギターやリュートを片手
に窓の下で歌うかたちをとることが多かった。披露してくださる作
品の中にはきっと耳にしたことがある作品もあるはずだ。
そして、このコンサートではAOIの委嘱作品を初演する。今年
度はミラノにお住まいで指揮者としてもご活躍されている杉山洋一
氏にお願いし、没後500年を迎える、ミラノとも縁が深いレオナルド･
ダ･ヴィンチをテーマにした作品をかいていただいた。
古い作品と新しい作品が同時に聴け、しかも初演に立ち会うこ
とのできる稀有な機会をあなたもぜひ。
※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
笑う門には福来る！
！清水の秋といえば、清水にぎわい落語まつり。
今年のマリナート公演は2回公演！

マリナート公演

10月14日（月・祝）［夜の部］開演16:30（開場15:30）
［昼の部］開演12:00（開場11:00）

会
出
料

場⁚静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
演⁚春風亭小朝、三遊亭小遊三、春風亭昇太、林家たい平、桂宮治
金⁚全席指定 Ｓ席５，
８００円、Ａ席４，
８００円、Ｂ席３，
０００円

＜チケット取り扱い＞ チケット販売中！券売状況はお問合せください
・マリナート窓口または電話 054-353-8885
・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）
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）
備考：マリナート公演以外の公演情報はマリナートHPなどでご確認ください

※出演者は都合により変更になる場合がございます。

フレンチの夕べ オーボエ二重奏

ミクニ シミズのディナーとともに

フレンチ・レストランMIKUNI SHIMIZUで室内楽が楽しめます。

11月16日（土）コンサート
ディナー

18:00～18:30
18:30～20:30

会
出
料

場⁚フレンチ・レストラン ＭＩＫＵＮＩ ＳＨＩＭＩＺＵ
（フェルケール博物館 横）
演⁚オーボエ二重奏／篠原拓也、長房 泉（静岡交響楽団）
金⁚８，
２５０円（サービス料込、
ドリンク代別）
＜ディナーコース＞ 先付・前菜・スープ・魚料理・肉料理・デザート
篠原拓也
申込み⁚９月１１日（水）
より電話受付
ミクニ シミズ ＴＥＬ０５４‐３５５‐３９２０
（１１：３０〜１５：００、
１７：００〜２２：００ 火曜休）
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）

ミュージカル

天使にラブ・ソングを ～シスター・アクト～

客席に爆笑と感動、愛と祝福の天使が舞い降りた最高にハッピーな
ミュージカル・コメディが新たなキャストを迎えてやってくる！

（森公美子）
12 月21日（土）①開演13:00
②開演18:00（朝夏まなと）
12 月22日（日） 開演13:00（森公美子）
会
出
料

場⁚静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
演⁚森公美子、朝夏まなと
（Ｗキャスト）／石井一孝／大澄賢也／
春風ひとみ／未来優希／屋比久知奈 ほか
金⁚全席指定・税込 Ｓ席１３，
５００円、Ａ席１０，
５００円

＜チケット取り扱い＞ 9/7（土）10:00～ チケット販売開始！
・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 http://kyodotokai.co.jp/tickets/
・チケットぴあ 0570-02-9999（Pコード：496-283）※初日特電 0570-02-9511
・ローソンチケット 0570-084-004（Lコード：42436）※初日特電 0570-084-641
・ＣＮプレイガイド 0570-08-9999
・イープラス https://eplus.jp（PC・携帯共通）
・セブンチケット セブンイレブン店内マルチコピー機
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※都合により内容を変更する場合があります。

長房 泉

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。

10月

主 …主催 問 …お問合せ

4

金

6

日

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

第15回静岡市芸術祭 吟剣詩舞道大会

主 静岡市文化協会

小ホール （18:00）
18:30

自由席

大ホール （10:00）
10:30〜16:00

無料

問 054-353-8885

※要入場整理券

問 090-7439-0361 静岡市吟剣詩舞総連盟（瀧）

無料

【雨天会場】第36回羽衣まつり「三保羽衣薪能」※晴天会場は清水区三保「羽衣の松」前特設能舞台

12

土

12

土

13

日

13

日

14

月 祝

（15:45）
16:30〜19:30 指定席
大ホール 前売一般6,000円 22歳以下2,000円
当日一般6,000円 22歳以下2,000円

月 祝

19

土

ペアチケット10,000円

主 静岡市文化協会

大ホール （12:30）
13:00～15:30

無料

一般 1,000円

（古川）
問 080-6915-3819

学生500円

（赤堀）
問 054-367-1804 静岡市三曲協会

第15回静岡市芸術祭 能楽祭

主 静岡市文化協会

第7回清水にぎわい落語まつり
（マリナート公演）

主 静岡市清水文化会館マリナート

（愛野）
問 054-345-7980 静岡市能楽連盟

無料

①
（11:00）
12:00 ②
（15:30）
16:30
指定席 S席 5,800円 A席 4,800円

問 054-353-8885

B席 3,000円

主 矢邉新太郎サクソフォンリサイタル

（13:15）
14:00～16:00
小ホール
自由席 前売一般2,500円 大学生2,000円 高校生以下 1,000円 ※当日券は各500円増

第25期

しみずかがやき塾

大ホール （12:30）
13:30

会員のみ

第5回講座

木

問 054-353-6700
主 演劇ユニットHORIZON

②
（17:30）
18:00〜20:30
自由席 3,000円

問 090-8188-6176

第15回静岡市芸術祭 清水民謡大会

主 静岡市文化協会

清水歌謡音楽協会 創立30周年記念合同発表会

主 清水歌謡音楽協会

静岡市立清水袖師中学校 合唱コンクール

主 静岡市立清水袖師中学校

大ホール （9:15）
10:00～16:00

無料

小ホール （9:10）
9:30～17:00

自由席

大ホール (9:00)9:15～11:30

問 054-345-3504 静岡市民謡協会清水支部（杉山）

問 054-366-0696

無料

問 054-366-6820

関係者のみ

静岡交響楽団 第90回定期演奏会

26 土

（13:00）
14:00 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

26 土
27 日

主 特定非営利活動法人静岡交響楽団
問 054-203-6578

B席学生1,500円
B席学生1,500円

（平日10:00～17:00）

第15回静岡市芸術祭 清水演劇研究会公演「フレディのアドバイス」と「遺言」

主 静岡市文化協会

第37回ピアノ・アンサンブル発表演奏会

主 桂音楽教室

小ホール （13:30）
14:00～16:00

前売：大人1,000円、
中高生500円

小ホール （11:30）
12:00～16:15

自由席

大ホール （12:00）
12:30～16:30

無料

第15回静岡市芸術祭 音楽祭

27 日

※当日券は各100円増

大ホール （9:00）
9:30～15:00

ギャラリー A・B・C・D

2

〜
水

4

9

〜
水

13 日

京都きもの市場

金 全面

主 静岡市文化協会

（山田）
問 054-366-2519 静岡市音楽連盟

〜

17 木 20 日
23 水 27 日

主 静岡市立東豊田中学校
問 054-262-1231

関係者のみ

大呉服市

2日（水）13:00～19:00

3日（木）10:00～19：00

第15回静岡市芸術祭 美術家協会展
全面

9:00～16:30（※最終日は15:00まで） 無料

全面

9:00～16:30（※最終日は15:00まで） 無料

問 054-335-8767 静岡市演劇協会 清水演劇研究会（前田）

問 054-365-1560

無料

静岡市立東豊田中学校 校内合唱祭

29 火

〜

19日土①
（12:30）
13:00～15:30
20日日 （12:30）
13:00～15:30

実行委員会

問 090-7688-4483
主 しみずかがやき塾

演劇ユニットHORIZON 第13回公演
「TRUMP」

19 土 20 日 小ホール

24

（静岡市文化振興課内）

第15回静岡市芸術祭 三曲演奏会

自由席

矢邉新太郎 サクソフォン リサイタル vol.７

22 火 祝

問 054-221-1040

主 CADENZIA

小ホール （18:00）18:30～21:00

大ホール

20 日

主 羽衣まつり運営委員会

CADENZIA Group piano concert Volume 4

小ホール （9:30）
10:00～16:00

14

お食事付8,500円

主 株式会社京都きもの市場

4日（金）10:00～17:00

無料

問 0120-188-008
主 静岡市文化協会
問 054-246-2755 静岡市美術家協会（佐藤）

第15回静岡市芸術祭 クラフト協会展

主 静岡市文化協会

第15回静岡市芸術祭 文芸展

主 静岡市文化協会

A・B・C

9:00～16:30（※最終日は15:00まで） 無料

問 090-3252-3312 静岡市クラフト協会（谷口）

問 054-388-9678 静岡市文芸協会（丹下）
※都合により内容を変更する場合があります。
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《申込不要・どなたでも参加できるイベント》
サイエンスショー

ドレミで遊ぼう♪音・科・楽
10 /

12

土

13

日

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「音」。音はどうして聞こえているのかな？
身近なモノを使って、音のふしぎを楽しもう！
時間：11:00、14:00(各回30分程度)
会場：9階 イベントホール

テーブルサイエンス

ドキドキ！燃焼実験
10 /

5

土

6

日

22 火 祝

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！
今回のテーマは「燃焼」。火を使うのってドキドキ！ものが燃える
しくみを知って、火を思い通りに操る実験をお見せします。
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

わくわく科学工作

ふしぎな動き 倒れないコマ
10 /

14

月 祝

27 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、ななめにしても倒れない、ふしぎなコマをつくります。
時間：13:00 ～ 15:30受付
会場：8階 ワークショップスペース

る・く・るってこんなところ
静岡科学館る・く・るは、「みる・きく・さわる」がキーワードの、参加体験型の科学館です。
ただ見るだけではなく、実際に触ったり動かしたりして科学を体感できる展示物が約50あり、
子どもから大人まで、難しく考えずに科学を楽しむことができます。

★はらはらウォール

★ぴょんぴょんチャンピオン ★未就学児向けエリア

磁石のひきつけあう力で壁を渡ろう。
音や光のスピードで、タワーのてっぺんや
時間が経つとS極とN極が切り替わるので注意！ 宇宙までジャンプしてみよう！
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※都合により内容を変更する場合があります。

10階のボールプール、8階の「る・く・る広場」
で小さなお子様も楽しめます。

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520円
（静岡市内在住の70歳以上は無料）
、
未就学児無料
※2019年10月より入館料が変更になります。
詳細は下記をご覧ください。 ●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：10月1日
（火）

サイエンス玉手箱

ぐるぐるモーターをつくろう
10 /

19

土

磁石とコイルを使って簡単なモーターをつくります。
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：静岡学園高等学校理科部

サイエンス玉手箱

虹がみえる分光器をつくろう！

10 /

20 日

白い光に含まれる光を分けて虹にする分光器をつくります。
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：静岡理工科大学科学実験工房

サイエンス玉手箱

北欧の多面体飾り「ヒンメリ」をつくろう
10 /

26 土

ストローと糸で正八面体を組み上げ、風にゆれる飾りをつくります。
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：SC富士

《事前申込が必要なイベント》

科学茶房

雑草カフェ「おいでよ雑草ハンターワールド」
10 /

6

日

何気なく生えているように見える雑草ですが、じつは、さまざまな
面白い秘密が隠されています！ 雑草ハンターを目指して、雑草の
魅力を探してみませんか。ゲームやクイズを通して身近な雑草の
世界に迫る、子どもたちにおすすめの講座です。

時間：13:00 ～ 15:00 会場：8階 創作ルーム
講師：静岡大学雑草学研究室の皆さん
定員：30人
申込方法：9/8(日)9:30 ～ 静岡科学館(054-284-6960)へ電話申込(申込順)

～お知らせ～
2019年10月から
入館料が変わります。
※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。

エドガー・ドガ《リハーサル》1874 年頃

竹久夢二展

静岡市が所蔵する竹久夢二作品を、蒲原の国登録有形文化財
旧五十嵐歯科医院（旧五十嵐邸）で展示します。
日

主催：静岡市 企画協力 （
: 公財）静岡市文化振興財団
協力：ＮＰＯ法人旧五十嵐邸を考える会、蒲原夢二研究会、静岡市美術館

9

©CSG CIC Glasgow Museums Collection

静岡市美術館蔵

時︰10月17日（木）
−10月20日（日）
9:30−16:00
会 場：旧五十嵐邸（静岡市清水区蒲原3丁目23－3）
入 場：無料
問 合 せ：旧五十嵐邸 ℡：054-385-2023（9:30−16:30）

バレル・コレクション

竹久夢二《合鏡》（部分）大正３年頃

旧五十嵐邸

油彩・カンヴァス

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）
9/28(土)～10/6(日)

10/15以降市内生涯学習セ
ンター、科学館で巡回展示。
詳細はお問合せ下さい。

「 見ているとつられて笑 顔 に

子どもの笑顔写真コンテスト なってしまう」そんな素敵な写
受賞作品巡回展
真展です。生涯学習センターと
（全1回）

10/11(金)～13(日)

古本リサイクル市

9:30～17:00
※初日は11:00～
最終日は13:00まで

10/19(土)、26(土)
の13:00～15:00
15:00～17:00

（全1回）

家族との別れ:
きれいごとでなく
（全4回）

10/20(日)

親子で学ぶ海のこと

10:00～12:00

（全1回）

11/6(水)、13(水)、27(水)

着物をリメイク
（全3回）

の10:00～12:00

どなたでも

無料
静岡科学館
は入館料が
必要です。

コミックから専門書までなんでも無料
で古本を交換する市です。持ち帰りは
一人20冊まで、マイバックをお持ちく
ださい。なお、提供された本は返却で
きませんのでご了承ください。

どなたでも

無料

静岡県立大学公開講座(中部会
場)を実施します。

15歳以上の県民
150人

無料

海の環境についての学習と読
み聞かせを行います。

3 ～ 8歳の子と
保護者20組

無料

使わなくなった着物を新たなも
のとして利用できるように再生
します。

15人

1人500円

静岡科学館を巡回展示します。

当日、直接会場へ

当日、直接会場へ

詳細は静岡県立大学へ
(TEL：054-264-5106)

10/7(月)必着

10/23(水)必着

西部生涯学習センター
10/15(火)、20201/21(火)

元気度測定会

13:30～16:00

（全2回）

10/24～11/21

常葉大学公開講座
デッサン講座

の毎週木曜日
19:00～20:30

11/5(火)、19(火)、12/3(火)
の10:00～11:00

1人3,000円

10/7(月)必着・年齢も
記入・1枚2人

骨盤の歪み改善のピラティスを
子供と一緒に楽しみます。

生後4か月～ 3歳まで
の首のすわった子と
その母親20組

1組1,000円

10/14(月・祝)必着・
子の月齢または年齢も
記入・1枚1組

静岡伝統工芸
漆塗り弁当箱

漆塗り弁当箱のふた部分にオ
リジナルデザインで 装飾を行
います。

成人15人

1人4,500円

10/14(月・祝)必着･1人
1枚

父と子どもの
アート広場

大きな作品を受講生全員で描
いて、 センターロビーに 飾り
ます。

3歳～小学生と男性
保護者 40人

1人250円

10/10(木)、14:00 ～・
申込順

プロから学ぶ楽しい
ベーグル教室

プロからベーグル 作りを 学 び、
講師が職人を目指したきっかけ
や現在の活動、今後の夢や目標
についてなどの話しを伺います。

15人

1人1,500円

10/22(火・祝)必着・
1枚1人

成人30人

無料

10/16(水)、10:00 ～・
申込順

子どもといっしょに
骨盤ピラティス
（全3回）

（全6回）

11/10(日)

13:00～16:00

11/13(水)

10:00～12:00

11/15(金)、29(金)
の13:30～16:00

11/16(土)

13:30～15:30

11/24(日)

13:30～15:30 ※小雨決行、
荒天中止※鈴木邸（静岡市
葵区中ノ郷）集合・解散

9/5(木)8:00 〜、
申込順、静岡市コー
ルセンターへ
TEL:054-200-4894
(8:00 〜 20:00受付）

高校生以上20人

（全5回）

の毎週水曜日
19:00～21:00

19:00～21:00

無料

芸術の基礎実技であるデッサ
ンを通して、物事の本質を捉え
る眼を学びます。

11/6～12/11

11/12(火)

現在の元気 度を測定をしてから、
市内在住の
しぞ～かでん伝体操、しぞ～かちゃ
65歳以上の方20人
きちゃき体操をトレーニングをした ※全2回参加できる方
後、4カ月間の成果を測定します。

（全1回）

（全1回）

キャッシュレス決済のしくみや
学ぼう！
「キャッシュレス決済」 使い方、使用上の注意点等を
（全1回）

わかりやすく学びます。

しぞ～かでん伝体操
サポーター養成講座

しぞ～かでん伝体操、しぞ～かちゃ
きちゃき体操、歯っぴー★スマイ 介護予防に興味が
あり、積極的に活動
ル体操の講義と実技を学んで、介
できる人20人
護予防の知識を身につけましょう。

今川義元公の
領国拡大と外交戦略

今川義元公の領国拡大がどの
ように 進 めら れ た か、 軍 事、
外交戦略について学びます。

（全2回）

（全1回）

しずおかクラフトトーク
羊と人の関わり
（全1回）

40人

無料

10/1(火)8:00〜、
申込順、静岡市コー
ルセンターへ
TEL:054-200-4894
(8:00 〜 20:00受付)

1人500円

10/4(金)、10:00 ～・
申込順

1人1,000円

10/25(金)、10:00 ～・
申込順

成人15人

1人1,200円

10/10(木)、14:00 ～・
申込順

アドラー心理学をやさしくわか
りやすく学び、日常や人間関係
に活かす講座です。

成人女性20人

1人500円

10/9(水)、14:00 ～・
申込順

インフルエンザとノロウイルス
について学ぶ医療講座です。

30人

無料

10/15(火)、10:00 ～・
申込順

気になるけれど触れる機会の
無かった資産運用の基本を学
びます。

20代〜 50代までの
成人20人

無料

11/7(木)、14:00 ～・
申込順

今回は「羊」がテーマ。実際に羊を見て、羊毛
を紡ぎ、作り手からものづくりの本質を聴くこと 30人(小学生以下は
保護者同伴)
で、自然と人の関わりを体感しながら学びます。
※小雨時は内容の変更が生じることがあります。

東部生涯学習センター
11/10(日)、24(日)、
12/1(日)
の13:30～15:30

11/12(火)、19(火)、26(火)
の10:00～11:30

11/19(火)

14:00～15:30

11/29(金)、
12/6(金)、13(金)
の19:00～20:30

篆刻入門
年賀状に押すための石印を作
～年賀状用の石印を彫ろう！～ ります。
（全3回）

やさしい
アドラー心理学
（全3回）

インフルエンザと
ノロウイルス
（全1回）

初心者のための
資産運用のキホン
（全3回）

※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

北部生涯学習センター
11/2(土)、9(土)、30(土)

メンズキッチン

11/2(土)、9(土)、16(土)

絵図で歩く“駿府”

の13:30～15:00

（全3回）

11/13(水)、20(水)

女性のための
健康ウォーキング

（全3回）

9:30～12:00

の10:00～11:30

（全2回）

男性のための初心者向け料理
講座です。
江戸時代の駿府を、
「絵図」や「古
文書」などの史料を手掛かりに、
座学とフィールドワークを通して、
学ぶ歴史講座です。
健康と美容のためのウォーキング
法を習得します。適 度な運 動で
免疫力と代謝を高めましょう。冷
え症にも効果があります。

男性12人

1人1,500円

20人

無料

10/11(金)、10:00 ～・
申込順

成人女性20人

無料

10/10(木)、13:30 ～・
申込順

20人

無料

10/2(水)、13:30 ～・
申込順

どなたでも

無料
(一部体験は
有料)

100人

無料

10/6(日)、14:00 ～・
申込順

30人

無料

10/8(火)、10:00 ～・
申込順

成人20人

無料

10/12(土)、10:00 ～・
申込順

10/12(土)必着・1枚1人

藁科生涯学習センター
10/19(土)、11/2(土)
13:30～15:30

現代美術の見方を学びます。※2回
現代美術入門
～めぐるりアート静岡～ 目は、中勘助文学記念館(葵区新間)
（全2回）

10/26(土)10:00～20:30
10/27(日)10:00～15:00
藁科保健福祉センターの健康まつり、
わらしな図書館まつりの詳細は
お問い合わせください。

藁科生涯学習センター
文化祭

11/10(日)

わらしな秋の音楽会

11/12(火)

健康づくり－医療、
介護、心の健康

（全1回）

（全1回）

14:00～15:30

10:00～11:30

（全1回）

集合、藁科生涯学習センター解散

藁科生涯学習センター利用団体によ
る、ステージ、体験、展示、社交ダ
ンスパーティーと、藁科保健福祉セ
ンターの健康まつり(土曜のみ)です。
「サイレントヒルズ・アンサンブル」
による演奏会。ピアノやオーボエ
の三重奏でクラシック、映画音楽、
歌謡曲などをお楽しみください。

健 康 につ いて、 医 療 や 介 護、
心の健康の視点から学びます。

当日、直接会場へ
※一部体験イベントは、
要事前申し込み。電話
10/5(土)、10:00 ～・申込順

11/16(土)、30(土)、
12/7(土)

植民地から生まれた
現代

14:00～15:30

（全3回）

韓国・台湾・ブラジルに共通する
「植民地」という経験を手がかり
に、文化の特色について学びます。

11/16(土)

四季の星座
～秋の巻～

秋の 夜 空の 観 望と星 座 の話。
曇天時は室内で映像を見なが
ら星の話をします。

小学生以上30人
(小学生は保護者同伴)

無料

10/4（金）
、16:00 ～・
申込順

カリグラフィーで
クリスマスカード作り

カリグラフィーやカリグレイス
コープを学んで、クリスマスカー
ドや季節のカードを作成します。

成人20人

1人1,500円

10/15(火)、10:00 ～・
申込順

竜南地域を中心とした小中学
校の児童生徒による俳句の作
品展です。

どなたでも

無料

小学1 ～ 2年生20人

1人500円

18:00～20:00

11/19(火)、26(火)、
12/3(火)

（全1回）

（全3回）

10:00～12:00

西奈生涯学習センター（リンク西奈）
10/15(火)～10/20(日)
9:00～21:30
※初日は12:00～、
最終日は17:00まで

竜南地域小中学生
俳句大会作品展
（全1回）

10/30(水)、11/27(水)、 あそぼうあそぼうABC 秋と冬にある季節の行事を英

期間中、直接会場へ

の17:00～18:00

～秋・冬編～

語を用いて楽しみながら学び
ます。

11/10(日)

朗読と音楽の調べ
静岡の作家たち

静岡にゆかりのある作家の作
品の朗読とギターやマンドリン
の演奏を鑑賞します。

100人

無料

11/12(火)の 9:30～12:00
11/26(火)の10:00～12:00

ふるさと歴史ウォーク

民話「沼の婆さん」にゆかりの
あるスポットをウォーキングで
巡ります。

成人15人

1人500円

11/22～12/20

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12人

1人1,000円

10/25(金)必着・
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12人

1人1,000円

10/25(金)必着・
1枚1人

筋力アップ、脳活性化プログラムを深く学びたい
方や地域で介護予防の普及にご協力いただける
方向けの講座です。【共催・問合先】地域リハ
ビリテーション推進センター (054-249-3182)

静岡市内在住の方
で、健康づくりに興味
のある方 20人

無料

9/4(水)8:00 〜、
申込順、静岡市コールセ
ンターへ、TEL:054-2004894(8:00 〜 20:00受付)

こどもの歯のおはなし

子どもの歯の健康について学ぶ講
座です。【共催・問合先】地域子育
て支援センター登呂
（054-284-4777）

未就園児親子20組

無料

10/1(火)9:00 〜、
申込順、地域子育て支
援センター登呂へ、
TEL:054-284-4777

八幡山、
ブラっと歴史散策

八幡山と久能街道の歴史を、古地
図・絵図を用いて座学（1回目）と
ウォーキング（2回目）で学びます。

20人

1人500円

CMを通して日本語表現の美し
さ、面白さを探ります。

高校生以上30人

1人500円

10/5(土)、13:30 ～・
申込順

アメリカ北東部についてや日本に来
て驚いたことなど、アメリカ人講師
が英語で話します。(日本語通訳付き)

中学生以上40人

1人100円

10/6(日)、13:30 ～・
申込順

12/22(日)の14:00～15:00
10:30～12:00

の毎週金曜日
10:00～12:00

11/22～12/20
の毎週金曜日
13:30～15:30

（全3回）

（全1回）

（全2回）

（全5回）

（全5回）

10/2(水)、10:00 ～・
申込順
西奈図書館
へ電話(054-265-2556)
または窓口[10/16(水)、
9:30 ～・申込順]

10/15(火)、10:00 ～・
申込順

南部生涯学習センター
10/17(木)、24(木)
13:30～16:00

10/31(木)

しぞ～かでん伝体操
サポーター養成講座
（全2回）

（全1回）

10:30～11:30

11/2(土）10:00～12:00
11/16(土）9:00～12:00

（全2回）

10/11(金)必着

長田生涯学習センター
10/26(土)

13:30～15:00

10/27(日)

13:30～15:00

11

CMで知る
ことばの世界
（全1回）

時間旅行
～アメリカ北東部編～
（全1回）

※都合により内容を変更する場合があります。

日

時

講

座

名

内

容

対

象

会

費

申込方法

大里生涯学習センター
10/20(日)

おおざとフェスティバル

10:00～14:30

（全1回）

11/2(土)、16(土)、12/7(土)

全身で歩く！
ノルディック・ウォーク

9:00～12:00

（全3回）

知っておきたい！
心のケアの基礎知識

11/12(火)

13:30～15:30

（全1回）

毎年恒例、年に一度の大里複合施設のお
祭りです。センター利用団体や中学生の活
動発表、保健福祉センターによる健康祭り、
大里中PTAのバザーや飲食物販、体験コー
ナーなどが並び、賑やかに開催されます。

どなたでも

無料

ノルディック・ウォークの技法を
使って、地域の散策を楽しもう！
健康増進と地域理解を一度に行
える、ウォーキング体験講座です。
※雨天時センター内で実施

健康で3 ～ 4km
歩ける人 15人

1人500円※
別途レンタ
ルポール1回
500円

認 知 症やうつ病の 予 防 方法、
受診のタイミング等、県立ここ
ろの医療センター看護師から
学びます。

65歳以上の方30人

無料

10/23(水)、10:00 ～・
申込順

小学生12人

無料

10/12(土)、10:00 ～・
申込順

乳幼児とその保護者を対象と
したおはなし会です。おおむね
毎月第3金曜日に開催します。

乳幼児と
その保護者24人

無料

当日、直接会場へ
(先着順)

健 康づくりに役 立つラジオ体
操を指導士より教わります。

各回20人

無料

当日、直接会場へ
(先着順)

長時間のデスクワークによる肩
や背中のこり、腰 痛の予防に
役立つ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、腰 痛 に悩 む20代
～ 60代の方20人

1人500円

当日、直接大里生涯学
習センターにどうぞ。

10/1(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）
11/2(土)

作ってあそぼう！
科学工作隊

10:00～12:00

11/10(日)

科学に関する工作を学び、2回
目は「アカデ美和まつり」で先
生になって教えよう！

（全2回）

9:30～12:00

健康文化交流館「来・て・こ」
（駿河生涯学習センター）
10/18～3/13

の毎月第3金曜日
10:30～11:30※1月を除く
※3月は第2金曜日

10/26～3/28

来・て・こおはなしの森
～秋冬～
（全5回）

来・て・こでラジオ体操
～秋冬～

の毎月第4土曜日
10:00～11:30
※12月のみ第3土曜日

（全6回）

ビジネスに役立つ
疲れにくい体づくり

11/7(木)、21(木)
の19:00～20:30

（全2回）

10/3(木)、17:00 ～・
申込順

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

各10人

時

OS

会 費 ※テキスト代別途

11/14～12/19

エクセル入門（全6回）

パソコン講座

Win10

3,700円

木曜日13：30～15：30

休講日

②

～
火曜日19：00～21：00

11/12 12/17

レイアウト入門（全6回）

Win10

3,700円

③

～
水曜日19：00～21：00

11/13 12/11

パワーポイント入門（全5回）

Win10

3,000円

④

～
木曜日19：00～21：00

11/14 12/19

プレゼンテーション入門（全6回）

Win10

3,700円

申込方法：

10/7（月）必着・年齢も記入・多数抽選

日

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

コース

内

容

対

象

会

費

10/11（金）

初心者対象
パソコン相談室⑬

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）

10/25（金）

初心者対象
パソコン相談室⑭

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：

時
②14:45～15:45

②14:45～15:45

10/4（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）

新しい講座、始めました。
とにかく新しい講座に挑戦しよう。「ドローンを身近に！体験型ドローン
講座」は、スタッフのそんな思いを形にしたものです。
年間500本近い事業を実施する生涯学習センターには、様々な事業
企画のノウハウが積み上げられています。その中には「手堅く参加者が
集まる企画」といったものもありますし、実際にそうした企画は「市民ニー
ズに着実に応える事業」として成果を上げています。でも、時代の変
化に合わせた新たな事業を開発して、これまでにない学びを提供していく
ことも必要なはず。そうした思いから、敢えて全く実績のない「ドローン」
を題材に選ぶことにしたのです。
とはいえ、スタッフの中にドローンに詳しい人間がいるわけでもありませ
ん。 実のところ、講師との最初の打ち合わせは、スタッフがドローンへ
の理解を深めることに終始したようなものでした。 一方、講師の側も産
業用のドローンスクール運営には実績があるものの、公共施設での一般
ユーザー向け事業はこれが初めてだとのこと。お互いに新たなチャレンジ
ということで「誰に」「何を」「どのように」学んでもらうのか、何度も
協議を重ねました。
最終的には「ドローンに関心を持つ成人に『はじめの一歩』を提供

イベ ン トレポ ー ト
静岡市大里生涯学習センター

岩品 雄一郎

するための全2回の体験型講座」と決定。参加者に一人1台ずつドロー
ンを用意し、基本構造や関連法制を学ぶ座学に加え、初期設定と基
本的な操縦も体験できるプログラムとしました。ただ、一般的な生涯学
習センター事業の参加費が高くても2,000円程度なのに対して、この事
業の参加費は10倍以上の24,000円。もちろん十分に検討した上での
判断ではありましたが、「申し込みがあるだろうか」「参加者にご満足い
ただけるだろうか」との不安が尽きませんでした。
しかし、蓋を開けてみればお申し込みは募集定員を大きく超え、また、
講座終了後のアンケートでも満点に近い評価をいただくことに。スタッフ
一同胸をなでおろしつつ、講師と協議を重ねながら開発した事業が市民
の皆さまにご評価いただけたことをうれしく思いました。
生涯学習センターには、さまざまな事業企画があります。ですが、セ
ンターのスタッフはいつでも「もっと他に面白いことはないか」「もっと他
に役に立つことはないか」と考えています。ぜひ、ご参加いただいた講
座へのご意見や「こんな講座はないの？」といったご要望をお寄せくださ
い。そうした声がスタッフを後押しし、生涯学習センターに新しい講座を
生む力になります。

※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

10月
5

入場無料

主 …主催

問 …お問合せ

13

7

13

土

日

月

日

第15回
THK−絵画展
静岡市芸術祭
「はがき作品展」
第４・５展示室

10:00〜17:00（最終日
15:00まで） 無料
主
問

静岡市文化協会
054-204-8811

15

第５展示室

10:00〜17:00（最終日
16:00まで） 無料
問

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

ＴＨＫー絵画展
054-257-0397 伊藤

14 月 祝

月

7

14 月 祝 15

月

静岡彩墨会
054-253-9309 杉山

28 月 3
11/

日祝

SBS学苑
日本画教室
木葉会

竜爪
絵画クラブ

10:00〜17:00（初日13:00〜、
最終日15:00まで） 無料

10:00〜17:00（初日16:00〜、
最終日16:00まで） 無料

10:00〜17:00（初日13:00〜、
最終日16:00まで） 無料

10:00〜17:00（初日12:00〜、
最終日15:00まで） 無料

第３展示室
主
問

望月保男
090-1279-4564 望月

第１展示室
主
問

NPO法人 静岡県補助犬支援センター
054-221-5544

第１・２・３展示室
主

木葉会

問

竜爪絵画クラブ
054-246-3162 鈴木

ボタニカル
静高
アートサークル
アートクラブ
花水木作品展

SBS学苑
第48回
駿府
水彩画教室
人権啓発
水彩画クラブ
火月会水彩画展
ポスター展

10:00〜17:00（初日12:00〜、
最終日16:00まで） 無料

10:00〜17:00（初日12:00〜、
最終日16:00まで） 無料

第１展示室
主
問

静高美術同好会
054-252-0740 大石

28 月 3
11/

日祝

第３展示室

10:00〜17:00（初日12:00〜、
最終日16:00まで） 無料
主
問

ボタニカルアートサークル 花水木
054-253-1521 秋山

29 火 4
11/

月休

第４展示室
主
問

火月会
090-3383-5445 田辺

28 月 4
11/

月休

第５展示室

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

駿府水彩画クラブ
054-251-8005 西井

31 木 3
11/

第１展示室

第２展示室

第３展示室

第５展示室

翆城書院展
090-1746-8489 藤原

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

画友会
054-257-0397 伊藤

10:00〜17:00（最終日
15:00まで） 無料
主
問

和紙アートの会
090-4854-1226 藤本

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

油井溜二
054-246-4715 油井

2019年8月8日現在

「今川ファミリーゆかりの地をめぐる」
おしゃれ！
雅な今川文化

ワーク
ショップ

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

静岡人権擁護委員協議会
054-254-3555

第４展示室

10:00〜17:00（最終日
15:00まで） 無料
主
問

菘峰墨書会
054-346-6860 小林

※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」

関連ワークショップ

第２展示室

日祝

もう想画と
菘峰墨書会
手作り画集展

ワーク
ショップ

第４展示室
主

和紙ちぎり絵と
和紙のお花展

問

20 日

第五回
心で観る彫刻展
桒山賀行作品と共に
〜目で見る、手で触る、
心で観る〜

画友会展

主

火

松本幸司・
望月保男
油絵二人展

翆城書院展
10:00〜17:00（初日13:00〜、
最終日15:30まで） 無料

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）
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

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

戦国時代に栄えた今川氏の雅な文化を身
近に感じてもらうため、和歌・扇を使っ
た体験やものづくりを行います。

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を活用し、昔
の手習い本で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

日

日

時：10月27日（日）
13時〜16時 随時受付
対 象：どなたでも
（材料がなくなり次第終了）
参加料：別途、参加料、入場料が必要。詳しくは
下記HPをご覧ください。

15

20 日 15

火

20 日 22 火 祝 27 日 22 火 祝 27 日 22 火 祝 27 日 22 火 祝 27 日 23 水 27 日

火

静岡彩墨会

主

第２展示室

7

時：10月27日（日）
10時〜12時 13時〜16時 随時受付
対 象：どなたでも
参加料：無料（別途、入場料が必要）

時：10月27日（日）
11時〜、14時〜 （30分程度）
参加料：無料（別途、入場料が必要）

場
所：駿府城公園 巽櫓2階（静岡市葵区駿府城公園1-1）
申 込：不要。直接会場へ。
お問合せ：TEL：公益財団法人静岡市文化振興財団 事務局学芸課 090-5611-3278（平日 9:00 〜 17:00）
H P：駿府城公園ホームページ https://sumpu-castlepark.com/

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1F
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2F
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）

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

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

46

（女性限定）

48

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8月8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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