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※都合により内容を変更する場合があります。

新春 

ZEN YAMATO
ジョイント･コンサート ～尺八＆箏曲～

IL DEVU CONCERT イル･デーヴ コンサート
～日本声楽界を席巻する“太メン”たち～

オーケストラを聴こう 

ベートーヴェン：交響曲全集Ⅱ

ランチタイム･コンサート 

N響メンバーによる金
ブ ラ ス ・ ク イ ン テ ッ ト

管五重奏

大阪国際室内楽コンクールの覇者 

ザイール･サクソフォン･カルテット

1/11土

3/13金

2/2日

1/23木

2/22土

15:00開演 （14:30開場）
全指定￥3,500 [Pコード:125-854]

（会員￥3,150、22歳以下￥1,000）
※未就学児はご入場いただけません。

19:00開演 （18：30開場）
全指定￥3,000 [Pコード:125-866]

（会員￥2,700、22歳以下￥1,000）

15:00開演 （14:30開場）
全指定￥6,000 [Pコード:125-859]

（会員￥5,400、22歳以下￥1,000）
※未就学児はご入場いただけません。

11:30開演 （11:00開場）※12:30終演予定
全指定￥1,800 [Pコード:125-856]

（会員￥1,620、22歳以下￥1,000）
※未就学児はご入場いただけません。

18:00開演 （17:30開場）
全指定￥4,000 [Pコード:125-863]

（会員￥3,600、22歳以下￥1,000）
※未就学児はご入場いただけません。

2020年

2020年

2020年

2020年

2020年

出演
善養寺惠介（尺八）

山登松和（箏、三絃）

岡村慎太郎（三絃）

田中奈央一（箏）

上原真佐輝（箏、三絃）

出演
沼尻竜典（指揮）

新日本フィルハーモニー交響楽団

出演
福川伸陽（ホルン）

長谷川智之（トランペット）

安藤友樹（トランペット）

古賀光（トロンボーン）

池田幸広（テューバ）

出演
ザイール･サクソフォン･カルテット
　ギョーレ･ベルソー（ソプラノ･サクソフォン）

　サンドロ･コンパニオン（アルト･サクソフォン）

　フロラン･ルモン（テナー･サクソフォン）

　ヨアキム･シエスラ（バリトン･サクソフォン）

曲目
吉沢検校：千鳥曲（箏、尺八）

尺八古典本曲 普大寺 伝 虚空（尺八）

山田検校：奥組 初音曲（箏）

北沢勾当：さらし（箏、三絃、尺八）

菊岡検校：笹の露（箏、三絃、尺八）

三つ橋勾当：根曳の松（箏、三絃、尺八）

曲目
木下牧子：鷗
中島みゆき：時代
信長貴富：夕焼け
B.プレストン：ユー・アー・ソー・ビューティフル
C.チャップリン：スマイル ほか

出演
IL DEVU
　望月哲也（テノール）

　大槻孝志（テノール）

　青山貴（バリトン）

　山下浩司（バスバリトン）

　河原忠之（ピアノ）

曲目
L.v.ベートーヴェン：劇音楽《エグモント》 op.84 序曲
 交響曲第2番 ニ長調 op.36

 　　　第6番《田園》 ヘ長調 op.68

曲目
J.クラーク：トランペット・ヴォランタリー
J.S.バッハ：小フーガ ト短調 BWV578 

L.バーンスタイン：
《ウエスト･サイド･ストーリー》より ほか

曲目
A.ピアソラ：ヴィオレン･タンゴ
野平一郎：サクソフォン四重奏曲
L.バーンスタイン：
　《ウエスト･サイド･ストーリー》メドレー
A.シエスラ：ラプソディッシュ ほか
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※ご希望のあった催事のみ掲載しています。　※都合により内容を変更する場合があります。
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問主 …主催 …お問合せ

2 土
令和元年度　第2回静岡県立総合病院がん医療公開講座 主   静岡県立総合病院　経営戦略課

問   054-247-6111講堂 （13:00）13:30～16:00　無料（どなたでも）

3 日
静岡市商OGOB吹奏楽団第6回定期演奏会 主   静岡市商OGOB吹奏楽団

問   090-6339-5689ホール （14:00）14:30～16:00　無料（どなたでも）

6 水
第14期ピアニストのためのアンサンブル講座（第5回）　実技レッスン

主   静岡音楽館AOI
問   054-251-2200ホール 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

7 木
第14期ピアニストのためのアンサンブル講座（第6回）　講義・実技レッスン

主   静岡音楽館AOI
問   054-251-2200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

9 土
講演会　ベートーヴェンの世界 主   静岡音楽館AOI

問   054-251-2200講堂 16:00～17:30　無料（要申込）

9 土
　　　　　　　　　　　　AOI・レジデンス・クヮルテット

主   静岡音楽館AOI
問   054-251-2200ホール （17:30）18:00　全指定3,500円、会員3,150円、22歳以下1,000円

※未就学児はご入場いただけません。

10 日
イタリアの風23°　リコーダー×セルパン×チェンバロ 主   海野

問   054-252-8453講堂 （13:30）14:00～15:45　一般3,000円、高校生以下1,500円

13 水
ハンガリー在住のヴァイオリニスト長尾春花さんと室内楽の夢の共演 主   一般財団法人アイワ文化福祉財団

問   054-270-3123ホール （18:00）18:30～20:15　3,000円

14 木
第28回チャリティーコンサート　「シャンソンの夕べ」 主   シャンソンの夕べ実行委員会・大村

問   054-255-2053ホール （17:00）17:30～20:00　3,000円

17 日
木遣り　お囃子　地踊り　第6回　伝統芸能公演会 主   駿府芸能保存会連合会「事務局」

問   054-271-0287ホール 午前の部（9:30）10:00～12:00　午後の部（13:00）13:30～16:00　500円

17 日
第19回　井上幸子　リサイタル　～クラリネットとバスクラリネットの世界11～

主   井上幸子リサイタル実行委員会
問   080-3266-5814ホール （18:00）18:30～20:30　一般3,000円（前売2,500円）、学生2,500円（前売2,000円）、

　　　　　　　　　　 小中高1,500円（前売1,000円）　

20 水
一粒の麦オルガンコンサート　志村拓生門下生/市川善忠・竹中あゆり 主   一粒の麦

問   090-3566-8455ホール （13:30）14:00～16:00　無料（どなたでも）

20 水
サークル“この1曲”をとことん語る 主   静岡音楽館AOI

問   054-251-2200講堂 19:00～20:30　無料（要申込）

23 土
　　　　　　　　　　　　第9回アマチュア・アンサンブルの日♪ 主   静岡音楽館AOI

問   054-251-2200ホール （11:30）12:00※18:40終演予定　無料（どなたでも）

26 火
女声合唱講習会 主   静岡市合唱連盟

問   054-252-5091講堂 （13:00）13:15～16:00　無料（どなたでも）

28 木
第12回静岡県景観賞（取組発表・交流会・表彰式） 主   美しいしずおか景観推進協議会

問   054-221-3702講堂 （14:00）14:30～17:00　無料（要申込）

30 土
アレクサンドル・タロー　ピアノ・リサイタル

主   静岡音楽館AOI
問   054-251-2200ホール （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。

11月

祝

祝

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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祝

祝

イ ベ ン ト レ ポ ー ト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） 静岡科学館る・く・る 　エデュケータ 竹林 大介

　8月10日（土）から8月12日（月・休）の三日間、静岡科学館では
科学の夏まつり「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）」が開催されました。10日、
11日は中学生・高校生が主体となって計画・運営する18ブース、12日
は一般の科学団体や科学愛好家が考え抜いた19ブースの出展があり、
いずれも工夫を凝らした37の科学ブースが会場を盛り上げました。3日
間の総来場者数は7,000名を超え、家族連れを中心に多くの人で賑わ
いました。
　予想以上の盛況が、会場の裏側にも活気を生み出しました。工作材
料が足りなくなった団体は材料補充に駆け回り、とあるブースではご家族
が追加材料を持ってくる場面もみられ、出展団体それぞれに様々なドラ
マがあったようです。出展講師の皆さんは笑顔で苦労話をしていましたの
で、それはそれで、うれしい誤算だったのではないでしょうか。会場では、
子どもだけでなく、大人も一緒になり実験や工作を楽しんでいる様子もみ

られました。
　4月に出展団体を募集し、多くの方々にご応募いただきました本大会。
会場の広さにも限界があり、すべての方にご出展いただくことはできませ
んでしたが、出展者の皆さんや本大会の実行委員、高校生運営委員
の皆さんなど科学館職員以外にも、多くの関係者が関わり、創り上げて
きました。当日はボランティアのる・く・るナビゲーターや博物館実習生
の皆さんなども加わり、一丸となって科学の祭典を盛り上げました。来
場者の皆さんにも、科学の楽しさの一端が伝わっていましたら幸いです。
　夏が終わり、秋を感じられるようになりまし
たが、静岡科学館では毎月、様々な科学イ
ベントを開催しています。科学が好きな人も、
苦手だと感じている人も、新しい科学体験を
探して、科学の虜になってください。静岡科
学館る・く・るでお待ちしています。

静岡県中部エリアを代表する学校、科学館、博物館などがる・く・るに集合！
実験や工作を楽しもう！

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！
私たちの体には大きな「大気圧」という力がかかっていますが、普段の生活の
中ではほとんど意識することがありません。大気圧の存在や、その力のすごさを
楽しく分かりやすく紹介します。

 このイベントでは、「科学」を通じて、静岡県
中部5市2町（静岡市、島田市、焼津市、牧之
原市、藤枝市、吉田町、川根本町）が協力・連
携します。

日時：10：00 ～ 15：30受付　※12：00 ～ 13：00は休憩
会場：9階 企画展示室
出展：ふじのくに地球環境史ミュージアム、ディスカバリーパーク焼津 天文科学館、

藤枝市教育委員会、奥大井音戯の郷、島田市博物館、静岡市立高等学校 科学部、
静岡県立静岡農業高等学校 いきものがかり、静岡県立清水東高等学校 自然

　　　科学部 化学班、静岡県立清水南高等学校 自然科学部、静岡県立榛原高等学校、
学校法人静岡理工科大学 静岡北中学校・高等学校、吉田町立吉田中学校 
科学部、しずおか科学コミュニケーター倶楽部

主催：静岡市
企画・制作：（公財）静岡市文化振興財団

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

11/
23 土

11/
2 土 3 日

「しずおか中部連携中枢都市圏ビジョン」登載事業　サイエンスキッズ育成事業

サイエンスショー

あつまれ！ ふしぎひろば

☆静岡県中部4市2町に在住・通学の小・中学生は、10月に発行される「あつまれ！ふしぎひろば」
　のチラシを持参すると、当日の入館料が無料になります。

「空気って力持ち？大気圧パワー !!」



静岡科学館 る ・ く ・ る

※都合により内容を変更する場合があります。
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〒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

●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：11月12日（火）、26日（火）

教科書に載っていないような『実はね…』という科学ネタを紹介します。
今回のテーマは「絶滅動物」。恐竜など絶滅した生き物はどのような姿で歩いていたのでしょうか？
バラバラの状態で見つかる化石の骨から、 どのように正しい姿へ復元し、行動を想像するのか、
研究成果を踏まえて紹介します。

科学技術高校で製作した電動カートの展示実演やプログラム体験などを行います。
また、科学技術高校の校舎模型も展示し、学習成果の発表を行います。

要予約

日時：13：00 ～ 15：00
会場：8階 創作ルーム
講師：名古屋大学博物館 講師 藤原慎一さん
定員：30人
申込方法：10/6（日）9:30 ～　静岡科学館（054-284-6960）へ電話申込（申込順）

日時：13：30 ～ 15：30受付
会場：8階 ワークショップスペース
講師：静岡県立科学技術高等学校

11/
17 日

11/
9 土

科学茶房

サイエンス玉手箱

絶滅動物カフェ「恐竜の姿と歩き方を復元する」

「電子技術を楽しもう」

バラバラの状態で見つかる化石の骨から、 どのように正しい姿へ復元し、行動を想像するのか、

申込方法：10/6（日）9:30 ～　静岡科学館（054-284-6960）へ電話申込（申込順）
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静岡市美術館
〒420-0852　静岡市葵区紺屋町17-1　葵タワー3階　TEL.054-273-1515　　URL.http://www.shizubi.jp/

●開館時間／10：00～19：00（展示室入場は閉館30分前まで）　●休館日／月曜日（祝日の場合は開館、翌平日休館）、年末年始
●アクセス／JR静岡駅北口より地下道を利用して徒歩3分。

※都合により内容を変更する場合があります。
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講演会 「芸術都市バルセロナの変容：アイデンティティの探求と前衛美術」

「奇蹟の芸術都市バルセロナ展」ミュージアム・コンサート

日　時：11月23日（土・祝）14：00－15：30（開場13：30）　　講　師：木下 亮氏（本展監修者、昭和女子大学教授） 
会　場：静岡市美術館　多目的室　　参加料：無料　　定　員：70 名（応募多数の場合は抽選）
申込締切：11月7日（木）必着　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。
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。

日　時：11月17日（日）14：00 開演　（開場13：30）
会　場：静岡市美術館　多目的室　参加料：1,000 円（全自由、チケット制）
※ 6月15日（土）より静岡市美術館受付および静岡音楽館AOI受付にて販売中（定員になり次第販売終了）
※静岡市美術館ではお電話での予約はできません。予約ご希望の場合は静岡音楽館AOIまでお問合せください。
※未就学児入場不可
出演：生駒宗煌（チェロ）、木村理沙（ピアノ）
曲目：カタルーニャ民謡〈鳥の歌〉（P. カザルス 編）、I.アルベニス：マヨルカ（舟歌）op.202　ほか
主催：静岡音楽館AOI（TEL：054-251-2200）　共催：静岡市美術館

※イベントの詳細、その他の会場情報は、本誌14ページまたは
めぐるりアート静岡ホームページ（http://megururi.net）をご覧ください。

静岡市美術館 エントランスホール 東静岡アート＆スポーツ / ヒロバ

会期︰2019年10月22日（火・祝）～11月10日（日）※月曜休館
　　　  ＊東静岡アート&スポーツ／ヒロバのみ　10月19日（土）から

アーティストトーク
10月26日（土）
11：00 ～ 11：30

観覧無料

①『創造と神秘のサグラダ・ファミリア』

11月30日（土）
14：00－（開場13：30）

（監督：ステファン・ハウプト/2012年/スイス/94分）

12月1日（日）
14：00－（開場13：30）

（監督：ヴィム・ヴェンダース、ミハエル・グラウガー、マイケル・
マドセン、ロバート・レッドフォード、マルグレート・オリン、カリ
ム・アイノズ /2014年/ドイツ、デンマーク、ノルウェー、オースト
リア、フランス、アメリカ、日本/165分）

②『もしも建物が話せたら』

①②いずれも
会場：静岡市美術館　多目的室　※簡易の映像設備での上映になります。
参加料：500円（チケット制）　チケット販売：10月29日（火）より静岡市美術館受付にて販売（定員になり次第販売終了）
定員：各回70名　　企画協力：（株）サールナートホール

小左誠一郎
（おさせいいちろう／画家／ 1985年 静岡県生まれ／焼津市在住）
小左誠一郎は、抽象画を描いている。ぶっきら棒に何本かの線が引かれ
た画面は、素っ気ない。しかしその、たどたどしいような線で、色数す
くなく描かれた、絵とも呼べないような絵に、なぜか惹きつけられる。
塗り残されたような、余白。永遠の未完成。そこには絵というものの不
思議さがある。この春、東京から静岡に戻り、自分の手で改装したアト
リエで描いた新作も展示される。

岩野勝人
（いわのまさひと／彫刻家／ 1961年 徳島県生まれ／京都府在住）
“キリン”や“ゴリラ”のいる「コンテナ・アートベース」。今年は、
彫刻家・岩野勝人が、子どもから大人まで、みんなで“雲”を描い
て大きな“雲の群れ”をつくったり、ヒロバの丘を色鮮やかな富士
山につくりかえたり、“アートの秘密基地”でしか出来ない、体をつ
かった本格的な造形ワークショップを開催する。真っ赤な《メンタル・
チェア》に加えて、鉄の彫刻《青いひと》も新たにお目見えする。

作品設置「青いひと 鉄塊」
10月19日（土） 13：00 ～ 17：00
子どもと大人の造形ワークショップ１
平面から立体へ「くもならべ」
10月20日（日）13：00 ～ 16：00
岩野勝人×和泉誠
子どもと大人の造形ワークショップ2  
五感を使って「色とカタチと空間、そして光」
11月3日（日・祝）・11月4日（月・休） 
※詳細 P14
アーティストトーク
11月3日（日・祝） 13：00 ～ 13：30

Shizubi シネマアワー vol.25「もっと知りたい建築の世界」

生駒宗煌（チェロ） 木村理沙（ピアノ）

残券
僅少

小左誠一郎《Saturn》2019 岩野勝人《コンテナ・アートベース》2017

ⓒFontana Film GmbH, 2012 ⓒWim Wenders

静 岡・音 楽 館 × 科 学 館 × 美 術 館 共 同 事 業
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※都合により内容を変更する場合があります。

11月2日（土）・3日（日・祝）

静岡市民文化会館　中ホール　舞台上特設会場

前売（税込、全自由）　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

両日とも 13:00開演　17:00開演
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

日　　時

会　　場

出　　演

料　　金

チケット取り扱い

女たちの祭り、無制限満開！
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」！
2019年春の初演大評判を受け！ 再演決定！ 新演出バージョンアップで登場！
静岡ゆかりのテーマを静岡ゆかりの演出家、脚本家、役者が奏でる！ 贅沢ダブルキャストで上演決定！
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！
女パワー全放射！ 女が進む未来を遮るモノを全力排除！ すべての静岡女子の生き様に明かりを照らす！
さらにオープニングアクトに！ 静岡在住の人生ベテランチーム「フォーエバードリーマーズ」！
静岡在住の障がい者チーム「ファンキーノーボーダーズ」を迎え！
静岡市が推進する「ON STAGE SHIZUOKA」を超応援！
完全静岡オリジナル！ 演劇×ダンス×殺陣×映像の！
超満足エンターテイメント舞台劇！ ホントにホントに絶対必見！
バイバイ、星に願っていただけのワタシ。

※開場は開演の30分前

　  　

ンポ良く、スパイスの効いた会話劇を書き上げました。
　もちろん、作品本編の演者チームも強い意識で臨んでいます。
男性8人「エイトビート」は、広島、長崎に続く被爆被害として記憶
される静岡戦後史「第五福竜丸事件」に絡めた「FIVE STAR」
に主演。考え方や立場の違いを乗り越え、男たちは共にどのよう
な希望を掴めるのか、掛け合いの緊張感は稽古を重ねる度に高
まっています。また女性演劇集団「ハイポジション」も、「Shine a 
Light」再演に挑戦します。一度演じた作品だからこそ、レベルアッ
プが当然―というプレッシャーが付いて回ります。女性たちの生き
様を燦然と照らそうと構想された本作、演じる彼女らの輝きはどこ
まで高まるでしょうか？ 更に彼ら、彼女らは今回、オープニングア
クト各クラスのワークに際し、演出や振り付けのアシスタントとして、
参加者らの役作りや、ダンスの仕上げ等のサポートにも活躍してい
ます。「皆で素晴らしい舞台を創りたい」。同じ目線で、80人余の
参加者がそれぞれの挑戦を続けているのです。
　バリアフリーや、参加される皆さんの活動の拡がりなど、事業の
組み立てとしても挑戦の多い今期の秋公演。どなたにも楽しんで
いただける舞台になるはずです。ぜひ、客席においでください！

　前回のコラムで、静岡市「まちは劇場推進事業」の一環で
取り組む演劇ワークショップに、初めて、障がいをお持ちの方
のクラス「ファンキーノーボーダーズ」を募集したことをご紹介し
ました。彼らが出演する舞台「FIVE STAR」（10月5日、6日）、
「Shine a Light」（11月2日、3日）の公演がいよいよ迫ってきま
した。
　しかし、この舞台に関わる市民は彼らだけではありません。
同ワークショップには、更に2クラス「フレッシュビギナーズ」（高校
生～ 30代の皆さん）、「フォーエバードリーマーズ」（40代以上の
皆さん）が出演し、総勢約60人が分担してオープニングアクトを
演じます。中には、人生で初めて舞台スポットを浴びる方も！ そ
して彼らの台本は、当館作品への出演経験を持つ若手ふたり
が手掛けた完全オリジナル短編です。ワークの時間を共有して
参加者一人ひとりを見つめ、「当て書き」に近い組み立てで、テ

それぞれの挑戦

静岡発！ 再演決定!!

静岡市民文化会館　主事補 小澤 拓真

photo：鈴木元気2019年3月初演より



静岡市民文化会館
〒420-0856　静岡市葵区駿府町2-90　TEL.054-251-3751　FAX.054-251-9219　URL.http://www.scch.shizuoka-city.or.jp/

●開館時間／9：00～21：30　●休館日／月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始　●有料駐車場有り（246台収容・30分毎100円）
●アクセス／JR静岡駅北口より、バス（5番、6番乗り場）で「市民文化会館入口」下車徒歩3分、タクシーで約10分程度。

※都合により内容を変更する場合があります。
8

大道芸ワールドカップin静岡2019　プレミアムステージ 「ワールドショーケース」/「プレミアムナイトショウ」/「ワールドカップ」/「プレミアムショーケース」/「ファイナルステージ」 主   大道芸ワールドカップ実行委員会
問   054-205-9840大ホール それぞれの開演時間、入場料は大道芸ワールドカップ実行委員会へお問合せください。

オリジナル舞台公演「Shine a Light」 主   静岡市
問   054-251-3751 静岡市民文化会館中ホール 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

9 土
日医工presents 葉加瀬太郎 コンサートツアー 2019 主   サンデーフォークプロモーション

問   054-284-9999大ホール（15:30）16:00～18:30　指定席：8,250円

10 日
第15回静岡市芸術祭 静岡市民バンドコンセール・リベルテ第67回定期演奏会 主   静岡市文化協会

問   090-8457-9284
　   静岡市民バンドコンセール・リベルテ 野村大ホール（13:45）14:30～16:30　自由席：一般1,000円、中高生800円

10 日
第15回静岡市芸術祭 第29回静岡太鼓フェスティバル わのこころ 主   静岡市文化協会

問   054-259-4930 静岡太鼓連盟（青山）中ホール（13:00）13:30～16:00　自由席：大人1,000円、高校生以下500円

劇団四季ミュージカル 「エビータ」 主   静岡新聞社・静岡放送／劇団四季／静岡市民文化会館
問   0570-008-110 劇団四季静岡オフィス大ホール 11/12（18:00）18:30～　11/13（18:00）18:30～　11/14（13:00）13:30～　11/16（12:30）13:00～　指定席：S席8,800円、

A席6,600円、B席3,300円　※公演当日3歳以上有料。3歳未満入場不可。

静岡市民劇場第421回例会 劇団青年座『からゆきさん』鑑賞会 主   NPO法人 静岡市民劇場
問   054-253-6839中ホール 11/15（18:00）18:30～21:20　11/16（12:30）13:00～15:50　会員のみ

17 日
第15回静岡市芸術祭 静岡市バレエ連盟合同公演 主   静岡市文化協会

問   054-289-5607 静岡市バレエ連盟 （梶田）大ホール（15:00）15:30～17:00　無料

20 水
令和元年度 静岡市民生委員児童委員協議会表彰大会 主   静岡市民生委員児童委員協議会

問   054-254-5232
　   静岡市民生委員児童委員協議会事務局大ホール（12:00）13:00～16:00　無料

22 金
横内幼稚園発表会 主   学校法人 勢至学園 横内幼稚園

問   054-245-1133大ホール（9:00）9:00～11:20　関係者のみ

23 土
BOYS AND MEN ホールツアー 「ボイメン劇場～令和旗揚げ公演～」 主   サンデーフォークプロモーション

問   054-284-9999大ホール（13:00）14:00～16:00　（17:30）18:30～20:30　指定席：7,560円（10/1からは7,700円）

24 日
清水翔太 全国ツアー 主   サンデーフォークプロモーション

問   054-284-9999大ホール（16:00）17:00～19:00　指定席：6,200円

27 水
東京スカパラダイスオーケストラ 30th Anniversary Hall Tour 2019-20 「TOKYO SKA 30 ～ズレたままハジキ飛ばしていこう～」 主   株式会社 ジェイルハウス

問   052-936-6041中ホール（17:45）18:30～20:30（予定）　指定席：6,500円

28 木
セキスイハイム presents 辻井伸行 音楽と絵画コンサート 《印象派》 主   Daiichi-TV／イーストン／静岡市民文化会館

問   055-931-8999 イーストン大ホール（17:45）18:30～　指定席：S席8,500円、A席7,500円

28 木
HY 20th Anniversary RAINBOW TOUR 2019-2020 主   株式会社 ジェイルハウス

問   052-936-6041中ホール（17:30）18:30～21:00　指定席：6,600円

29 金
静鉄グループ創立100周年記念スペシャルコンサート「静響POPS!」＜May J.出演＞ 主   特定非営利活動法人静岡交響楽団

問   054-203-6578大ホール（18:00）19:00～21:00　指定席：3,000円 ※事前応募制

静岡駿府ライオンズクラブ 「第11回5才児夢の絵画展」 主   静岡駿府ライオンズクラブ
問   054-272-8781
　　静岡駿府ライオンズクラブ 事務局B展示室 10:00～16:30　（最終日は14:00まで）　表彰式のみ大会議室　11/17（12:30）13:00～14:00　無料

心の健康フェア2019 第41回ハートフルアート展 主   静岡県精神保健福祉協会
問   054-202-1220A展示室 9:30～16:00　最終日は13:00まで　講演会のみ大会議室　11/21（12:30）13:15～14:30　無料

23 土
Community Dance Showcase Vol.5 主   ダンスプラス

問   090-4859-3682 ダンスプラス 佐野A展示室（16:00）16:30～18:30（予定）　無料

第65回静岡県高等学校書作展＜中部地区＞ 主   静岡県高等学校文化連盟 書道専門部
問   054-209-2431 静岡中央高校 外山B・C展示室 10:00～17:00　最終日は13:00まで　無料

第38回 富士山学生書写書道展 主   毎日新聞社・富士山学生書写書道展運営委員会
問   054-254-2671
　　富士山学生書写書道展事務局（毎日新聞静岡支局内）A展示室 10:00～17:00　最終日は15:00まで　表彰式のみ大会議室　12/1（9:40）10:00～11:30　無料

展示室 A・B・C

11月 問主 …主催 …お問合せ

4 月1 金

3 日2 土

16 土12 火

16 土15 金

17 日13 水

21 木15 金

休

祝

祝

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

祝

1 日

1 日

29 金

30 土

12/

12/
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フレンチ・レストランMIKUNI SHIMIZUで室内楽が楽しめます。

篠原拓也 長房 泉

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

11月16日（土）コンサート　18:00～18:30
ディナー　　18:30～20:30

会　場︰フレンチ・レストラン　MIKUNI　SHIMIZU（フェルケール博物館　横）
出　演︰オーボエ二重奏／篠原拓也、長房　泉（静岡交響楽団）
料　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
申込み︰9月11日（水）より電話受付　ミクニ　シミズ　TEL054-355-3920（受付時間10:00〜20:00　火曜休）
曲　目︰W.A.モーツァルト:歌劇《フィガロの結婚》K.492より〈恋とはどんなものかしら〉
	 E.ディ・カプア、A.マッツッキ:ナポリ民謡〈オー・ソレ・ミオ〉（私の太陽）
	 アイルランド民謡〈ロンドンデリーの歌〉ほか

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）

〒424-0823　静岡市清水区島崎町214　TEL.054-353-8885　FAX.054-353-8111　URL.https://www.marinart.jp/
●開館時間／9：00～22：00　●休館日／毎週月曜（祝日の場合はその翌平日）、年末年始※その他、臨時に休館することがあります。

●駐車場はありませんので、隣接の清水駅東口駐車場、日の出パーキング等、周辺の駐車場をご利用ください。（有料）
●アクセス／JR清水駅 みなと口（東口）より徒歩3分（清水駅自由通路直結）、静岡鉄道 新清水駅より徒歩10分、東名清水インターより自動車で約10分。

静岡市清水文化会館マリナート

11月 問主 …主催 …お問合せ

2 土
第15回静岡市芸術祭　劇団清見潟第24回公演 「くみひも」 主   静岡市文化協会

問   054-346-7695 劇団清見潟（渥美）大ホール （14:00）14:30～16:00　前売1,000円　当日1,100円

2 土
清水区民 民踊大会 主   清水レクリエーション協会民踊部

問   054-364-5294（柴田）小ホール （9:30）10:00～15:30　自由席　無料　※要整理券

3 日
子どものための演奏会 主   清水フィルハーモニー管弦楽団

問   070-5462-9144　　　　　　大ホール （13:00）14:30～15:30　一般1,500円　※中学生以下無料

6 水
年末調整等説明会 主   清水税務署

問   054-366-4161大ホール （9:30）10:00～16:00（予定）　自由席　無料

9 土
WARASHお笑い大進撃　静岡決戦　清水の陣 主   WARASHプランニング

問   03-6380-1075（平日10：00～18：00）大ホール ①（12:00）12:30～14:30　②（15:00）15:30～17:30　指定席　前売3,800円　当日4,300円

9 土
第25回しみず寄席 主   清水落語王国

問   054-351-0511  ㈱ベイプレイスセンター内小ホール （18:30）19:00～21:00　自由席　2,000円

10 日
第15回静岡市芸術祭　藝道大会 主   静岡市文化協会

問   054-334-7755 静岡市藝道連盟（駿河）大ホール （11:30）12:00～17:00　無料

14 木
サンドロ・クトゥレーロpresents 超絶！ヤヴォルカイ兄弟のピアノ三重奏 主   静岡放送事業部

問   054-281-9010 （平日9：00～17：00）大ホール （18:00）18:30　指定席　3,900円

16 土
静岡交響楽団　第91回定期演奏会 主   特定非営利活動法人静岡交響楽団

問   054-203-6578（平日10：00～17：00）大ホール （13:00）14:00　指定席　前売A席4,500円　B席3,500円　B席学生1,500円 ／ 当日A席5,000円　B席4,000円　B席学生1,500円

17 日
親子まんが映画会 主   ㈱エムアイ企画

問   03-6383-4451大ホール （9:30）10:00～11:30　自由席　900円　※当日券のみ

19 火
静岡市立小・中学校　音楽学習交流会 主   静岡市立小・中学音楽学習交流会実行委員会

問   054-347-2861大ホール 未定　自由席　無料

21 木
令和元年度　技能士の表彰 主   一般社団法人 静岡県技能士連合会

問   054-346-9361小ホール （13:00）14:00～16:00（予定）　自由席（※一部指定席）　無料

22 金
　　　　　　　　　　 プレミアムフライデープラスコンサート 主   静岡市清水文化会館マリナート

問   054-353-8885小ホール （18:00）18:30　自由席　無料　※要整理券

23 土
第25期しみずかがやき塾　第6回講座 主   しみずかがやき塾

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

23 土
第6回コンセール・リースリング演奏会 主   コンセール・リースリング

問   054-345-5299（青木）小ホール （13:30）14:00～16:00　自由席　1,000円

24 日
2019年度ピティナ・ピアノステップ清水地区 主   全日本ピアノ指導者協会　静岡支部（すみやグッディSBS通り店）

問   054-282-3911小ホール （9:30）10:00～16:30　関係者のみ

28 木
第62回日本平幼稚園　園児生活発表会 主   学校法人藤原学園　日本平幼稚園

問   054-334-5281大ホール （9:30）10:00～14:30　関係者のみ

29 金
若竹幼稚園　生活発表会　おゆうぎ会 主   学校法人補陀学園　若竹幼稚園

問   054-367-1696大ホール （9:00）9:30～13:00　自由席　無料

30 土
上原ひろみ　JAPAN TOUR 2019 “SPECTRUM” 主   サンデーフォークプロモーション

問   054-284-9999大ホール （16:00）17:00　S席7,100円　A席6,070円

30 土
ＭＥＫクリスマスコンサート

主   MEKイングリッシュプリスクール
小ホール （9:20） 9:30～11:30　関係者のみ

令和元年度静岡県高等学校総合文化祭（美術・工芸部門）第67回静岡県高等学校美術・工芸展 令和元年度第35回中部展 主   静岡県教育委員会/静岡県高等学校文化連盟
問   054-334-0431（清水南高校）全面 9：00～17：00（最終日は15：00まで）　無料

第20回　東海大学静岡地区美術展 主   学校法人 東海大学
問   054-334-0412D 9：00～17：00　無料

6rooms  -6通りの帰省展-
主   にわか雨

A・B 11：00～19：00（※最終日は17：00まで）　当日券300円

ギャラリー A・B・C・D

祝

祝

祝

休4 月1 金

24 日20 水

〜

〜

〜 1 日27 水
12/
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静岡市生涯学習センター講座情報 URL.https://sgc.shizuokacity.jp/
【往復ハガキ】
締切日までに、往復ハガキに講座名、住所、参加者全員の氏名、電話番号、返信用宛名を記入し、各生涯学習センターへお送りください。（多数抽選）

【ホームページ】
締切日までに、ホームページ申込フォーム（https://sgc.shizuokacity.jp/）にて必要事項を入力してお申し込みください。（多数抽選）

   …往復ハガキ申込  　   …電話申込

 …ホームページ申込  　    …直接会場へ
マークの

見方
申 込
方 法

葵生涯学習センター（アイセル21）

11/22（金）、12/6（金）
19:00～21:00

気軽に作る
季節料理
（全2回）

身近な食材を使用し、簡単で
季節のイベントにぴったりの調
理実習を行います。

20 ～ 40代の方16人 1人1,000円 11/4（月・休)必着・
1枚2人

11/24（日）
14:00開演(13:30開場)

「静岡の名手たち」による
ファミリーコンサート

（全1回）

未就学児から大人まで楽しめ
るファミリーコンサートです。

どなたでも 1人500円
(未就学児同額)

詳しくはお問合せくだ
さい

11/30（土）～
20202/15（土）

※詳細はお問合せください

学習支援指導者
養成講座
（全6回）

学習支援活動をはじめたいと
考えている方を対象に講座を
行います。

15人 無料
11/11(月)必着
※志望動機、どんな活
動をしたいか備考に
記入

12/8（日）
10:00～13:00

皆で体験！
防災ごはん
（全1回）

災害時を想定し、みんなで一緒
に料理を作ってみませんか。

小学生と保護者
8組 1組500円 11/10(日)必着・年齢も

記入

西部生涯学習センター

11/29（金）～12/1（日）
9:30～17:00

※初日は11:00～、
最終日は13:00まで

古本リサイクル市
（全3回）

古本を持参したり、持ち帰った
りする古本交換市です。

どなたでも 無料
当日、直接会場へ

12/15（日）
13:00～15:00

「マークでビンゴ」
楽しく学ぼう温暖化

（全1回）

温暖化を防ぐために自分がで
きることを親子で楽しく学びま
す。

小学4 ～ 6年生と
その保護者

20組40人
無料 11/12(火)、10:00 ～ ･

申込順

1/15（水）
13:30～15:30

シニア向けスマホ
防災教室 Android

（全1回）

スマートフォンで災害対策アプ
リより「災害用伝言板」の体験
サービス等を活用して、防災対
策を学びます。

スマホの購入を検討
している、お おむ ね
60 ～ 70歳の方20人

無料
12/9(月)必着･1人1枚

東部生涯学習センター

11/17（日）
9:30～20:30

東部ふれあいまつり
（全1回）

東部生涯学習センターを利用し
ている団体の発表会や展示等
を行います。

どなたでも
無料

（一部体験は
有料） 当日、直接会場へ

11/17（日）
13:00～14:30

多面体の冬の
オーナメントをつくろう！

（全1回）

正三角形にしたストローを組み
合わせ、多面体のオーナメント
を作ります。

どなたでも 無料
当日、直接会場へ

11/30（土）
10:00～12:00

※雨天時12/1（日）

おさんぽ観察会
スペシャル
（全1回）

麻機遊水地で自然観察とリー
ス作りをします。※あさはた緑
地（葵区赤松）集合、浅畑緑地

（葵区野丈）解散

どなたでも20人
（小学生以下
保護者同伴）

1人200円 11/5(火)、14:00 ～・
申込順

12/3（火）
10:00～11:30

子どもとSNSとの
上手な付き合い方

（全1回）

SNSを通じたコミュニケーショ
ンについて考え、子どもがSNS
と上手に付き合う方法を学び
ます。

小・中学生の保護者
20人 無料 11/13(水)、14:00 ～・

申込順

北部生涯学習センター

12/6（金）、13（金）
10:00～13:00

※初回は10:00～12:00

食と文化の世界紀行
～韓国編～
（全2回）

韓国の食文化を学びます。韓
国料理の調理を体験してみま
しょう。

12人 1人1,000円
11/18(月)必着・1枚1人

12/11（水）
10:00～11:30

あなたを狙う悪徳商法
～手口と対策～

（全1回）

悪徳商法から身を守るための
対策を静岡市の消費生活セン
ターが解説します。

30人 無料 11/15(金)、10:00 ～・
申込順

日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法
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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
11/30（土）、12/7（土）

10:00～11:30
20201/12（日）
10:30～11:30

おりがみであそぼう！
（全3回）

地域のおりがみ名人たちから様々な
おりがみを学びます。3回目は服織児
童館（葵区羽鳥6丁目）で、｢わいわい！
おりがみ交流会｣ を開催します。

小学生15人 無料 11/2(土)、10:00 ～・
申込順

12/10（火）、11（水）
13:30～16:00

おかんじゃけで
正月飾りを作ろう

（全2回）

藁科地域の郷土玩具 ｢おかん
じゃけ｣ を作り、お正月飾りに
仕上げます。

15人 1人1,200円 11/5(火)、10:00 ～・
申込順

12/14（土）
10:00～12:00

クリスマス
おたのしみ会
（全1回）

クリスマスに関連した絵本の読
み聞かせと手遊びなどを行い
ます。

小学生以下50人
（未就学児は保護者

同伴）
無料

　電話または
直接来館。藁科図書館

（054-278-4100） へ11/10(日)、
10:00 ～・申込順

12/20（金）
14:00～16:00

コミュニケーションを
点検しよう！
（全1回）

若者や学生を対象に、話し方
や聞き方、質問の仕方などを
実践的に学びます。

中学生以上15人 無料 11/25(月)必着・年齢、
性別の記入・1枚2人ま
で・多数抽選

12/22（日）
13:30～15:00（開場13:00）

クリスマスコンサート
inわらしな
（全1回）

NPO法 人 静 岡 県 オー ケストラス
クールの演奏を楽しむ、クリスマ
スのお楽しみコンサートです。どな
たでもお気軽にご参加ください。

100人 無料 11/17(日)、10:00 ～・
申込順、※1コール4人
まで

12/25（水）、26（木）
10:30～12:00

英語体験
ALTとあそぼう
（全2回）

ALT（外国語指導助手）と交流
し、英語の学習をします。

小学3 ～ 4年生30人 無料 11/20(水)、10:00 ～・
申込順

西奈生涯学習センター（リンク西奈）

11/16（土）、17（日）
10:00～16:00

にしな文化祭
（全1回）

カラオケ、楽器演奏、ダンス等の
ステージ発表、絵画等の作品展示、
各種体験講座を実施し、利用団体
の日頃の活動成果を発表します。

どなたでも 無料（一部
体験は有料） 当日、直接会場へ

11/30（土）
14:00～15:45

語って伝えよう
～静岡の史話・伝説～

（全1回）

静岡にまつわる史話などを津
軽三味線の弾き語りと語り部
たちによる語りで鑑賞します。

130人 無料 11/2(土)、10:00 ～・
申込順

12/7（土）
14:00～15:00

にしな
ウインターコンサート

（全1回）

常葉大学吹奏楽部WSEによる
コンサートを開催します。

100人 無料 11/9(土)、10:00 ～・
申込順

12/8（日）、15（日）、22（日）
13:30～15:30

リハビリ専門家の
体操教室
（全3回）

自宅で無理なく続けられるスト
レッチや体幹運動を学びます。

60歳以上20人 1人500円 11/10(日)、13:00 ～・
申込順

12/3（火）、10（火）、17（火）
10:00～13:00

簡単で美味！クリスマス
ケーキとおせち
（全3回）

忙しい季節にぱっとできる簡単
で美味しいクリスマス料理とお
せち料理を作ります。

16人 1人2,000円 11/5(火)、10:00 ～・
申込順

12/15（日）、22（日）、
20201/12（日）
10:00～12:00

めざせ！コマ回し名人
（全3回）

コマの回し方から簡単な技ま
でを学ぶ初心者向けの講座で
す。

小学生20人 1人500円 11/19(火)、10:00 ～・
申込順

12/18（水）
10:00～12:00

手作りしめ縄飾り
（全1回）

正月飾りの1つであるしめ縄飾
りを作ります。

成人15人 1人500円 11/20(水)、10:00 ～・
申込順

南部生涯学習センター

11/21（木）
10:00～12:00

学ぼう！
「キャッシュレス決済」

（全1回）

キャッシュレス決済のしくみや
使い方、使用上の注意点など
を学びます。

成人30人 無料 10/24(木)、10:00 ～・
申込順

11/23（土・祝）
10：00～14：00

参加して楽しむ
健康フェスタ
（全1回）

健 康 測 定、生 活 習 慣 チェック、
相談コーナーなど。場所：静岡
市地域福祉共生センターみなく
る（南部図書館2階）

どなたでも 無料
当日、直接会場へ

12/5（木）、12（木）、19（木）
10:00～12:00

災害発生！
その時あなたにできること

（全3回）

災害が発生した際に役立つ考
え方や技術を、ワークショップ
を通じて学びます。

20人 無料 11/14(木)、10:00 ～・
申込順

大里生涯学習センター

11/29(金)
10:00～11:30

子育て講演
「言葉を育む関りのヒント」

（全1回）

子どもの心や発達について、子
どもとのかかわり方、遊びに
ついての育児のポイントを学び
ます。

生後3ヶ月～ 12ヶ月
までの子を持つ保護

者等20人
無料 11/1(金)、13:00 ～・

申込順

11/30(土)、12/14(土)、22(日)
10:00～12:00

(2回目は9:00～12:00)

カルタでめぐる
大里探訪
（全3回）

大里地域を紹介した「大里カル
タ」を使って、地域の歴史と魅
力を学び、講師と一緒にウォー
キングしながらめぐります。

20人 1人1,000円 11/1(金)、10:00 ～・
申込順

12/8(日)
14:00～16:00

昭和フォークライブ
（全1回）

昭和の良き時代の名曲をワン
コインで楽しむ、大人の方向
けのコンサートです。

成人150人 1人500円 11/13(水)、10:00 ～・
申込順

長田生涯学習センター
12/3～3/10の火曜日

① 9:45～10:30
②10:45～11:30

冬の親子で
リトミックあそび
（各全11回）

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歳8 ヶ月～ 3歳まで
の子とその保護者

（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
11/26(火)、
10:00 ～ 10:15、
多数抽選

12/8（日）
13:30～16:00

リーディング・カフェ
「グリム童話」
（全1回）

お茶を片手に俳優ナビゲートの
もと、演劇台本の読み合わせ
を体験します。

小学生以上20人
（小学生は保護者

同伴）
1人500円 11/17(日)、10:00 ～・

申込順

12/15（日）
13:30～14:30

（開場は13:00）

おさだ
クリスマスコンサート

（全1回）

静岡市民バンド コンセール・リ
ベルテによる、子どもから大人ま
で楽しめるクリスマスコンサート
です。

140人（小学生以下は
保護者同伴） 無料 11/24(日)、13:00 ～・

申込順

12/22（日）
10:00～11:15　

お正月の
しめ縄飾りづくり

（全1回）

昔ながらのしめ縄飾りづくりに
挑戦します。

中学生以上30人 1人500円 12/1(日)、10:00 ～・
申込順
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11/8（金）
①13:30～14:30　②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室⑮

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）

11/29（金）
①13:30～14:30　②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室⑯

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）

申込方法：    11/1（金）10:00～電話で健康文化交流館「来・て・こ」（202-4300）へお申し込みください（申込順）

日　時 コース 内　容 対　象 会　費

① 1/15～2/19
水曜日10：00～12：00

ワード入門 （全6回） Win10 3,700円

② 1/15～3/4
水曜日19：00～21：00

ワード中級 （全8回） Win10 4,800円

③ 1/20～2/17
月曜日10：00～12：00

はじめてのエクセル （全5回） Win10 3,000円

④ 1/20～2/24
月曜日19：00～21：00

エクセル入門 （全6回） Win10 3,700円

⑤ 1/14～3/10
火曜日19：00～21：00

エクセル中級 （全8回） 2/11（火・祝） Win10 4,800円

⑥ 1/16～2/13
木曜日13：30～15：30

パワーポイント入門 （全5回） Win10 3,000円

⑦ 1/17～2/21
金曜日19：00～21：00

プレゼンテーション入門 （全6回） Win10 3,700円

申込方法：    11/26（火）必着・年齢も記入・多数抽選　〒422-8021 静岡市駿河区小鹿二丁目25番45号  電話202-4300

南部勤労者福祉センター
❖パソコン講座　19歳以上または勤労者　各10人

日　時 パソコン講座 休 講 日 O S 会 費 ※テキスト代別途

　  　

店の店長となって運営を行う「こども10円商店街」という講座も同時開催して
おり、文字どおり「わいわい」という雰囲気にあふれた一日となっています。
　どのセンターまつりに参加しても感じることは、まつりを楽しみにしているの
は来場者だけでなく、団体の皆さまだということです。発表だけにとどまらず、
施設内の案内や駐車場整理、祭りの運営にも参加していただくなかで、「自
分たちでまつりを作るんだ！」と、意識を高めていらっしゃると思います。実
際、団体の方にお話を伺ってみると、毎年センターまつりに出ることを目標
に頑張っている、という方がいらっしゃいました。他の方からも、自分たちの
頑張りを見てもらえると嬉しい、励みになるという声や、普段の活動では交
流することのない他の団体とも仲良くなれるという感想がありました。
　これから秋の文化祭や他のおまつりも予定されています。アイセルわいわ
いまつりは来年、2月23日に開催予定となっておりますので、アイセルをはじめ、
お近くの生涯学習センターのセンターまつりへぜひ足をお運びください！

　市内葵区、駿河区に11施設ある生涯学習センターでは、各センターで
活動している生涯学習団体や地域の方 と々協力して、センターごと「セン
ターまつり」を開催しています。このセンターまつりは施設ごと特色があり、
地域の町内会の夏祭りとあわせて行う施設もあれば、複合施設という立
地を生かして保健センターや図書館、中学校とコラボしながら行う施設な
ど様々です。私の所属している葵生涯学習センターでは「アイセルわいわ
い祭り」という名前で、同じ施設内の静岡女性会館と、利用団体の皆さま
と、毎年全館をあげて開催しています。団体の皆さんによる熱意あふれ
るステージ発表や展示発表に加え、ここ数年は小学生が自分で考えたお

センターまつりにいこう！

葵生涯学習センター　主事補 村岡 すみれ

① 1/20～3/23
月曜日19：30～20：30

ズンバ月曜 （全10回） 3,500円

② 1/16～3/19
木曜日13：30～14：30

入門ヨガ木曜 （全10回） 3,500円

③ 1/14～3/24
火曜日19：30～20：30

ヨガ火曜 （全10回） 2/11（火・祝） 3,500円

④ 1/10～3/13
金曜日19：30～20：30

ヨガ金曜 （全10回） 3,500円

⑤ 1/16～3/19
木曜日19：30～20：30

入門エアロ木曜 （全10回） 2,000円

⑥ 1/11～3/14
土曜日10：30～11：30

初級エアロ土曜 （全10回） 2,000円

⑦ 1/15～3/18
水曜日19：30～20：30

中級エアロ水曜 （全10回） 2,000円

申込方法：    11/27（水）必着・年齢も記入・多数抽選　〒422-8021 静岡市駿河区小鹿二丁目25番45号  電話202-4300

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

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 美和分館（アカデ美和）

11/9(土)
10:00～14:00

美和ふれあいのつどい
～活動発表会～

（全1回）

美和地域で活動している各種
団体による芸能発表会です。

どなたでも 無料
当日、直接会場へ

11/10(日)
9:30～14:00

(最終入場13:30)

アカデ美和まつり
（全1回）

体験イベント、展示、お茶席
等を行います。

どなたでも
無料

(一部体験は
有料) 当日、直接会場へ

12/18(水)
13:15～15:30

高齢期の睡眠講座
（全1回）

常葉大学の青田安史教授を講師に招き、高
齢者と睡眠についての講義を実施します。
※「みのり大学美和学級」の公開講座です。

20人 無料 11/13(水)、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）
1/11～3/14
の第2・4土曜日
13:00～14:30

疲れを撃退！
～未病状態改善体操～

（全5回）

普段の生活の中で心身の状態
を把 握で きる体 操 を教 わり、
健康づくりに役立てます。

20 ～ 60代の方20人 1人1,000円 11/7(木)、10:00 ～・
申込順
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静岡市民ギャラリー ［催事カレンダー］
〒420-8602　静岡市葵区追手町5-1　静岡市役所静岡庁舎本館1階　TEL.054-221-1017
●開館時間／10：00～18：00（入館17：40まで）　●休館日／第3月曜日（祝日に当たる場合はその翌日）、年末年始、臨時休館あり
●駐車場はありませんので、公共の交通機関をご利用下さい。
●アクセス／ＪＲ静岡駅から徒歩10分　静鉄電車「新静岡駅」から徒歩5分　しずてつジャストラインバス「県庁・静岡市役所葵区役所」下車

15
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【ご利用についてのご注意】
●チケットに記載の日付または会期中に限り、1回ご利用いただけます。●チケットを提示されたご本人さまのみ有効です

（店舗によって異なる場合があります）。●チケットのご利用はお早めにお申出ください。●サービスの内容を予告なく変更
する場合がございます。あらかじめご了承ください。

静岡 チケットでスマイル 検索静 岡・音 楽 館 × 科 学 館 × 美 術 館 共 同 事 業

あのお店で、こんなおトクなサービスが‥‥  チケットでスマイル
静岡音楽館AOIが主催するコンサートのチケット、静岡科学館る・く・るの 
入館券、静岡市美術館の有料観覧券をご提示いただくと、それぞれの 
お店でサービスが受けられます。

1 庭のある珈琲の店「レザン」 2 スペイン･バスク料理「Las Tapas」
ドリンクメニュー20%off セットメニューは除く

チケットに記載の日付（期間）から1週間後まで1回限り有効 グラスワインサービス
TEL.054-253-7641　静岡市葵区常磐町1-7-9
8：30～19：00（L.O.18:30）、土12：00～19：00（L.O.18:30）、日曜日･祝日定休

TEL.054-253-1127　静岡市葵区紺屋町4-22 ソワールビル3F
平日・土18：00～23：00、日18：00～22：00、月曜日定休

3 静岡シネ・ギャラリー 4 ルモンドふじがや
鑑賞料200円割引（学生100円割引） ランチ

タイムグラスワインまたは ソフトドリンク50％off ディナー
タイム グラスワインまたは ソフトドリンク1  杯 サー ビス

TEL.054-250-0283　静岡市葵区御幸町11-14 サールナートホール3F
10：00～22：00

TEL.054-251-0066　静岡市葵区昭和町6-1チケット1枚で4名様までご利用いただけます。

11：30～14：00、17：30～22：00、月曜日定休

5 美容院 MODA（モダ） 6 三日月堂
10％off 500円以上お買上げのお客様は10％off
TEL.054-272-7600　静岡市葵区紺屋町11-12　山梨ビル1F
10:00～20:00、毎週月曜、第3火曜日定休

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

7 そば処 志ほ川 8 鉄板焼 湧登 you-to
50円引 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.054-285-6455　静岡市駿河区南町5-32
11：00～15：00、17：00～20：00、木曜日定休

TEL.054-284-5777　静岡市駿河区南町7-9
17：00～23：30、日曜日定休

9 入船鮨南店 10 英会話スクール BEELINE　　　　　　 地図に記載はありません。

アイスクリームサービス ランチ・宴会時を除く 入会金50%off（10,800円を5,400円に）
TEL.054-282-1158　静岡市駿河区南町6-6
11：00～22：30、火曜日定休

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）

11 ゆるり屋 二光 12 こまちや化粧品店
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 粗品進呈
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

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

13 ギター教室やまもと 14 路地裏韓居酒屋　韓唐韓
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 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.054-204-0880　静岡市葵区伝馬町8-11 4F
13：00～21：00、月・火曜日定休

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）

15 駿河呑喰処 のっち 16 海の幸、山の幸 海山
コース料理10％off（要予約） 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.054-253-5556　静岡市葵区七間町8-25 PISAビルⅡ4F
17：00～26：00、月曜日定休

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）

17 居酒屋 とんからり 18 しずおか巻き爪専門サロン Mana
おすすめ豚料理一品あげる☆ 巻き爪補正20％off、その他施術料10％off
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）

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

19 ビールのヨコタ 20 寿し割烹 八千代 寿し鐵　　　　　　 　 地図に記載はありません。

ビール1杯目を割引価格にて提供 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 特選駿河湾地魚1貫サービス チケットに記載の日付（期間）から1週間後まで

1回限り有効

静岡市葵区呉服町2-5-22 ソシアルカドデビル2F
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

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

21 ラッツァロッサ 22 Men's Beauty Salon Ochiai　　  　　地図に記載はありません。

10％off イヤーセラピーサービス
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.054-285-1823　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

23 KEI's ナチュラル・セラピー 24 四川料理・火鍋 躍飛
施術時間10分延長またはロミヘッド10分サービス 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.080-3077-4095　静岡市葵区鷹匠1丁目14-29 モアクレスト鷹匠4F 4D
10:00～最終受付18:00、火曜日定休

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

25 GROW STOCK 26 ワイン食堂 GAV　　　　　　　　　　　地図に記載はありません。

フライドポテトプレゼント 食事代10％off
TEL.054-293-9331　静岡市葵区紺屋町6-9 中ビル5F
17：00～25：00、日曜日定休

TEL.054-204-2023　静岡市葵区人宿町2-6-3 パラダイスビル1F
15：00～24：00、日曜日・第2月曜日定休



17

27 クラフトビアステーション 28 AOI BEER STAND
サンプルビール1杯プレゼント 試飲グラスでビール1杯プレゼント
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

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

29 馬場製菓合名会社　　　　　　　　　地図に記載はありません。 30 呑みや 闇よ棚
商品代金10％off ビール１杯目を割引価格にて提供
TEL.0120-528-225　静岡市葵区駿河町7-1
8：00～18：00、日曜日・祝日定休、土曜日不定休

静岡市葵区両替町1-6-10 M2ビル201
16:00～23:00、木曜日定休

31 アオイブリューイング ビアガラージ 　地図に記載はありません。 32 12
730円以下のグラスビールが500円（お一人様1杯のみ） クラフトビール1杯目100円引き
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

TEL.054-204-2707　静岡市葵区紺屋町7-14
16:00～24:00、月曜日定休

33 アオイブリューイング カフェ 34 TEN ROSEs（テンローズ）　　　　  地図に記載はありません。

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 店内商品10％off
TEL.054-270-7769　静岡市葵区黒金町47 JR静岡駅ASTY東館
8:00～23:00

TEL.054-686-2520　静岡市葵区人宿町2-5-2 SOZOSYAキネマ館1A
月～土10:00～22:00、日・祝9:00～20:00

35 ラ・ソムリエール 36 ゴールデンネクター
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 クラフトビールグラス1杯プレゼント ※フードは、1品以上ご注文ください。

TEL.054-266-5085　静岡市葵区御幸町7-5 アイセイドウビル1F
12:00～22:00、日曜日定休　夏季休暇（8月）、冬期休暇（1月）有

TEL.054-275-2759　静岡市葵区両替町2-1-6 マサキビル1F
ランチ11:00～15:00 （土日祝は17:00まで）、ディナー17:00～23:00、月曜日定休

ホテルセンチュリー静岡 静岡市駿河区南町18-1　TEL.054-284-0111 サービス内容  10％off

40
オールデイダイニング 
THE TABLE（ザ テーブル）
TEL.054-289-6410

ランチ平日11：00～15：00（L.O.14：00）、
土･日･祝11：00～15：00（L.O.14：30）、
ディナー17：00～21：00（L.O.20：30）、
ティーラウンジ10：00～22：00（L.O.21:30）

41 鉄板焼 けやき（2F）
TEL.054-289-6413

ランチ11：30～14：30（L.O.14：00）、
ディナー17：30～21：30（L.O. 20：30）

42 中国料理 翡翠宮（2F）
TEL.054-289-6411

ランチ11：30～14：30（L.O.14：00）、
ディナー17：30～21：30（L.O. 20：30） 43 日本料理 花凜（2F）

TEL.054-289-6412
ランチ11：30～14：30（L.O.14：00）、
ディナー17：30～21：30（L.O. 20：30）

44 バー＆ラウンジ エマイユ（25F）
TEL.054-289-6414

月～木18：00～24：30（L.O.24：00）、
金･土18：00～25：30（L.O.25：00）、
日･祝18：00～23：30（L.O.23：00）

葵タワー 静岡市葵区紺屋町17-1

45
ポーラ ザ ビューティ
静岡店（1F）
TEL.0120-566-227

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

（女性限定）
46 そば処 岩久本店（B1）

TEL.054-275-1560

11：00～15：30（L.O.15:00）
17：00～21：30（L.O.20:50）
※1月1日、火曜日定休
全品5％off

47
しゃぶしゃぶブッフェ
しゃぶ葉 静岡（B1）
TEL.054-205-3262

11：00～17：00（ご入店16：00まで）、
17：00～23：00（ご入店22：00まで）
ランチ5％off、ディナー10％off

48 入船鮨葵タワー店（B1）
TEL.054-251-9178

11:00～22:00
無休（ただし、12月31日と1月1日は休業）
ランチ：スタンプ２倍
ランチ以外：アイスクリームサービス

49
ECC外語学院
葵タワー静岡校（7F）
TEL.054-254-6144

平日13:30～21:30
土10:30～18:30
日曜日・祝日定休
英会話無料体験レッスン1回

駐車場

37 サウスポット伊伝パーキング 38 中西ガレージ
駐車料金　100円引券プレゼント 駐車料金　100円引券プレゼント
TEL.054-281-6776　静岡市駿河区南町18-1 サウスポット静岡B1F
年中無休・7:00～23:00 車高1550mmまで（ハイルーフ車不可）

TEL.054-260-4242　静岡市葵区黒金町61-5
年中無休・7：00～23：00 車高2050mmまで

39 静岡駅北パーキング ※複数施設ご利用の場合はそれぞれ対象になります。

1時間以上ご利用のお客様に30分券1枚サービス
TEL.054-252-0120　静岡市葵区黒金町1-6
年中無休・24時間営業

※静岡音楽館AOI、静岡科学館る・く・る、静岡市美術館の窓口に駐車券を
　ご提示の上お申し付けください。

【お問合せ】　（公財）静岡市文化振興財団　　◎事務局（TEL.054-255-4746）　　◎静岡音楽館AOI（TEL.054-251-2200）

 ◎静岡科学館る･く･る（TEL.054-284-6960）　　◎静岡市美術館（TEL.054-273-1515）

Ticket de Smile 加盟店募集中! 加盟料・年会費等は一切不要です。詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください。

（2019年9月11日現在）
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