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※都合により内容を変更する場合があります。

好評の全国巡回展が静岡にて日本で最後の開催！
ウォルト・ディズニー・アーカイブスの膨大なコレクションから厳選された
日本初公開を含む約420点の貴重なアイテムたちをご紹介します！
本展覧会を通じ、みなさんご自身のディズニーへの想いと共に、ミッキーマウスからはじまる
ディズニーの創造の軌跡と未来へつながる夢の世界をお楽しみください。

日本ミュージカル界に漫画原作×ブロードウェイミュージカルという
革命を起こした本作が、オール新キャストで上演決定！
さぁ、新生デスノートの世界へ。

ウォルト・ディズニー・アーカイブス展
～ミッキーマウスから続く、未来への物語～

デスノート THE MUSICAL

＜チケット取り扱い＞　チケット販売中！　※前売券の販売は12月18日（水）まで
・ マリナート窓口または電話　054-353-8885
・ チケットぴあ　0570-02-9999
・ ローソンチケット　0570-084-004

備　　考:小学生以下のみでの単独入場はご遠慮ください。
主　　催:ウォルト・ディズニー・アーカイブス展 静岡会場実行委員会
お問合せ:テレビ静岡事業部　TEL 054-261-7011（平日9:30～17:30）
 静岡市清水文化会館マリナートTEL 054-353-8885（9:00～22:00月曜休）

＜チケット取り扱い＞　11/9（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：497-752）※初日特電 0570-02-9511
・ ローソンチケット　0570-084-004（Lコード：43637）※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

12月19日（木）～ 1月13日（月・祝）

2月22日（土）2020年

2020年

23日（日・祝）

10:00～17:00（入場は16：30）※12月31日、1月1日は休館日

①開演13:00［甲斐］
②開演18:00［村井］

開演13:00［甲斐］

会　場‥静岡市清水文化会館マリナート　１階ギャラリー
入場料‥前売券　一般１，３００円、高大生１，０００円、３歳から中学生７００円
　　　　当日券　一般１，５００円、高大生１，２００円、３歳から中学生８００円　 ※２歳以下無料

会　場︰静岡市清水文化会館マリナート　大ホール
出　演︰村井 良大、甲斐 翔真（Ｗキャスト）／髙橋 颯／吉柳 咲良／
 西田 ひらり／パク・ヘナ／横田 栄司／今井 清隆 ほか
料　金︰全指定・税込　Ｓ席 13,500 円、Ａ席 10,500 円

　清水文化会館マリナートでは9月23日（月・祝）に「ウィーン＝ベルリン ブ
ラス・クインテット」公演を実施しました。この公演はベルリン・フィルとウィー
ン・フィルのオーケストラの垣根を越えて、それぞれの主力メンバーが集結。
ベルリン・フィルからは花形トランぺッター 2名と低音の要であるテューバ
奏者が、ウィーン・フィルからは伝統の響きを支えるトロンボーンとホルンの
名手2名という構成でした。
　当館の大ホールは、音楽ホール及び劇場として専用ホール並みに性能
を有しており、音の響きの良さでは多くの方々から「日本有数」という評価を
いただいています。そして、この特性を生かして音楽に関する事業も吹奏
楽を軸に展開していることもあり、年間を通して吹奏楽に携わる方々によく
ご来館していただいております。そのため、この公演のチラシ・ポスターが
出来上がった直後から、「おっ！？ マリナートに来るの？」「行きたい！」といっ

た、主催としては嬉しくなるような反応も見受けられました。吹奏楽コンクー
ルの日には、ポスターの前を通る学生・教員・保護者がみな次 と々立ち止
まり反応していたのも印象的な出来事です。公演当日は、吹奏楽部の活
動一環としてご来場された学校もいくつかあり、メモを取っていた学生が何
人も。ウィーン＝ベルリン ブラス・クインテットの関係者の方が、他の会
場とは違う学生の熱心な様子にとても驚いていました。
　アンケートには、世界を魅了する世界最高峰の響きに老若男女問わず
多くの絶賛の声がありました。加えて学生は、普段の自分の演奏との比
較と今後の目標を書かれているものが多く、とても熱量を感じるものも。そ
して、何と事務所にお立ち寄りいただき、感動で目を潤ませながら感想を
直接お伝えくださったお客様もおり、音楽の持つ普遍的価値を改めて実感
した公演となりました。

イ ベ ン ト レ ポ ー トウィーン＝ベルリン ブラス・クインテット公演
静岡市清水文化会館マリナート 岩科 直子
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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。

12月 問主 …主催 …お問合せ

1 日
ORANGE RANGE LIVE TOUR019 ～What a DE! What a Land!～ 主   サンデーフォークプロモーション

問   054-284-9999大ホール（17:00）17:30　指定席 5,800円

1 日
清水国際高等学校吹奏楽部 第8回クリスマスコンサート 主   清水国際高等学校吹奏楽部

問   054-366-4155（漆畑・笠井）小ホール（12:30）13:00～15:00（予定）　自由席　300円

3 火
第36回 橘小学校 オーケストラ学習発表会 主   常葉大学教育学部附属橘小学校

問   054-263-1080大ホール（13:30）14:00～16:00（予定）　無料

8 日
第29回市民による歓喜の歌大演奏会 主   ふれあい音楽運営委員会事務局

問   090-3453-9990（夜間のみ）大ホール（13：30）14：00　自由席　無料

10 火
第34回清水・市民クリスマスコンサート 「北欧フィンランドからの神秘の調べ」 主   清水・市民クリスマス実行委員会

問   090-6541-3063（スリヤ佐野）大ホール（18:30）19:00～21:30　自由席 1,000円

10 火
フォローアップセミナー 主   静岡シャルレ代理店会

問   052-209-6760小ホール（10:00）10:30～12:30　関係者のみ

11 水
四季を歌う会 第12回ふれあいコンサート

主   四季を歌う会
大ホール（13:00）13:30～15:30　自由席　無料　※要整理券

11 水
清水年金協会 芸能大会

主  清水年金協会
小ホール（9:00）10:00～15:00　会員のみ

14 土

県民参加による「歓喜の歌」第九コンサート
主   特定非営利活動法人静岡交響楽団
問   054-203-6578（平日10:00～17:00）大ホール

（13:00）14:00～16:00
前売　A席 4,500円　B席 3,500円　学生B席 1,500円
当日　A席 5,000円　B席 4,000円　学生B席 1,500円

15 日
第25期 しみずかがやき塾 第7回講座 主   しみずかがやき塾

問   054-353-6700大ホール（12:30）13:30　会員のみ

15 日
STUDIO ARTS presents 春夏秋冬 ～4color～ 主   Dance performance company STUDIO ARTS

問   080-4412-9321小ホール ①(12:30)13:00～14:30　②(16:00)16:30予定～18:00予定　自由席　1,000円

21 土

22 日

ミュージカル 天使にラブ・ソングを～シスター・アクト～
主   テレビ静岡／@FM／キョードー東海
問   052-972-7466
　  （キョードー東海/月～土10：00～19：00）大ホール

21日（土） ①（12:30）13:00　②（17:30）18:00
22日（日）　 （12:30）13:00
Ｓ席 13,500円　Ａ席 10,500円　※未就学児の入場不可

清水南高等学校芸術科美術展 主   静岡県立清水南高等学校
問   054-334-0431全面 9：00～20：00（※最終日は17:00まで）　無料

ウォルト・ディズニー・アーカイブス展　～ミッキーマウスから続く、未来への物語～
主   ウォルト・ディズニー・アーカイブス展
　   静岡会場実行委員会
問   テレビ静岡事業部
　   054-261-7011（平日9:30～17:30）
　   静岡市清水文化会館マリナート
　   054-353-8885（9:00～22:00月休）

全面

10：00～17：00（※最終入場は16:30まで）
前売　一般 1,300円　高大生 1,000円　中学生から3歳まで 700円
当日　一般 1,500円　高大生 1,200円　中学生から3歳まで 800円
※2歳以下無料　※小学生以下のみでの単独入場はご遠慮ください。

ギャラリー A・B・C・D

13

13

金

月

11

19

水

木

〜

〜

1/
祝

年末年始休館日：12月28日（土）〜2020年1月4日（土）　臨時開館（ギャラリーのみ9：00〜18：00）：12月28日（土）〜30日（月）、2020年1月2日（木）〜4（土）
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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 

 「ガウディとバルセロナの世紀末建築」

当館学芸員によるスライドトーク

日　時：12 月14 日（土）14：00 －15：30（開場 13：30）
講　師：鳥居 徳敏 氏（神奈川大学名誉教授）
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 28 日（木）必着。申込方法は下記のとおり。

日　時：12 月 21日（土）、１月12 日（日）
 　いずれも14：00 －（40 分程度）
会　場：静岡市美術館　多目的室
参加料：無料
事前申込不要、当日直接会場へお集まりください。

　  　

ミラやカサ・バッリョーといった邸宅が生まれたのはこの時代でした。
　さらにその後、アール・ヌーヴォーやアーツ・アンド・クラフツ運
動といった他国の芸術運動や様式が流入し、バルセロナ固有の
文化と混ざり合い「ムダルニズマ」という独自の芸術様式が生まれ
ます。より前衛的な芸術を模索する者たちは街中のカフェやレスト
ランで芸術談義を繰り広げ、そうした芸術家のたまり場の一つで
あった「四匹の猫」という店では飲食の提供だけでなく、コンサー
トや朗読会などのほか、人形劇や同時代のパリで人気を集めて
いた影絵芝居といったイベントが開催されました。この店に足しげ
く通っていたのがパブロ・ピカソで、彼はここで初めての個展を開
催、画家としての第一歩を歩み始めています。その後20世紀に
入るとキュビスムやシュルレアリスムに影響を受けたミロやダリといっ
た若い画家たちがバルセロナで活動を始めます。
　バルセロナで育まれた芸術の歴史を駆け足でご紹介しました
が、本展ではおなじみの巨匠たちの若き日の作品や、家具や宝
飾品など日本初公開となる作品が多数出品されます。是非ご覧く
ださい。

　バルセロナ、と聞いてみなさんどのようなことを思い浮かべる
でしょうか。サグラダ・ファミリアやグエル公園などのガウディの建
築群、サッカーの強豪FCバルセロナ、フレディ・マーキュリーに
よるテーマソング「バルセロナ」も有名となった1992年のオリンピッ
ク…（ちなみに本展のテレビＣＭでもこの「バルセロナ」が使われ
ています！）美術ファンには、ピカソ美術館、ミロ美術館などを挙
げる方もいらっしゃるでしょう。
　こうした今私たちが思い浮かべるバルセロナの街のイメージの
多くは、実は19世紀末～ 20世紀初頭に集中して生み出されたも
のです。18世紀後半以降、新大陸との交易や産業革命によっ
て地方都市のひとつであったバルセロナは急速に発展、19世紀
後半にはグリッド状の区画を基盤とした新しい都市計画により、近
代都市としての整備が進んでいきます。ガウディの手がけたカサ・

奇蹟の芸術都市バルセロナ

静岡市美術館　学芸員 小川 かい

記念日にあわせて、家族や大切な人へのプレゼントをつくる
「プレゼントワークショップ」シリーズの第29弾。
今回はクリスマスにあわせた作品をつくります。

近代バルセロナを代表する建築家のひとりアントニ・ガウディほか、
同時代の建築家たちの代表作品も取り上げ、バルセロナの街を
今も彩る19世紀末～ 20世紀初頭の建築の魅力を紹介します。

「クリスマスの準備をしよう！」
プレゼントワークショップ vol.29

対　象：【子ども編】小学生 20 名（応募多数の場合は抽選）
 ※見学、付き添い不可
 ※参加者のご家族は 16：20 に美術館へお越しください

【大 人 編】中学生以上 20 名（応募多数の場合は抽選）  
 ※見学、付き添い不可
会　場：静岡市美術館　ワークショップ室
参加料：１人につき 500 円（材料費含む）
申込締切：11 月 21日（木）必着。申込方法は下記のとおり。 

【子ども編】
12月7日（土）
13：00 〜 16：30

【大人編】
12月8日（日）
13：00 〜 16：30

年末年始休館日：12月30日（月）〜2020年1月1日（水・祝）

・講演会「ガウディとバルセロナの世紀末建築」
・プレゼントワークショップ vol.29「クリスマスの準備をしよう！」
《申込方法》
静岡市美術館ホームページ申込フォームまたは往復はがきにて。1件につき4名様まで。
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。
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静岡市民文化会館　新作舞台公演 出演者大募集！

無料

本公演日程

静岡市民文化会館　中ホール会　　場 参 加 費

2020年7月18日（土）、19日（日）

所定の用紙に必要事項を記入し、全身写真と顔写真を添えて、静岡市民文化会館（2階事務室）へ
直接持ち込むか、当館ラウドヒル計画係へ郵送で応募してください。
※申込用紙は当館ホームページからダウンロードできます。
※20歳未満の方の応募には、保護者の同意が必要です。

応募方法

静岡から完全オリジナルの舞台作品を創造・発信する、静岡市民文化会館「ラウドヒル計画」。
「ON STAGE SHIZUOKA」の一翼を担い、いよいよ来夏に向けて新作公演の出演者を大募集します！

主催：静岡市／企画・運営：（公財）静岡市文化振興財団／令和元年度　文化庁国際文化芸術発信拠点形成事業

■ トップチーム/年代別コース
　◎トップチーム　15人程度／本年度 中学3年生以上の方が対象（年齢上限なし）
　　実力派、経験者大歓迎。物語の展開を支えるメーンキャラクターを担当していただきます。基本的に全ての稽古日程と、本番
　　両日への参加を前提としてください。
　◎フレッシュビギナーコース　30人程度／本年度 中学3年生～ 30歳代までの方が対象
　　初心者大歓迎。舞台経験の少ない方が主な対象。芝居やダンスの基礎力をアップしながら、群集シーンなどへの登場を目指
　　していきます。配役により、半分～ 2/3程度の稽古日程・時間への参加をお願いします。
　◎フォーエバードリーマーコース　15人程度／40歳代以上の方が対象
　　様々な経験を持つ中堅世代以上の方々が対象。それぞれの経歴や背景を生かしながら、群衆シーンなどへの登場で舞台の楽
　　しさを追求していきます。ダンスシーン等は個々のペースに合わせて参加。配役により、半分～ 2/3程度の稽古日程・時間への
　　参加をお願いします。
選考方法　書類選考後、通過者を対象とした選考会を、下記の日程で行います。
・2019年11月17日（日）17:30 ～ 20:00　または11月24日（日）10:00 ～ 12:30、13:00 ～ 15:30、16:00 ～ 18:30
それぞれの選考会日時は、主催側で指定してお知らせします。
参加できない日程のある方は、申込の際にお知らせください。　応募受付　11月14日（木）必着

■ 障がいのある方向けのコース
　◎ファンキーノーボーダーコース　10人程度／障がいのある、本年度15歳以上の方が対象
　　障がいのある方向けに、参加しやすい稽古内容を用意したコースです。それぞれの特性に合わせた身体表現や、短いセリフな
　　どで、ダンスシーン、群衆シーンなどへの登場を目指します。配役によって、全体の半分～ 2/3程度の稽古日程・時間への参
　　加をお願いします。

【 舞台経験は問いませんが、下記の参加条件があります 】
・会場（静岡市民文化会館）まで往復する交通手段を確保できる方 ・付き添いが必要な場合、そうした助力を確保できる方
・通訳などの特別な支援がなくても、日常的な意思疎通ができる方 ・付き添いの方などが常にそばにいなくても、舞台に出られる方
選考方法　書類選考後、通過者を対象とした選考会を、1月25日（土）または1月26日（日）に行います。
・選考会の日時は、個別にご連絡します。また、稽古場の雰囲気や内容を体験できるオープンクラスを、1月12日（日）13:30から行います。
応募受付　2020年1月16日（木）必着

　  　

人生積極派も、もちろん加わってきます。
　到達目標は常に高め。ホール規模でシーンを成立させるには、
空間を計算して、登場人物個々の細かな動きが設定されます。
更に、身体の動きによる感情表現や、内面にも筋の通るリアルな
人物として立つための練り込みも。その意味で、脇役はいません。

「やたらに約束事の多い舞台」と笑いながら、皆さん大汗で稽古
の急坂を駆けていきます。
　物語はいつも朗らかに、バカバカしく熱く。でも、優しさや思い
やり、忘れてはいけない社会の課題など、皆で考えたい事柄を少
しだけ織り込みます。そして劇場の持つ、照明、音響等の豪華
デコレーションで総仕上げ。明日の元気につながる時間を客席と
共有できれば大成功です。
　長期間の情熱と集中は、これまでたくさんの個性を「仲間」とし
て組み繋いできました。達成感で人生の脚力をつけた人もいます。
力と時間を費やして、生き方を豊かに変える。劇場が提案する、
ひとつの「自己実現」体験ツアー、本ページ記載のとおり、いま参
加者を募集しています。

　「ラウドヒル計画」と名付けて、静岡市民文化会館が展開す
るオリジナル舞台作品の制作。いよいよ最新第5作が始動しま
す。世代も経歴も違う70人余の市民が、来夏まで大変な時間
と情熱を注いで創作に取り組みます。ふつうハレの場として使
われる「劇場」に、気軽に片足を置き、ほぼ日常的な「ホーム」と
して、生活の一部に、有意義な自分時間を過ごす場として取り
込んでいく。かなり時代先取りの「劇場との付き合い方」、リピー
ターも増加傾向です。
　どんな方が集まるのでしょう？小・中学生向けの舞台活動は、
静岡でもいくつか展開されています。ではそのあと、どんな風に
続けるか。熱意はあっても演劇部がなかったり、社会に出たら
窓口も見つからず、いわば「熾火」を抱えたまま年を経てしまっ
た人の応募、意外と多いようです。反対に、プロを目指してス
キルアップの機会を求めたり、手応えのある余暇活動を求める

「劇場」のある日常へ

静岡市民文化会館 鈴木 芳徳



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

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

※都合により内容を変更する場合があります。
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第17回　静岡市民芸能発表会

無料

不要（直接会場にお越しください。）

日　　時

静岡市民文化会館　中ホール会　　場

入 場 料

12月14日（土）10:00～17:00　12月15日（日）10:00～16:00

申　　込

主催：静岡市　企画・制作：（公財）静岡市文化振興財団

市内で活動している文化団体や市民サークルが日ごろから練習してきた成果を発表します。子どもから大人まで様々
な世代のグループが、ヒップホップやストリートダンス、フラダンスや伝統芸能など幅広いジャンルで出演します。

1 日
Aimer Hall Tour 19/20 "rouge de bleu” 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：7,200円

6 金
KAI BAND 45th Anniversary Tour HEROES 2019 主   サンデーフォークプロモーション

問   054-284-9999中ホール（18:00）18:30～20:30　指定席：VIP席18,000円、指定席10,800円

7 土
脳とスポーツ 主   株式会社 朝日カルチャーセンター

問   03-3344-2041
　   朝日カルチャーセンタープロジェクト事業本部中ホール（12:45）13:30～16:00　無料

8 日
静岡大学吹奏楽団 第52回定期演奏会 主   静岡大学吹奏楽団／

　  静岡市民文化会館 指定管理者
　  静岡市文化振興財団共同事業体
問   090-8023-3680 静岡大学吹奏楽団大ホール（16:30）17:00～　自由席：前売800円、当日1,000円、高校生以下無料

8 日
エス・エス・ティ・ケイ2019ジャズダンス発表会 主   エス・エス・ティ・ケイ

問   054-255-9031中ホール（13:30）14:00～16:00　指定席：1,000円

11 水
しぞ～かちゃきちゃき体操講演会 主   静岡市役所地域リハビリテーション推進センター

問   054-249-3182中ホール （13:00）13:30～16:00　無料　※要事前申込　申込は静岡市コールセンター 054-200-4894 まで

12 木
ナオト・インティライミ Tour 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（18:00）18:30～20:30　指定席：7,100円

第17回静岡市民芸能発表会 主   静岡市
問   054-251-3751　 静岡市民文化会館中ホール 12/14（土）（9:30）10:00～17:00　12/15（日）（9:30）10:00～16:00　無料

19 木
令和元年度静岡市民生委員・児童委員就退任式 主   静岡市

問   054-221-1366 静岡市福祉総務課大ホール（13:30）14:00～15:30　関係者のみ

19 木
第16回静岡市暴力・飲酒運転追放、犯罪等に強いまちづくり市民大会 主   静岡市／

　  静岡市暴力追放推進協議会／
　  静岡市交通安全推進協議会／
　  静岡市飲酒運転追放協議会
問   054-221-1058 静岡市市民局生活安心安全課中ホール（9:30）10:00～12:00　無料

21 土
静岡おやこ劇場創立50周年記念例会 オペラ森は生きている 主   静岡おやこ劇場

問   054-245-7543中ホール（17:30）18:00～20:15　指定席：前売4,500円、前売ペアチケット8,000円、当日5,000円

22 日
静岡県立静岡商業高等学校音楽部第71回定期演奏会 主   静岡県立静岡商業高等学校音楽部

問   054-255-6241　静岡県立静岡商業高等学校大ホール（16:30）17:00～19:30　自由席：前売800円、当日1,000円

27 金
常葉大学附属常葉高校 吹奏楽部 第42回 定期演奏会 主   常葉大学附属常葉高等学校

問   054-245-5401 担当 岡村知美大ホール（17:00）17:30～19:30　無料

チャリティー企画 こころの風景展～風と光と子どもたち～ 主   静岡福祉会チャリティー絵画展実行委員会
問   054-271-6475 こぐま保育園内 谷津A展示室 10:00～18:00　最終日は17:00まで　無料

展示室 A・B・C

12月 問主 …主催 …お問合せ

15 日14 土

8 日6 金

〜

〜

年末年始休館日：12月28日（土）〜2020年1月4日（土）
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※都合により内容を変更する場合があります。

人間の生活は、たくさんの光であふれています。でも夜にちょっと電気を消してみると…そこはあっという間に暗闇の世界！
夜に活動する生きものもいるのに、どうして私たちは暗闇で生活できないのでしょうか？
６つのテーマで、暗闇の面白さや、暗いからこそ楽しめる体験を紹介します。
この冬は、る・く・るで暗闇を楽しんでみませんか。

企画展 「夜とくらやみの世界」 見どころ紹介

会場内に「くらやみルーム」が登場。
まっくらな中で光の性質を観察したり、
電気のない時代のように、油やろうそくで火を灯して明かりの歴史を学んだり…

「暗闇」ならではの科学体験ができます。

「くらやみルーム」でくらやみを楽しもう！

会場内に6ｍのエアドームが登場。昼間でも星空に親しもう！
平日は1日6回、土日祝は7回上映、スタッフによる生解説もあります♪
※観覧には整理券が必要です。時間や整理券などの詳細については、
　チラシやHPをご確認ください。

る・く・るにプラネタリウムがやってくる！

生きもののなかには、フクロウやコウモリ、ホタルなど、暗いところが得意だったり、
暗いところで光ったりするものがいます。そんな生きものたちをご紹介。
生きているヘイケボタル、マツカサウオ、ヤコウタケも展示します。
暗闇の生きものたちにぜひ会いに来て！

夜の生きもの・光る生きものに会える！

「くらやみルーム」でくらやみを楽しもう！

夜の生きもの・光る生きものに会える！



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
●開館時間／9：30〜17：00（入館は16：30まで）　●休館日／月曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年始、臨時休館あり（HPに掲載）

●アクセス／JＲ静岡駅南口より徒歩1分、静岡駅南口の「エスパティオ」ビル内8階〜10階
●近隣の駐車場をご利用ください。提携駐車場あり（詳しくはお問い合わせください）

※都合により内容を変更する場合があります。
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臨時休館日：12月3日(火)、10日(火)、11日(水)、17日(火)、18日(水)　臨時開館日：12月23日(月)　年末年始休館日：12月29日(日)〜1月3日(金)

企 画 展 関 連 イ ベ ント

暗いところで光る！？不思議なカードをつくります。

あぶり出しの実験やみかんランプの紹介などを通して、
みかんについて学びます。

お茶の葉にふくまれるクロロフィル。
光をあてると何色に見えるでしょうか？
光合成のしくみについて学びます。

時間：13:00 ～ 15:30（体験時間15分程度）
会場：8階ワークショップスペース

時間：13:30 ～ 15:30
　　　（体験時間30分程度）
会場：8階ワークショップスペース
講師：サイエンスぽけっと

時間：13:30 ～ 15:30
　　　（体験時間20分程度）
会場：8階ワークショップスペース
講師：静岡県立浜名高等学校

12/
26 木

12/
27 金

サイエンス玉手箱 サイエンス玉手箱

蓄光カードをつくろう

『みかんのおはなし』
本の読み聞かせと実験

お茶で作る光の彩色

12/
23 月 19 日

1/
・

暗闇で幻想的に光るミミズがいるってほんと？！
めったに見られないと思われがちだけれど、実は身近なところにも発光生物がいるらしい。
光る生きものの専門家・大場先生と一緒に、親子で調査に出かけよう！

毎日使っている電灯は、どんな仕組みになっているのかな？中身を解体して調べてみよう！
ロウソクそっくりの「風で揺れるLED灯」を開発した先生に、現代の照明技術について
聞いてみましょう。

要予約

要予約

時間：13:00 ～ 15:00
会場：8階実験ルーム（調査は森下小学校）
講師：大場裕一さん（中部大学応用生物学部 発光生物学研究室 教授）
対象：小学校3年生以上の子どもとその保護者　20組40人
申込：12/1（日）9:30 ～静岡科学館（054-284-6960）へ電話申込（申込順）

時間：13:00 ～ 15:00
会場：8階創作ルーム
講師：三栖貴行さん（神奈川工科大学 創造工学部 ホームエレクトロニクス開発学科 准教授）
対象：小学生以上30人（大人のみの参加も可）
申込：12/15（日）9:30 ～静岡科学館（054-284-6960）へ電話申込（申込順）

1/
12 日

1/
26 日

親子探検隊 光るミミズを調査せよ！

あかりの科学教室

企画展の詳細やイベント情報は
静岡科学館る・く・るのHPを
ご覧ください。

企画展の詳細やイベント情報は
静岡科学館る・く・るのHPを
ご覧ください。
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※都合により内容を変更する場合があります。　※ご希望のあった催事のみ掲載しています。

1 日
ちよの会 第35回記念コンサート 主   ちよの会

問   090-9022-3671ホール （13:00）13:30～15:30　1,000円

4 水
第14期ピアニストのためのアンサンブル講座（第7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

5 木
第14期ピアニストのためのアンサンブル講座（第8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

10 火
クラシックとセイロンティーVol.23 エキゾティッククリスマスコンサート 主   スリランカ日本親善クラブ

問   090-1742-8421ホール （18:30）19:00～20:30　一般3,000円（前売2,500円）　

11 水
みんなで、メリークリスマス！2019～横山靖代冬のリサイタル～ 主   ㈱静岡リビング新聞社

問   054-255-1231ホール （18:30）19:00　2,500円　

12 木
常葉大学短期大学部音楽科第29回定期演奏会 主   常葉大学短期大学部音楽科

問   054-263-1125ホール （18:00）18:30～21:00　1,000円　

13 金
講演会 「作曲家入門：F.メンデルスゾーン」 主   静岡音楽館AOI

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

14 土
オルガン¥500コンサート クリスマス★コンサート 梅干野安未 主   静岡音楽館AOI

問   054-251-2200ホール （13:30）14:00※15:00終演予定　全自由500円  完 売  ※未就学児はご入場いただけません

15 日
クリスマスを小田巻秀幸クインテットと過ごそう！ 主   プランタン企画

問   090-7680-0891講堂 （18:30）18:45～21:00　7,000円　

18 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）　

19 木
クリスマス★コンサート 大西順子トリオ クリスマス・ジャズ・ライヴ 主   静岡音楽館AOI

問   054-251-2200ホール （18:30）19:00　全指定5,000円、会員4,500円、22歳以下1,000円　※未就学児はご入場いただけません

20 金
第82回ムジカ・ベラ演奏会 主   ムジカ・ベラ事務局

問   054-252-7066ホール （18:00）18:30～20:30　1,000円　

21 土
第39回しゅぴーるピアノ発表会 主   入川美智子

問   054-287-7008ホール （17:30）17:40～21:15　無料（どなたでも）　

22 日
井上俊次Fg/畠山さち子Pf室内楽共演セミナー 主   ピアノセミナー受付係

問   044-548-0342講堂 （18:45）19:00～21:00　無料（どなたでも）　

27 金
静岡ピアノオーディション 受賞者記念演奏会 主   遠藤慶子

問   054-283-4053ホール （14:00）14:30～19:30　無料（どなたでも）　

12月 問主 …主催 …お問合せ

クリスマス★コンサート 　大西順子トリオ クリスマス･ジャズ･ライヴ
12/19木

19:00開演 （18:30開場）
全指定￥5,000　【Pコード＝125-852】
（静岡音楽館倶楽部会員￥4,500、22歳以下￥1,000）
※未就学児はご入場いただけません。

出演　大西順子トリオ
　　　大西順子（ピアノ）　　井上陽介（ベース）　　高橋信之介（ドラムス）

日本ジャズ･シーンの女
ミューズ

神、大西順子がAOIのステージに登
場する。力強くグルーヴ感あふれるプレイと、繊細さを兼ね
備えたダイナミズムあふれる演奏に酔いしれる。

年末年始休館日：12月28日（土）〜2020年1月4日（土）

静岡音楽館AOI
〒420-0851　静岡市葵区黒金町1-9　TEL.054-251-2200　FAX.054-253-3322　URL.https://www.aoi.shizuoka-city.or.jp

●開館時間／9：00～21：30　●休館日／月曜日（祝日の場合はその翌平日）、年末年始
●駐車場はありませんので、お近くの静岡駅北口地下駐車場（エキパ）、駅北パーキングなどをご利用下さい。（有料）

●アクセス／JR静岡駅北口、静岡中央郵便局うえ7～9階。東名静岡インターより15分。
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※都合により内容を変更する場合があります。

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）

12/24（火）～27（金）
各日10:00～16:00

スタディルームあおい
～冬～

（全1回）

葵生涯学習センターの集会室
を解放します！宿題や読書な
どに自由に使えます。わから
ないことがあったら質問もでき
ます。

小学生 無料
当日、直接会場へ

1/16（木）、23（木）、30（木）
10:00～12:00

親子が笑顔になる
しつけの方法

（全3回）

子どもが社会に適応し、愛情
豊かな情緒を育むためのしつ
けの方法(コモンセンス・ペアレ
ンティング)を学びます。

小学校低学年までの
子の保護者20人 無料 12/12(木)、10:00 ～・

申込順

1/14（火）、21（火）、2/4（火）
13:30～15:30 初めての賎機焼

（全3回）

静岡の伝統工芸「賎機焼」で
カップを作成します。

初めて陶芸をする人
15人 1人1,500円

12/24(火)必着

1/26（日）
13:00～15:00

サイエンスカフェ
地震カフェ

（全1回）

研 究 者を講 師として招 聘し、
科学館コミュニケーター育成講
座受講者による、サイエンスカ
フェ形式の講座です。

30人 無料 12/22(日)、10:00 ～・
申込順

西部生涯学習センター

1/15～3/11
の隔週水曜日
19:00～21:00

西部ときめき
女子カレッジ

（全5回）

心もからだも、もっと美しく、もっ
と輝く「わたし」になるために！
女性が知っておきたい、身に着
けたい知識や暮らしの「ヒント」
を学び、仕事や生活に活かしま
しょう！

成人女性20人

1人2,000円
（託児希望の

場合は1人に
つき別途500円

／回）

12/9（月）必着、託児
希望の場合は子の名
前と年齢（月齢）も記
入

1/17（金）、2/21（金）、
3/27（金）

10:30～12:00

冬の親子お料理ごっこ
（全3回）

未就学児と保護者の料理実習
講座です。

未就学児と保護者　
8組16人 1組3,500円 12/12（木）、11:00 ～・

申込順

東部生涯学習センター

1/18（土）
10:00～11:30

バンジーチャイムの
演奏を楽しもう！

（全1回）

誰でもすぐ演奏できる投げやり
な楽器「バンジーチャイム」を
演奏して作ってみよう！

5歳～小学生20人
（保護者同伴） 1人400円 12/13（金）、14:00 ～・

申込順

1/25（土）
10:00～11:30

※雨天時室内講義

麻機自然観察会
～冬鳥の観察～

（全1回）

麻機遊水地で冬鳥を観察しま
す。※麻機遊水地（葵区芝原）
現地集合解散

30人（小学生以下
保護者同伴） 1人100円 12/20（金）、14:00 ～・

申込順

北部生涯学習センター

1/16～3/5
の木曜日

10:00～12:00

骨盤調整
～ベビー抱っこダンス～

（全5回）

赤ちゃんと一緒にダンスをしな
がら骨盤調整プログラムを行
います。

生後4か月から12か月
までの首のすわった

乳児と母親12組
1組2,000円 12/23（月）必着・子ど

もの性別と生年月日も
記入

1/18（土）、25（土）
10:00～11:30

女性のための合気道で
かんたん護身術

（全2回）

合気道を応用した簡単な護身
術を学びます。

中学生以上の
女性15人 無料 12/13（金）、10:00 ～・

申込順

1/18（土）、25（土）
13:00～16:30

※初回は13:30～15:00

梅ケ島温泉郷の
魅力に迫る

（全2回）

梅ケ島温泉郷について、講義
と現地見学を通してその魅力
に迫ります。2回目は現地見学。
※北部生涯学習センター集合・
解散

20人
（小学生以下保護者

同伴）
無料 12/20（金）、13:30 ～・

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

1/14（火）～3/22（日）
期間中全9回
19:00～20:00

※3/21（土）、22（日）は
13:00～16:00

はじめての和太鼓教室
（全9回）

和太鼓を練習し、最終回は和
太鼓発表会に出演します。

成人12人 1人2,000円 12/16（月）必着、年齢
も記入（1枚2人）

1/18（土）、2/8（土）、29（土）
9:30～11:30

※2/8（土）は9:30～12:00

わたしのまちの
防災講座
（全3回）

藁科地域の特徴に即した防災
についての講座です。

20人 無料 12/13（金）、10:00 ～・
申込順

1/19（日）、2/2（日）
10:00～12:00　

わらしな
冬の自然観察！

（全2回）

藁科地域の森林や山について
楽しく学ぶ、子ども自然体験
講座です。

小学生20人 1人500円 12/14（土）、10:00 ～・
申込順

1/22～2/19
の毎週水曜日
10:00～11:30

知っておきたい
子育てのはなし

（全5回）

子どもの成長について、年齢に
よる変化やコミュニケーション
の取り方など、心理的な側面
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

12/23（月）必着、
子どもの学年を記載、
1人1枚、託児をご希望
の方は託児の対象とな
る子どもの年齢もご記
載ください。

西奈生涯学習センター（リンク西奈）

12/21（土）
14:00～15:00

リンク西奈
クリスマス会

（全1回）

季 節 の 絵 本 の 読 み 聞 か せ や
ブックトークを行います。

60人 無料

または窓口
西奈図書館へ電話

（054-265-2556）
または、窓口申込
12/4（水）、9:30 ～・
申込順

1/22（水）、2/12（水）、
26（水）

の13:30～15:30

みのり大学
体験公開講座

（全3回）

医療、静岡茶の歴史、興津の
近代別荘群に関することを学
びます。

静岡市に在住する
60歳以上の方30人 無料 12/4（水）、10:00 ～・

申込順

南部生涯学習センター

1/18～3/7
の第1・3・5土曜日

10:00～12:00
※3/7のみ9:00～12:00

こどもの
「もしも」に備えよう！

（全5回）

こどものいる家庭で「もしも」
の時に役立つ、応急処置や防
災対策を学びます。

3歳以上の子の
保護者20人

無料
※託児あり
（要予約）

12/14（土）、10:00 ～・
申込順

1/30（木）
14:00～15:30

南アルプスと井川を学ぶ
つる細工体験付

（全1回）

南アルプスユネスコエコパーク
について学び、つる細工の体
験を行います。

20人 1人500円 12/19（木）、14:00 ～・
申込順

長田生涯学習センター

1/12（日）、19（日）、26（日）
の13:30～15:30

大人向けの
プログラミング体験学習

（全3回）

初めてプログラミング学習に挑
戦する方向けの体験講座です。

20 ～ 49歳までの方
14人 1人1,000円 12/17（火）、10:00 ～・

申込順

1/25（土）
10:00～12:00

マイクロプラスチック
問題を考える

（全1回）

マイクロプラスチック問題の環
境や人体にあたえる影響や、こ
れから私達にできることについ
て考える講演会。

50人
（小学生以下
保護者同伴）

無料 12/21（土）、10:00 ～・
申込順

1/26（日）、2/9（日）
の10:00～12:00

※2/9は9:00～12:00

発見！おさだの歴史
～座学＆探訪編～

（全2回）

長田村誌を紐解きながら、お
さ だの 歴 史を 学 び ます。2回
目はセンター周辺でフィールド
ワークを行います。

成人30人 1人1,000円 12/18（水）、10:00 ～・
申込順
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12/6（金）
①13:30～14:30
②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室⑰

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）

12/20（金）
①13:30～14:30
②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室⑱

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：    11/29（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

南部勤労者福祉センター
❖初心者パソコン相談室

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

1/11（土）
10:00～12:00

「大里カルタ」大会
（全1回）

大里地域の歴史や文化などを
紹介した「大里カルタ」を使っ
たカルタ大会です。

30人 1人1,000円 12/1（日）、10:00 ～・
申込順

1/18（土）
14:00～16:00

闘茶とお正月のお茶
（全1回）

闘茶と大福茶、抹茶の体験を
行います。

24人 1人800円 12/11（水）、10:00 ～・
申込順

1/19（日）
13:30～16:00

大里
JAZZフェスティバル

（全1回）

大里生涯学習センターで活動
しているビッグバンド3団体に
よる合同ジャズコンサートです。

150人 無料 12/17（火）、10:00 ～・
申込順

1/24（金）
10:30～11:30

人形劇あっぷっぷ
冬公演

（全1回）

人形劇あっぷっぷによる乳幼
児親子向けの手遊びやエプロ
ンシアター、人形劇などを行い
ます。

100人 無料 12/20（金）、10:00 ～・
申込順

1/26（日）
14:00～15:30

大里
ファミリーコンサート

（全1回）

「静岡の名手たち」によるピア
ノのコンサートです。

小学生以上100人 1家族500円
（全席自由） 12/3（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）

1/14（火）、21（火）、28（火）
の10:00～11:30

母親のための子どもと
英語を楽しむ方法

（全3回）

子どもが家庭で英語に親しむ
方法を親子一緒に学びます。

1 ～ 3歳の子と
保護者8組 1組1,000円

12/23（月）必着

1/22（水）、29（水）
の10:00～12:00

男性スパイスカレー講座
（全2回）

男性を対象にスパイスについ
ての講義とカレーづくりを学び
ます。

成人男性10人 1人2,000円
1/8（水）必着

1/26（日）
10:00～12:00

学ぼう！あそぼう！
安倍川の石のこと

（全1回）

安倍川の河原で石について学
び、集めた石に絵を描きマグ
ネットを作ります。
※雨天時、室内講義及び工作

4歳～小学生と
保護者15組 無料 12/6（金）、10:00 ～・

申込順

健康文化交流館「来・て・こ」（駿河生涯学習センター）

12/14（土）
10:00～14:00

来・て・こ祭
（全1回）

利用者による活動発表、趣向
を凝らした楽しいブース、運動
体験、模擬店など。年に1度の
来・て・このお祭りです。

どなたでも
無料

（一部の体験
は有料） 当日、直接会場へ

1/20（月）、2/3（月）、17（月）
の10:00～12:00

ねんねちゃんの
ベビマ&ママ体操

～冬～
（全3回）

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
※子の年齢は2020年1月

1日時点で6か月以内
1組1,500円 12/14（土）必着・

子の名前と月齢も記入
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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
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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10月9日現在）

中島屋グランドホテル 静岡市葵区紺屋町3-10　TEL.054-253-1151

50 日本料理 四季 ランチ11:30～14:30
ディナー17:00～21:00 51 テラスレストラン ランチ11:30～14:30

ディナー17:30～21:00

52 クロスロード
ランチ
平日11:30～14:30、土・日・祝11:30～15:00
ディナー17:30～21:00

サービス内容  ランチ：2,500円以上コース5%OFF　ディナー：3,900円以上10%OFF
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