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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！
暗闇って、ちょっとドキドキするけど、そこでしか
できない体験がたくさん。
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？
さまざまなテーマで、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。
今年の冬は、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

夜の生きもの
人 間 は 明 るい 時 間 に 活 動します が、 生 き も の の
中には夜の暗闇の中で生活するものがいます。
そ んな夜 行性の生きものをご紹介。
人 間となにが違うのか考えてみましょう。

あかりの歴史
人 間は昔から明かりをつかって暗 闇を照らして
生活してきました。
火から電気へ、時代によって変化してきた
明かりの 歴史をご紹介します。
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※都合により内容を変更する場合があります。

光る生きもの
暗闇の中で光る生きものをご紹介します。
光るのにはどんな理由があるのでしょうか？
本物のヘイケボタルや、マツカサウオ、ヤコウタケ
などを観察してみましょう。

星空観察
る・く・るにプラネタリウムが登場！
ドームの 中で星 空や宇 宙について紹 介します。
1回30人 （ 整 理 券 制 ）

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）
年末年始休館日：12月29日
（日）
〜2020年1月3日
（金）

企 画 展 関 連 イ ベ ント

蓄光カードをつくろう

予約不要

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。

暗いところで光る！？ 不思議なカードをつくろう。
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要予約

日

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

親子探検隊 光るミミズを調査せよ！

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！
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時間：13:00 ～ 15:00

日

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）

要予約

あかりの科学教室

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。
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26 日

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）

「くらやみの世界」を楽しんでみませんか？
静岡科学館る・く・る エデュケータ

三好 真未

私たちは、普段、太陽の光や明かりの中で生活しており、光の無
い真っ暗なところでは、ものを見ることができません。それはなぜで
しょうか？私たちは、光がものに当たり、反射した光が目に届くこ
とによってものを見ています。目に入った光は、レンズの役割を

みなさんは、夜暗い中で、懐中電灯の光だけで外を歩いてみ

する水晶体を通って、網膜で像を作ります。真っ暗な中では、

たことはありますか？私は、子どものころ夏になると、父と一緒に昆

光がなく、私たちの目に光が届かないため、ものを見ることがで

虫を探しに、懐中電灯を持って暗い夜道を歩いたことを思い出し

きません。暗い夜道で、懐中電灯で照らすとものが見えたのも、

ます。暗い中ではものがよく見えませんが、懐中電灯を向けると、

今思えば懐中電灯の光が反射して、私の目に届いていたからな

ぱっと明るくなり、木々や昆虫たちが見えてきます。真っ暗な中を

のですね。

歩くだけで、どきどき、わくわくしたのを今でも覚えています。

企画展『夜とくらやみの世界』
では、夜の世界で生活する夜行性

静岡科学館る・く・るでは、2019年12月21日～ 2020年2月24日

動物や、暗闇を照らす光の性質や明かりの技術、夜に見える星な

に、企画展『夜とくらやみの世界』
を開催します。る・く・るでは年

ど、科学的な視点で暗闇のおもしろさを紹介します。私が子どもの

に1回程度、宇宙やロボットなど様々なテーマで企画展を行ってい

ころ真っ暗な夜道を歩いてどきどき、わくわくしたように、企画展を

ますが、今回のテーマは「夜とくらやみ」。

通して少しだけ「暗闇っておもしろい」
と思ってもらえると嬉しいです。

暗闇とは、ご存知のとおり光が無い状態のことを言います。

この冬はる・く・るで「くらやみの世界」
を楽しんでみませんか？
※都合により内容を変更する場合があります。
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VISSI DANCE THEATER JAPAN TOUR 2020

DISCO QUEEN

70年代ニューヨーク、マンハッタン。当時のセレブリティたちが集う夜の社交場「Studio54」は、世界で最
も有名なナイトクラブとして一世を風靡していました。
「DISCO QUEEN」では、当時を彷彿とさせるディ
スコクラブ「Club54」が舞台となっています。ディスコ楽曲満載の華やかなステージには、きらびやかで
個性的な衣装を身に纏い、人種、性別、年齢を超えたディスコ好きの若者の姿が描き出されています。
劇中では、4人のキャラクターにスポットライトが当たり、エネルギッシュなダンスと共にそれぞれのストー
リーが繰り広げられます。舞台と客席を包み込むダイナミックな一体感は、子供から大人まで楽しめる観
客参加型のエンターテイメントです。

1月18日
（土）17:30～
19日
（日）13:30～

日

時

会

場

静岡市民文化会館

料

金

全席自由

※開場は開演の30分前

中ホール

前売4,000円

チケット取り扱い

・ 静岡市民文化会館
・ｅ＋イープラス

問合せ先

静岡市民文化会館

当日4,500円

054-251-3751
054-251-3751

主催：ヴィシーダンスシアター／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

～静岡市民文化会館を利用してみませんか？～

静岡市民文化会館

施設利用のご案内

静岡市民文化会館は静岡市の設置する公立の文化施設で、個人や団体を問わず、どなたでも利用するこ
とができます。ホールを会場としたコンサートや舞台公演の開催のほか、リハーサル室での練習や会議室
でのお打ち合わせなど、様々な用途でご利用いただくことができますのでお気軽にご利用ください。
《申込み方法》
施設の利用には申請等の手続きが必要です。
利用を希望される方は、直接ご来館の上、施設2階の事務室
窓口にて申請の手続きを行ってください。
※直接のご来館が難しい場合は会館までお電話にてご相談ください。
※受付開始日（下表参照）の翌日から、お電話による仮予約も可能です。

《受付期間等》
申請の受付期間等は次の通りとなります。

大ホール

第1会議室

第6会議室

C展示室

その他、施設の利用に係る手続きや利用方法等については、施設までお電話にてお問合せをいただくか、
施設の公式ホームページ（http://www.scch.shizuoka-city.or.jp/）をご参照ください。
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※都合により内容を変更する場合があります。

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。
年末年始休館日：12月28日
（土）
〜2020年1月4日
（土）

1月

主 …主催 問 …お問合せ
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展示室 A・B・C
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16 木 19 日

CHINTAIクラシック・スペシャル

キエフ・バレエ『白鳥の湖』

大ホール （14:30）15:00～18:00 指定席：S席14,000円、A席11,000円、B席9,000円、C席7,000円、D席5,000円

ウィンナー・ワルツ・オーケストラ
中ホール（13:30）14:00～16:00

～宮殿祝賀コンサート～

中ホール

中ホール

静岡放送事業部

問 0570-064-724 夢グループチケットセンター

問 0570-064-724 夢グループチケットセンター

主 静岡地域人権啓発活動ネットワーク協議会
問 054-221-1366

無料

梨花幼稚園ちびっこ発表会
大ホール（11:30）12:00～15:30

主 静岡新聞社・静岡放送／光藍社

主 株式会社夢グループ

指定席：PS席前売8,500円、
PS席当日8,500円、
SS席前売6,980円、
SS席当日8,000円 ※いずれも税別

令和元年度静岡市人権啓発講演会～介護の達人は人生の達人～ 高齢者の人権
中ホール（13:00）13:30～15:00

050-3776-6184 光藍社チケットセンター

主 株式会社夢グループ

指定席：PS席前売6,800円、
PS席当日8,000円、
SS席前売5,800円、
SS席当日6,800円 ※いずれも税別

夢スター歌謡祭 春組対秋組歌合戦
（17:30）
18:00～20:30

問 054-281-9010 静岡放送事業部

問 054-281-9010

指定席：6,000円

夢スター歌謡祭 夏組コンサート
（12:30）
13:00～15:30

主 静岡新聞社・静岡放送／光藍社

主 学校法人

静岡市福祉総務課

鷲巣学園 梨花幼稚園

問 054-258-9118 梨花幼稚園 髙瀨 絹代

関係者のみ

Vissi Dance Theater「DISCO QUEEN」

主 ヴィシーダンスシアター／静岡市民文化会館

中ホール 1/18（17:00）17:30～

問 054-251-3751

1/19（13:00）13:30～

指定管理者 静岡市文化振興財団共同事業体

自由席：前売4,000円、当日4,500円

シルク・ドゥラ・シンフォニー
大ホール（18:00）18:30～

主 静岡朝日テレビ

指定席：SS席12,000円、S席9,500円、A席8,000円、
B席6,500円

角笛シルエット劇場

問 054-251-3302

主 有限会社

大ホール（10:00）10:30～11:30

静岡市民文化会館

自由席：一般1,500円

指定席：団体1,200円

劇団角笛

問 03-3994-7624

TOSHINOBU KUBOTA CONCERT TOUR 2019-2020 "Beautiful People"

主 サンデーフォークプロモーション／静岡市民文化会館

大ホール（17:00）18:00～

問 054-284-9999 サンデーフォークプロモーション

指定席：8,900円

指定管理者 静岡市文化振興財団共同事業体

きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル ソドー島のたからもの

主 静岡朝日テレビ／キョードーファクトリー／

中ホール（11:00）11:30～12:30 （13:30）14:00～15:00

問 0570-550-799

指定席：2,850円

第53回静岡県管打楽器アンサンブルコンテスト大学の部 職場・一般の部
中ホール（10:00）10:30～16:30

無料

島津亜矢コンサート2020

大ホール（13:30）14:00～16:00 （17:30）18:00～20:00

静岡市民劇場第422回例会 劇団朋友
『ら・ら・ら』鑑賞会
1/29（12:30）13:00～15:40

会員のみ

公益社団法人日本照明家協会 東京支部主催ミニライティングフェア（舞台照明機器展）
大ホール 1/29（12:00）12:30～18:00

1/30（10:00）10:15～17:00

無料

令和元年度 葵区・駿河区合同芸能発表会＆リフォームファッションショー
中ホール（9:00）10:00～14:30

令和元年度

無料

静岡市立小・中学校美術展（葵区）

A・B・C展示室 9:00～16:30

無料

問 090-5635-0660

主 株式会社

指定席：6,880円

キョードー東京

主 静岡県大学職場一般吹奏楽連盟

一般吹奏楽連盟

歌怪獣襲来ツアー

中ホール 1/28（18:00）18:30～21:10

ピクニック

静岡県大学職場
事務局 志村

静岡企画

問 054-252-2636

主 NPO法人

静岡市民劇場

問 054-253-6839
主 公益社団法人日本照明家協会東京支部
問 070-3600-0201

公益社団法人日本照明家協会東京支部 事務局

主 駿河区シニアクラブ連合会
問 054-270-5236

駿河区シニアクラブ連合会

大村

主 静岡市教育委員会
問 054-291-2031

静岡市立大川小中学校

石垣

※都合により内容を変更する場合があります。
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新春

ZEN YAMATOジョイント･コンサート
～尺八＆箏曲～

日本ならではの新年にふさわしい尺八と箏、三絃による演奏会。
平成29年度第68回芸術選奨文部科学大臣賞を受賞した尺八の
第一人者 善養寺惠介と、古典箏曲演奏家としていま最も注目を
集める演奏家のひとり、山登松和によるジョイント･コンサート。

1/11土

15:00開演（14:30開場）
全指定￥3,500 [Pコード:125-854]
（静岡音楽館倶楽部会員￥3,150、22歳以下¥1,000）
※未就学児はご入場いただけません。

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）

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）

ランチタイム･コンサート

ブラス・クインテット

N響メンバーによる金 管五重奏
NHK交響楽団首席ホルン奏者の福川伸陽を中心とした珠玉の
金管五重奏。昼間のひととき、贅沢な時間をお過ごしください。

1/23木

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]
（静岡音楽館倶楽部会員￥1,620、22歳以下￥1,000）
※未就学児はご入場いただけません。

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）
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
C.ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女
M.カルヴェール：組曲《モンテルジャンの丘》
より
R.ロジャース：《サウンド･オブ･ミュージック》
より
L.バーンスタイン：《ウエスト･サイド･ストーリー》
〈マリア〉
〈トゥナイト〉
〈アメリカ〉

5

※都合により内容を変更する場合があります。

静岡音楽館AOI

〒420-0851

静岡市葵区黒金町1-9 TEL.054-251-2200 FAX.054-253-3322 URL.https://www.aoi.shizuoka-city.or.jp
●開館時間／9：00～21：30 ●休館日／月曜日
（祝日の場合はその翌平日）
、
年末年始
●駐車場はありませんので、
お近くの静岡駅北口地下駐車場
（エキパ）
、
駅北パーキングなどをご利用下さい。
（有料）
●アクセス／JR静岡駅北口、
静岡中央郵便局うえ7～9階。
東名静岡インターより15分。
年末年始休館日：12月28日
（土）
〜2020年1月4日
（土）

1月
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主 …主催 問 …お問合せ

土

新春 ZEN YAMATO ジョイント・コンサート
～尺八＆箏曲～
ホール

12

日

（14:30）15:00 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。

オーケストラ・スプラウト
第11回 リコーダーコンサート2020

主
問

（11:00）11:30 ※12:30終演予定 全指定1,800円、会員1,620円、22歳以下1,000円
※未就学児はご入場いただけません。

（17:30）18:00 全自由2,500円、
会員2,250円、22歳以下1,000円
※5歳児からご入場いただけます（チケットが必要です）。

第46回静岡リコーダー・アンサンブルコンテスト
ホール

29 水

主

第19回静岡音楽館AOIコンサート企画募集事業
後藤友香理 ピアノ・リサイタル
ホール

26 日

無料
（要申込）

ランチタイム・コンサート
N響メンバーによる金管五重奏
ホール

25 土

19:00～20:30

問

主
問

主
問

10:00～17:00
（予定） 無料（どなたでも）

静岡県立清水南高等学校第32回芸術科卒業演奏会

主
問

ホール （17:00）
17:30～20:00

金

主
問

19:00～20:30

オーケストラ・スプラウト代表小島
090-3304-9566

静岡音楽館AOI
054-251-2200

静岡音楽館AOI
054-251-2200

静岡音楽館AOI
054-251-2200

静岡リコーダー教育研究会
054-252-3340
（コンテスト実行委員会事務局
静岡市立駒形小学校内 鈴木光）

静岡県立清水南高等学校
054-334-0431

無料
（どなたでも）

講演会：はじめての現代音楽「A.ピアソラ」
講堂

静岡音楽館AOI
054-251-2200

一般1,000円、
中学生以下無料

水
講堂

31

主

サークル“この1曲”をとことん語る

23 木

問

問

ホール （13:30）
14:00～16:00

15

主

静岡音楽館AOI
054-251-2200

無料
（要申込）
※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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デスノート THE MUSICAL
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。

2020年

会
出
料

［甲斐］
2 月22日（土） ①開演13:00
②開演18:00［村井］
23日（日・祝） 開演13:00［甲斐］

場︰静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
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
金︰全指定・税込 Ｓ席 13,500 円、Ａ席 10,500 円

＜チケット取り扱い＞ チケット販売中！
・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）
・ローソンチケット 0570-084-004（Lコード：43637）
・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

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～

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。

12 月19日（木）〜 2020年1月13日（月・祝）

10:00～17:00（入場は16：30）※12月31日、1月1日は休館日
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

＜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（Pコード：685-032）
・ローソンチケット 0570-084-004（Lコード：43974）

市民吹奏楽団マリナート・ウインズ
第5回公演に向けて始動！
静岡市清水文化会館マリナート

岩科 直子

静岡市清水文化会館マリナートでは、当館の音楽アドバイザー・

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）

幅に超える人数です。前回から、1つのセクションに絞ってクリニックを実
施しているのですが、今年は打楽器クリニックの実施回ということもあり、
打楽器メンバーが多いのも今回の特徴なのではないかと感じています。
11月上旬にオリエンテーションを行い、12月から本格的な練習が開始
しました。練習日には学校・会社などから続々と楽器を持ったメンバー

須川展也さんの音楽監督・指導のもと平成28年度より
「市民吹奏楽

がマリナートへやってきます。練習日以外にも、自ら練習室を借りて練習

団マリナート・ウインズ」事業を実施しています。今回で5回目を迎えま

に励むメンバーも。マリナート・ウインズの活動や昨年の公演の様子は、

した。マリナート・ウインズは秋から3月の公演までという、期間限定

YouTubeのマリナート・ウインズのチャンネルでも見ることができます。も

で活動する市民吹奏楽団です。

し良かったらチェックしてみてください。

そのため、仕事との両立を探りながら吹奏楽を楽しみたい社会人、

7

※2歳以下無料

さて、過去最大数のメンバーで迎える本番は、どのよ

吹奏楽部を引退した学生など、様々な方が世代関係なく集まってい

うな演奏を奏でるのでしょうか！？ 3月21日
（土）
は是非マリ

ます。今回はなんと、160名を超える団員数！これは当初の想定を大

ナート大ホールにお越しください。お待ちしております !

※都合により内容を変更する場合があります。

静岡市清水文化会館マリナート
〒424-0823 静岡市清水区島崎町214 TEL.054-353-8885 FAX.054-353-8111 URL.https://www.marinart.jp/
●開館時間／9：00〜22：00 ●休館日／毎週月曜
（祝日の場合はその翌平日）
、
年末年始※その他、
臨時に休館することがあります。
●駐車場はありませんので、
隣接の清水駅東口駐車場、
日の出パーキング等、
周辺の駐車場をご利用ください。
（有料）
●アクセス／JR清水駅 みなと口
（東口）
より徒歩3分
（清水駅自由通路直結）
、
静岡鉄道 新清水駅より徒歩10分、
東名清水インターより自動車で約10分。
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日（土）

1月

主 …主催 問 …お問合せ
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土

18
18
18
19

土

土

土

日

26 日
31

金

主

太鼓祭in静岡 和太鼓饗宴～駿府の巻～
小ホール

(12:30)13:00～

問

無料

清水市民劇場第307回例会 劇団朋友公演「ら・ら・ら」
大ホール（18:00）
18:30〜21:00

会員のみ

主

静岡県小学校管楽器合奏フェスティバル
小ホール（9:30）
10:00～11:30

自由席

問

無料

静岡室内歌劇場 新春コンサート
小ホール（16:30）
17:00～ 19:00

自由席

主

一般2,000円

学生1,000円

第25期 しみずかがやき塾 第8回講座（閉講式）
大ホール（12:00）
13:00～閉講式

13:30～講座

(14:00)14:30～17:30

問

会員のみ

自由席

主
問

無料

プレミアムフライデープラスコンサート
小ホール（18:00）
18:30

問

主

常葉大学附属橘高等学校普通科総合芸術コース吹奏楽専攻 第10回定期演奏会
大ホール

主
問

主
問

※要整理券

（一財）日本太鼓協会公認指導員会
日本太鼓協会公認指導員会
西日本支部事務局
090-4230-1064（塚本）
清水市民劇場
054-351-8191
静岡県小学校
管楽器研究会中部支部
藤枝市立葉梨小学校
054-638-0002（石橋）
静岡室内歌劇場
054-285-0756

しみずかがやき塾
054-353-6700

常葉大学附属橘高等学校
054-261-2256

静岡市清水文化会館マリナート
054-353-8885

ギャラリー A・B・C・D

12/

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～
〜

19 木

1/

13 月 祝

〜

16 木 19 日
1/

2

10：00～17：00
（※最終入場は16:30まで）
※12月31日、1月1日は休館日
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。

主

静岡市立小中学校美術展
全面

9:00〜16:30

問

無料

清見潟大学塾修了作品展

〜

31 金

2/

全面

日

全面

9:00〜16:30

※初日13:00から

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）
主

主

最終日15:00まで

無料

問

静岡市教育委員会・
静岡市立小中学校美術展
実行委員会
静岡市立清水不二見小学校
054-334-2510（萩山）
清見潟大学塾
054-367-3588

※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。
年末年始休館日：12月30日
（月）
〜2020年1月1日
（水・祝）

9

※都合により内容を変更する場合があります。

静岡市生涯学習センター講座情報
マークの
見方

日

…往復ハガキ申込

…電話申込

…ホームページ申込

…直接会場へ

時

講

座

URL.https://sgc.shizuokacity.jp/

【往復ハガキ】
（多数抽選）
申 込 締切日までに、往復ハガキに講座名、住所、参加者全員の氏名、電話番号、返信用宛名を記入し、各生涯学習センターへお送りください。
方 法 【ホームページ】
締切日までに、ホームページ申込フォーム（https://sgc.shizuokacity.jp/）にて必要事項を入力してお申し込みください。
（多数抽選）

名

内

容

対

象

会

費

申込方法

葵生涯学習センター（アイセル21）
2/2（日）、9（日）、3/1（日）
9:30～11:30

2/23（日・祝）

本番

こども10円商店街
こども店長募集

「こども10円商店街」は、小学生のお子さ
んが自分でお店を考え、販売やサービスを
1回10円で行う講座です。あなたも店長に
なって、自分のお店を出してみませんか？

小学生20組
（1組3人まで）

1人1,000円

パソコン初級講座
(基礎編)

パソコン初心者向けに、電源の
付け方から操作方法、文字入力
やインターネットの使用方法につ
いて学びます。

パソコン初心者14人

1人1,000円

パソコン初級講座
(エクセル編)

エクセ ル を 使 った 表 の 作 成
や、かんたんな関数などを学
びます。

Windowsの基本的
な操作、文字入力が
出来る方14人

1人1,000円

（全4回）

9:30～15:30

2/5～3/4

の毎週水曜日
10:00～12:00

2/5～3/4

の毎週水曜日
13:30～15:30

（全5回）

（全5回）

1/14（火）必着・参加者全員
の学校、学年、自分がやりたい
お店・保護者（代表者）の氏名、
電話番号も記入・1枚1組

1/22（水）必着

1/22（水）必着

西部生涯学習センター
1/30（木）、2/27（木）、
3/19（木）

はじめての
花壇づくり講座

どなたでも15人

1人1,000円

10:00～12:00

（全3回）

花の手入れや土作り等、ガーデニン
グの基礎を学びます。最終回はセン
ター花壇にみんなで花を植えます。

1/8（水）
、10:00 ～・
申込順

2/8（土）

鑑識の仕事体験！
指紋や足跡を調べよう

警察官から鑑識の大切さについ
て聞き、指紋や足跡を調べる体
験をすることで仕事について学び
ます。

小学4 ～ 6年生20人

無料

1/9（木）
、10:00 ～・
申込順

4時間で学ぶ
普通救命講習Ⅱ

心肺蘇生法やAEDの使 用方法
を学びます。※修了者には普通
救命講習修了証を発行します。

中学生以上30人

無料

1/14（火）
、14:00 ～ ･
申込順

成人20人

1人500円

1/28（火）
、10:00 ～ ･
申込順

1/7（火）
、14:00 ～・
申込順

10:00～12:00

（全1回）

2/15（土）

13:00～17:00

2/28（金）

10:00～13:00

（全1回）

災害 時 に 役 立 つ 調 理 法 や 無

Let's！防災クッキング 駄のない非常食について学び
（全1回）

ます。

東部生涯学習センター
1/21（火）、28（火）、2/4（火）

防災女子のすすめ

10:00～12:00

（全3回）

防災について、様々な分野の
講師から学びます。

成人女性16人

1人500円

懐 かしのフォークソングコン
サートを開催します。

100人

無料

常葉大学の公開講座です。静
岡の自然環境から環境保全や
自然との関わり方を考えます。

40人

無料

1/8（水）
、14:00 ～・
申込順

ワードを使い、チラシやお知
らせの作り方を学びます。

パソコンの文字入力
ができる方12人

1人1,000円

1/17（金）
、14:00 ～・
申込順

災害時のスマートフォン活用方
法を学びます。

成人20人

無料

1/15（水）
、14:00 ～・
申込順

ご家 庭で不用になった着 物を
使って、トートバッグを作ります。

成人20人

1人1,000円

1/15（水）
、10:00 ～・
申込順

書の時間

太筆による楷行、ひらがなを
習います。

成人20人

1人500円

1/16（木）
、10:00 ～・
申込順

実例から学ぶ
マーケティング

マーケティングにおける実例を通
じて、
「マーケティング」と言う考
えを生活に活かす方法を学びます。

40人

無料

1/18（土）
、14:00 ～・
申込順

在来蕎麦を
打ってみよう

在来蕎麦の魅力や特徴を紹介
しながら、蕎麦打ち体験を行
います。

高校生以上12人

1人2,000円

成人30人

1人300円

1/21（火）
、10:00 ～・
申込順

100人

無料

1/17（金）
、10:00 ～・
申込順

2/2（日）

フォークなひととき冬

12:30～16:00

（全1回）

2/4（火）、18（火）、25（火）

静岡の自然環境から
環境保全を考える

の19:00～20:30

（全3回）

ワードを活用！
チラシ作成講座

2/14～3/6

の毎週金曜日
10:00～12:00

2/19（水）

19:00～20:30

（全4回）

災害時の
スマートフォン講座
（全1回）

当日、直接会場へ

北部生涯学習センター
2/5（水）、12（水）、26（水）
の10:00～12:00

2/6～27

の毎週木曜日
19:00～21:00

2/8（土）、15（土）、22（土）
14:00～16:00

2/8（土）、15（土）
14:30～16:30

着物リメイク～
トートバッグづくり
（全3回）

（全4回）

（全3回）

（全2回）

2/18（火）、25（火）、3/3（火） 近世駿府の民俗と方言 静岡の民俗と方言について学
9:30～11:30

（全3回）

2/23（日・祝）

籠上中学校吹奏楽部
コンサート

14:00～15:30

（全1回）

びます。

静岡市立籠上中学校吹奏楽部
によるコンサートです。

1/20（月）必着・
1枚1人

※都合により内容を変更する場合があります。

10

日

時

講

座

名

内

容

対

象

会

費

申込方法

藁科生涯学習センター
1/26（日）

魅力的な造形の世界

13:00～16:00

（全1回）

2/1～2/22

やさしい
古文書基礎講座

の毎週土曜日
13:30～15:30

（全4回）

はじめての
フラダンス講座

2/14～3/6

の毎週金曜日
13:30～15:00

（全4回）

四季の星座
冬の巻

2/15（土）

18:00～20:00

2/16（日）

10:00～13:00

（全1回）

体験！お父さんと
一緒にお菓子作り
（全1回）

障がいのある方を対象にした
美術講座です。色々な材料や
用具に触れて、自分だけの素
敵な作品を作ります。

小学生から
高校生まで
障がいのある人10人
（介助者要同伴）

1人1,000円

古文書解読の基本を学び、藁
科地域に残る古文書の解読に
取り組みます。

30人

無料

初心者のためのフラダンス講
座です。

成人女性20人

1人1,000円

1/17（金）
、14:00 ～・
申込順

冬 の 夜 空の観 望と星 座の話。
曇天時は室内講義。

小学生以上30人
（小学生は
保護者同伴）

無料

1/24（金）
、16:00 ～・
申込順

親子でマフィンとチョコドリン
クを作ります。

小学生と
男性保護者8組

1組1,000円

1/19（日）
、10:00 ～・
申込順

1/8（水）
、13:00 ～・
申込順

または直接
藁科図書館へ（054278-4100）1/8（水）、
9:30 ～・申込順

西奈生涯学習センター（リンク西奈）
2/12（水）、19（水）
の19:00～20:30

2/16（日）

13:30～15:00

2/22（土）

10:00～12:00

声と表情で
第一印象UP講座

発声や活舌練習などを通して、
表情豊かな声の出し方を学び
ます。

20人

1人500円

1/15（水）
、10:00 ～・
申込順

もっと世界を知ろう
～伝統楽器編～

中国の楽器二胡、パラグアイ
の楽器アルパ、津軽三味線の
コンサートです。

100人

無料

1/12（日）
、10:00 ～・
申込順

学ぶ楽しみ発見！
古文書解読のキホン

瀬名地域に残る江戸時代の古
文書を解読して、古文書を読
む楽しさを発見します。

30人

1人300円

1/11（土）
、10:00 ～・
申込順

エコーによる脂肪肝測定と脂肪
肝についての講義、家でも簡単
にできるストレッチを行います。
※SBS静 岡 健 康 増 進センター集
合・解散。

20人

無料

1/11（土）必着･1枚1人
多数抽選

（全2回）

（全1回）

（全1回）

南部生涯学習センター
測ってみよう！
肝臓の脂肪

2/1（土）

14:00～15:30

（全1回）

シニアのための
ライフデザイン

健康や相続など様々な視点か
らライフデザインを学ぶ、高齢
期に備えるお金の講座です。

50歳以上30人

無料

1/15（水）14:00 ～・
申込順

パパもおいでよ！
おやこ木工ひろば

色々な形の木片を組み合わせ
て、親子で木工作を楽しむ講
座です。※午前、午 後とも同
一の内容です。

3歳以上の子と
その保護者各15組
（※参加される方以
外の付き添いはでき
ません）

1人500円

1/11（土）
、10:00 ～・
申込順

静岡の郷土史
身近な戦争遺産

日常生活の中で見慣れた景観
の中にすっとのこる戦争遺産を
中心に、地域から近代戦争を
考える講座です。

30人

無料

1/16（木）
、14:00 ～・
申込順

長田音楽祭

長田生涯学習センター利用団
体連絡会に所属する音楽やダ
ンスサークルの発表会です。

どなたでも

無料

20人

1人1,000円

1/5（日）
、10:00 ～・
申込順

科 学 絵 本 の 読 み 聞 か せと 実
験・工作を通じて科学に興味
を持ってもらう、親子向けの体
験講座です。

小学2年生までの
子どもとその保護者
12組

無料

1/8（水）
、10:00 ～・
申込順

2/5（水）、12（水）、19（水）
13:30～15:00

2/8（土）

①9:30～11:30
②13：30～15：30

（全3回）

（全2回 各1回）

2/13（木）、20（木）、27（木）
14:00～16:00

（全3回）

長田生涯学習センター
2/2（日）

（全1回）

12:00～16:00

当日、直接会場へ

大里生涯学習センター
2/1（土）

9:00～12:00

（全1回）

「大里カルタ」を使って、大里
地域の歴史や文化の話を聞き
ながら、ガイドと一緒にウォー
キングします。

2/2（日）

親子でかがくあそび

13:30～15:30

（全1回）

2/8（土）

知って安心！
年金・相続・保険のこと

高齢化社会の中で気になる年
金・相続・保険の最新情報を
知り、ライフプランについて考
えます。

30人

無料

1/15（水）
、10:00 ～・
申込順

フェアトレードを
五感で楽しもう！

フェアトレード商品の試食や雑
貨作りのワークショップを通じ
て、フェアトレードと生産国の
文化について学びます。

15人

1人500円

1/8（水）
、13:00 ～・
申込順

20人

無料

1/7（火）
、10:00 ～・
申込順

13:30～15:30

2/16（日）

14:00～16:00

2/21～3/13
の毎週金曜日
18:30～20:00

11

大里歴史
探訪ウォーキング

（全1回）

（全1回）

英語で
基 礎 から学ぶ 初 級 向 け英 会
コミュニケーションUP・ 話で、 コミュニケーション力
初級編
もアップしましょう。
（全4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

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）
1/24（金）～2/6（木）

美和地区合同美術展

2/1（土）、8（土）

近隣の幼保小中学校の子ども
達の作品展示です。

どなたでも

無料

つくってみよう！
バルーンアート

バルーンアートの作り方を学び
ます。3回目は、
「アカデ美和こ
どもの祭典」で講師となって
教えます。

小学生15人

無料

1/11（土）
、10:00 ～・
申込順

スーパーボールを
10倍楽しもう！

スーパーボールを使った工作を
します。2回目は、
「アカデ美和
こどもの祭典」で講師となっ
て教えます。

小学生10人

無料

1/7（火）
、10:00 ～・
申込順

ふじのくに地 球 環 境 史ミュー
ジアムの岸本年郎教授を講師
に招き、静岡に侵入している外
来昆虫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

1/10（金）
、13:30 ～・
申込順

友達に贈るバレンタインデーの
チョコレート菓子を作ります。

小中学生の女子12人

1人1,000円

1/31（金）必着、学年
も記入

地元で採れたいちごを使ってス
イーツを作ります。

①成人12人
②小学生12人

1人1,500円

2/4
（火）
必着、
①は年齢、
②は学年も記入、1人1
枚

（全1回）

9:00～21:00

10:00～12:00

16（日）

（全3回）

9:30～12:00

2/2（日）

10:00～12:00

16（日）

（全2回）

9:30～12:00

静岡の
外来昆虫について

2/5（水）

13:15～15:30

（全1回）

簡単！美味しい！
手作り友チョコ

2/9（日）

10:00～12:00

（全1回）

地元のいちごを使った
スイーツ作り

①2/21（金）
②2/22（土）

（各全1回）

9:30～12:00

当日、直接会場へ

健康文化交流館「来・て・こ」
南部勤労者福祉センター
パソコン講座
日

19歳以上または勤労者

時

2/5 3/11

～
水曜日13：30～15：30
申込方法：

各10人

パソコン講座（Oﬃce2019使用）

休講日

レイアウト入門（全6回）
1/9（木）必着・年齢も記入・多数抽選

OS

会 費 ※テキスト代別途

Win10

3,700円

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

自身のタイプを知り、特徴を活かした人間関係の作り方について学びます。
日

時

2/10

（全1回）
月曜日19：00～21：00
申込方法：

講

座

名

対

人間関係の作り方 〜OK-OKの関係にするために〜

象

勤労者15人

費

用

500円

1/13（月・祝）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）

初心者対象パソコン相談室
日

時

コース

内

容

対

象

会

費

1/10（金）

初心者対象
パソコン相談室⑲

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。

パソコン初心者各 5人

100円
（施設使用料）

1/24（金）

初心者対象
パソコン相談室⑳

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。

パソコン初心者各 5人

100円
（施設使用料）

①13:30～14:30
②14:45～15:45

①13:30～14:30
②14:45～15:45
申込方法：

12/20（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）

イベ ン トレポ ー ト

第3回ほくぶおはなしフェスタ
10月5日
（土）
、静岡市北部生涯学習センターで
「第3回ほくぶおはなし

静岡市北部生涯学習センター

池谷 瑞綺

しを聴く子、出演者の投げかけに大きな声で答える子、楽しい場面では声

フェスタ」
が開催されました。2017年度から続くおはなしフェスタも今回で

を出して笑ってくれる子など、お子さんの素敵な反応がフェスタを盛り上げて

3回目。今回もたくさんのお客様に来場いただきました。

くれました。お子さんにとって中学生は、比較的歳の近いお兄さんお姉さん

前回までは午前のみでしたが、今回は午後まで時間を延長。より多くの
読み聞かせ団体さんに出演いただき、時間・内容とも大きくパワーアップし
ました。

ということもあり、公演後に仲良く交流している場面も見られました。出演
団体の皆様、そしてご来場いただいたお客様、ありがとうございました！
今年のおはなしフェスタは幕

今回の大きな見どころは静岡市立籠上中学校生徒さんの出演です。夏

を閉じましたが、各団体はフェ

前からこの日にあわせて読み聞かせの練習をしてきました。本番では全員が

スタの日以外にもそれぞれに活

堂々と、そして楽しそうに読み聞かせを披露し、お客様からも大好評でした。

動しています。もしよろしければ、

長丁場にも関わらず、最初から最後までじっくり見てくれたお客様も多く、

お近くのおはなし会にも参加し

特にお子さんは、各公演で様々な反応を見せてくれました。真剣におはな

てみてくださいね。

※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
年末年始休館日：12月29日
（日）
〜2020年1月3日
（金）

15

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 0〜25：0 0、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

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

36

ご注文時にお伝え下さい

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.054-266-5085 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

ゴールデンネクター
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.054-275-2759 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

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 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

42

44

オールデイダイニング
THE TABLE（1F）
TEL.054-289-6410

中国料理 翡翠宮（2F）
TEL.054-289-6411

47

49

ご提示の上お申し付けください。

サービス内容 10％off

TEL.054-284-0111

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

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）
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）

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

：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
45

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

ポーラ ザ ビューティ
静岡店（1F）

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

10：00〜19：00（エステ最終予約時間18：00）

ハンドマッサージ施術無料

46

しゃぶしゃぶブッフェ
しゃぶ葉 静岡（B1）

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

48

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.0120-566-227

TEL.054-254-6144

中島屋グランドホテル

（女性限定）

そば処 岩久本店（B1）
TEL.054-275-1560

入船鮨葵タワー店（B1）
TEL.054-251-9178

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

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
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

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

Ticket de Smile 加盟店募集中!

51

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
テラスレストラン

ランチ11:30～14:30
ディナー17:30～21:00

（2019年11月10日現在）

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。

【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）

17

18
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