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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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日本初公開のテニエル自筆の挿絵下絵など、物語の誕生に
中心的な役割を果たした人々に関連する資料をご紹介します。

『不思議の国のアリス』と『鏡の国のアリス』の物語を、
世界で活躍する7人の画家がそれぞれ個性豊かに描いた
作品で辿ります。

絵本『はらぺこあおむし』の作者エリッ
ク・カールの描き下ろし作品をはじめ、
サルヴァドール・ダリや山本容子など、
物語からインスピレーションを受けた
芸術家たちの共演をお楽しみください。

『不思議の国のアリス』初刊行版本
聖徳大学・聖徳大学短期大学部蔵

チャールズ・サントーレ 『不思議の国のアリス』第5章より《イモ虫からの忠告》 
©2017 Charles Santore

ロバート・インペン 『不思議の国のアリス』第12章より
《夢から覚めるアリス》  ©Robert Ingpen

 エリック・カール《チェシャネコいもむし》
 "Cheshire CAT-erpillar" created by Eric Carle, 2018.
Image reproduced with permission from the Eric Carle Studio

アーサー・ラッカム《ニセウミガメ》
©The Korshak Collection

ジョン・テニエル『鏡の国のアリス』
挿絵のための下絵《アリス女王》
 John Tenniel, “Queen Alice”, 
The Rosenbach, Philadelphia

スペシャルトークイベント～アリス展×QuizKnockコラボの裏側～関連事業

東大最強の知識王・伊沢拓司が率いるQuizKnock（クイズノック）が静岡に初登場！
ルイス・キャロルと『不思議の国のアリス』誕生にまつわる謎の数 を々、クイズを交えながら解き明かしていきます。
日　時：2月8日（土） ① 13:00－14:30（開場12:00）　② 15:30－17:00（開場14:30）
講　師：QuizKnock（伊沢 拓司 氏・志賀 玲太 氏） 
会　場：静岡市美術館　多目的室
参加料：3,000 円（サイン入り本展オフィシャルブック、観覧券つき）　※当日お支払いください
定　員：各回 130 名（全席指定、応募多数の場合は抽選）
申込締切：1月16日（木）必着　※ホームページ申込フォームは 17:00 締切
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人 1回、2 名様まで申込可能。
※往復はがき記載事項 ①催事名、催事日、希望時間 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。

第1章　始まりの話 ―アリス誕生

第2章　アリスの物語
―不思議の国への招待

第3章　アートの国
―世界が愛する永遠のアリス
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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。

今年も開催決定！ “吹奏楽の街 清水”の復活と、吹奏楽を通した交流を
目的に、静岡市清水文化会館マリナートが2015年からスタートさせた期間
限定の市民吹奏楽団。静岡市内在住者を中心に、年齢層関係なく世代を
超えて吹奏楽を愛好する仲間が一同に集結！ 今年はなんと170名の過去
最大数のメンバーで開催します。

デスノート THE MUSICAL

静岡市清水文化会館マリナート“響きのある街”プロジェクト

第5回 市民吹奏楽団マリナート・ウインズ ×須川展也

＜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

＜チケット取り扱い＞　1月19日（日）10:00～発売開始
・ マリナート窓口または電話　054-353-8885　営業時間9:00～22:00
  　　　※月曜休館、月曜祝日の場合は翌平日

・ チケットぴあ　0570-02-9999（Pコード：172-168）

（※開演時間は予定のため、変更になる場合がございます。）

主催 : 静岡市清水文化会館マリナート
助成 : 芸術文化振興基金
備考 : ※未就学児入場不可

2月22日（土）

3月21日（土）

23日（日・祝）
①開演13:00［甲斐］
②開演18:00［村井］

開場14:15　開演15:00

開演13:00［甲斐］

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

出　演：須川展也、市民吹奏楽団マリナート・ウインズ
ゲスト出演：クインテット・プリズム（ヴァイオリン：奥村 愛・前田尚徳、
  ヴィオラ：山田那央、チェロ：奥村 景、ピアノ：小柳美奈子）
  秋田孝訓（ティンパニーソリスト・東京佼成ウインドオーケストラ）
会　場：静岡市清水文化会館マリナート　大ホール
料　金：全席自由・税込　一般 2,500 円 
   学生（大学生・高校生・中学生）1,500 円
   小学生 無料（※ただし要整理券）

YouTubeの
ウインズチャンネルは
こちらから！
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〒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

2 日
由比交響吹奏楽団 第24回定期演奏会 主   由比交響吹奏楽団

問   090-3850-3921（赤堀）大ホール（12:45）13:30～16:00　自由席　無料　※要整理券

2 日
清見潟大学塾 ステージ発表会 主   清見潟大学塾

問   054-367-3588小ホール（12:30）13:00～16:00　自由席　無料

5 水
角笛シルエット劇場 主   有限会社劇団角笛

問   03-3994-7624大ホール（10:00）10:30～11:30　指定席　前売1,200円　当日1,500円

8 土
静岡交響楽団 第92回定期演奏会 〈清水公演〉

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　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　※未就学児入場不可

8 土
おおしろ会ピアノ発表会 主   おおしろ会

問   054-336-1058小ホール（16:30）17:00～20:00（予定）　自由席　無料

9 日
静岡県演奏家協会新入会員によるFirst Concert2020 「瞬間（とき）の贈りもの」 主   静岡県演奏家協会

問   090-5625-6963小ホール（13:00）13:30～15:00　自由席　1,500円

9 日
新サッカースタジアムを考える会 主   新サッカースタジアムを考える会

問   054-366-2266（清水シティホテル内）小ホール（18:00）18:30～21:30　自由席　無料

11 火
清水区建国記念の日を祝う区民の集い 主   建国記念の日を祝う区民の会

　　（静岡市清水区自治会連合会・静岡市清水区シニアクラブ連合会）

問   054-354-2171（自治会連合会）大ホール（11:30）12:30　自由席　無料

16 日
0歳児から入れる親子クラシックコンサート 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（9:30）10:30～11:30　自由席　無料　※事前申込制

デスノートTHE MUSICAL 主   静岡新聞社・静岡放送／
　　静岡市清水文化会館マリナート／
　　キョードー東海
問   052-972-7466（キョードー東海／月～土10:00～19:00）
　　054-353-8885（静岡市清水文化会館マリナート）

大ホール
22日（土）　①（12:30）13:00　②（17:30）18:00
23日（日）　　（12:30）13:00
指定席　Ｓ席13,500円　Ａ席10,500円　※未就学児入場不可

次世代の文化を創造する新進芸術家育成事業・技術者認定講座 主   一般社団法人日本劇場技術者連盟/
　　静岡実行委員会
問   静岡実行委員会事務局
　　（株式会社ステージ・ループ内）　
　　053-460-4011

　　　　　　　　　時間未定　関係者のみ

29 土
劇団Z・A公演 Visual Rock Entertainment Stage 「赤を啜り、終焉は虚無と知る」

主   劇団Z・A
問   080-2661-6653（富山）小ホール ①（13:30）14:00～16:00　②（17:30）18:00～20:00

指定席　前売／一般3,000円　大学生以下2,000円　当日／各500円増※未就学児入場不可

清見潟大学塾 修了作品展 主   清見潟大学塾
問   054-367-3588全面 9:00～16:30　※初日の受付時間13:00から、最終日の受付15:00まで　無料

静岡県書道連盟主催 第72回静岡県書きぞめ展清水地区展 主   静岡県書道連盟/清水区書きぞめ振興会
問   090-7310-4500（山田）全面 9:00～17:00　※最終日の受付15:00まで　無料

第35回 清水私立幼稚園協会 絵画展 主   清水私立幼稚園協会
問   船原幼稚園 054-345-5384（齋藤）全面 9:00～17:00　※最終日の受付11:30まで　無料

東海大学漫画アニメーション研究会展示
主   東海大学漫画アニメーション研究会

A 10:00～16:00　無料

ギャラリー A・B・C・D

1 日29 土

18 火13 木

2 日31 金

9 日7 金

23 日

27 木

22 土

26 水

祝

祝

〜

〜

〜

〜

〜

〜

1/ 2/

3/

2 月 問主 …主催 …お問合せ

26日（水） 小ホール
27日（木） 大ホール・小ホール
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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

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。

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。

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）

※詳細はチラシ・HPをご覧ください。

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。

夜の生きもの

あかりの歴史 星空観察

光る生きもの

12/
21 土 24 月

2/
～ 振

明かりの歴史をご紹介します。



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
●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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　この冬、る・く・るの企画展「夜とくらやみ世界」の会場では、様々
な暗闇体験を用意しています。
　入口は夜の森…暗闇が得意な動物たちが潜む森を、ちょっとした冒
険気分で進みましょう。森を抜けると、「くらやみ体験エリア」があります。
　ひとりで挑戦するのもよし、誰かと協力し合うのもよし、用意されたミッ
ションにアイマスクを着けて挑戦してみましょう。想像力や類推力、空
間認識力も鍛えられるかもしれませんね。うまく動けなかったり、戸惑っ
たりする中で、どんな言葉や掛け合いが出てくるのでしょうか。アイマ
スクを外した瞬間、「見えること」に安心と喜びを感じ合えると思います。
　暗闇の中で様 な々体験をし、「暗闇の世界って、こんなに驚きがある
んだ！」と、この企画展を通して、そんなふうに思っていただけたら嬉
しいです。そしてきっと、皆さんが体験した感じ方を通じて、暗闇なら
ではのコミュニケーションの大切さも感じていただけると思います。
　ぜひ、この機会にご家族、お友達を誘って、一緒に暗闇体験を楽
しんでみませんか。

　幼いころ、夜になると「子どもは寝る時間、早く寝なさい！」なんて
言われていませんでしたか？ だからこそ年末の夜更かしは、なんだ
か特別な感じがしていたのを思い出します。夜が近づくにつれ、少
しずつ空が暗くなる様子を眺めながら、何かが起こるかも…そんな
ふうに想像した瞬間があったのは、絵本や昔話、そして祖母の「早
く寝ないと妖怪がでるよ！」の言葉を耳にしていたからかもしれません。
　もちろん、大人になっても、「夜の世界」は、夢や驚き、感動があり
ますよね。
　お化け屋敷みたいな暗い部屋で不安な時は、誰かが横にいてく
れると安心し、声を掛け合うと耳に届く言葉がとても大切なものだと感
じます。

くらやみで気づく大切なコミュニケーション

静岡科学館る・く・る　エデュケータ 安藤 亜矢子

臨時休館日：2月26日（水）

企 画 展 関 連 イ ベ ント

5本の紙を放射状に置いて、セロハンテープで留めて切ると…星の形に!?

フクロウがどんな鳥か知っていますか？
フクロウのひみつと“ふわふわ”な羽根を持ち帰ろう！

時間：13:30 ～ 15:30受付（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：東海大学チャレンジセンター ポリヘドロン工作隊

時間：13:30 ～ 15:30受付（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：掛川花鳥園 フクロウ担当スタッフ

星の形の紙工作

フクロウのひみつを知ろう！

2 日

8 土

2/

2/

電気が普及する前、あかりは炎でしか得られませんでした。
昔使われていた「油のあかり」は何からできているの？実際にしぼって燃やしてみよう。

夜のる・く・るを特別に案内するよ！いつもの展示物のちょっと特別な体験をしたあと、
真っ暗にした館内を、懐中電灯を持って探検してみよう。

予約不要

予約不要

要予約

要予約

時間：13:00 ～ 15:00　会場：8階実験ルーム
対象：小学校3年生以上 20人
申込：1/18（土）9:30 ～静岡科学館（054-284-6960）へ電話申込（申込順）

時間：17:30 ～ 19:00　会場：静岡科学館 展示場内
対象：小学生以上の子どもとその保護者 50人
申込：1/19（日）9:30 ～静岡科学館（054-284-6960）へ電話申込（申込順）

2/
22 土

2/
23 日

昔のあかり体験！ 油しぼりに挑戦しよう

夜のる・く・る探検ツアー

祝
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　そんなサクソフォン四重奏のコンサートをAOIで2月22日に開催
する。出演するのはザイール･サクソフォン･カルテット。2017年、
大阪国際室内楽コンクール管楽アンサンブル部門で優勝した彼ら
は、コンクール当時、パリ国立高等音楽院に在籍していた、フラ
ンスの若手4人組である。今回のコンサートではサクソフォン四重
奏曲の代表曲であるピエルネの《民謡風ロンドの主題による序奏と
変奏》やグラズノフのサクソフォン四重奏曲のほか、ピアソラの《ヴィ
オレンタンゴ》やバーンスタインの《ウェスト･サイド･ストーリー》などを
演奏する。彼らの演奏を聴いた当館の芸術監督、野平一郎によ
ると、演奏だけでなく魅せるという点においても見事らしい。サック
スの持つ音色と相まって、きっとかっこよくて楽しいコンサートになる
ことだろう。サックスの世界をどうぞご堪能あれ。

　サクソフォン、しばしば「サックス」と呼ばれるあの楽器。名前
の由来はアドルフ･サックスによって考案されたから。金色に輝く
楽器だが実は木管楽器である。吹いてみたいと憧れたことのあ
る人もいるのではなかろうか。比較的新しい楽器（1840年代に作
られた）であるため、もちろんモーツァルトやベートーヴェンなどの
作品に出てくることはない。オーケストラではあまり用いられないも
のの、ブラスバンドやジャズで大活躍。ソプラノ、アルト、テナー、
バリトンの4種類が主で、音域によって形状は異なる。そしてこ
の4種によるサクソフォン四重奏曲が数多く作曲されている。

サクソフォンのこと

静岡音楽館AOI 学芸員 関本 淑乃

2/2日

2/22土

3/13金

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

（静岡音楽館倶楽部会員￥5,400、22歳以下￥1,000） 
※未就学児はご入場いただけません。 

18:00 開演 （17:30 開場） 

全指定￥4,000 [Pコード:125-863] 
（静岡音楽館倶楽部会員￥3,600、22歳以下￥1,000） ※未就学児はご入場いただけません。 

19:00 開演 （18:30 開場） 

全指定￥3,000 [Pコード:125-866] （静岡音楽館倶楽部会員￥2,700、22歳以下￥1,000） ※未就学児はご入場いただけません。 

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
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）

出演

I
イル

L D
デ ー ヴ

EVU（声楽アンサンブル）

　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
A.ピアソラ：ヴィオレンタンゴ
G.ピエルネ：民謡風ロンドの主題による序奏と変奏
野平一郎：サクソフォン四重奏曲
P.イトゥラルデ：小さなチャルダーシュ
T.エスケシュ：タンゴ･ヴィルトゥオーゾ
L.バーンスタイン：《ウェスト･サイド･ストーリー》メドレー
A.グラズノフ：サクソフォン四重奏曲 変ロ長調 op.109 より 第3楽章
A.シエスラ：ラプソディッシュ

曲目
木下牧子 作･編：鷗（三好達治 詞）

  春に（谷川俊太郎 詞）

中島みゆき：時代（信長貴富 編、中島みゆき 詞）

 糸（信長貴富 編、中島みゆき 詞）

信長貴富 作･編：夕焼け（高田敏子 詞） ほか

ベートーヴェン：交響曲全集の第2弾。特に人気の高い交響曲第6番《田園》をメインに、ベートーヴェンの
オーケストラ作品の真髄を紹介する。管弦楽はAOIに久々の登場となる新日本フィルハーモニー交響楽団。

2017年、第9回大阪室内楽コンクール 管楽アンサンブル部門の覇者、ザイール･サクソフォン･カルテット（フランス）が、
AOIのステージに初登場！

～日本声楽界を席巻する“太メン”たち～
総重量約500kg！日本中で売切公演続出の重量級クラシック･ヴォーカル･グループ、“IL DEVU（イル･デーヴ）”が静岡に！！

オーケストラを聴こう ベートーヴェン：交響曲全集Ⅱ

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

IL DEVU CONCERT イル･デーヴ･コンサート
ⓒquatuor zahir

ⓒ ㈱日本コロムビア

ⓒK.Miura



※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 日
ベートーヴェン：交響曲全集Ⅱ 残券僅少 主   静岡音楽館AOI

問   054-251-2200ホール （14:30）15:00　全指定6,000円、会員5,400円、22歳以下1,000円　※未就学児はご入場いただけません。

4 火
第10回 常葉大学短期大学部音楽科ウインド・オーケストラ定期演奏会 主   常葉大学短期大学部音楽科

問   054-263-1125ホール （18:00）18:30～20:30　1,000円

7 金
第28回 静岡精華幼稚園音楽あそび発表会 主   静岡精華幼稚園

問   054-252-7300ホール （9:00）9:25～11:30　無料（どなたでも）

8 土
静岡県農林技術研究所公開セミナー 主   静岡県農林技術研究所企画調整部

問   0538-36-1553講堂 （12:30）13:00～15:30　無料（要申込）

8 土
第14期 ピアニストのためのアンサンブル講座（第9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。

9 日
第14期 ピアニストのためのアンサンブル講座 修了記念コンサート 主   静岡音楽館AOI

問   054-251-2200ホール （14:30）15:00　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。

11 火
0歳から入れる！親子クラシックコンサート 受付終了 主   静岡市

問   054-251-2200（静岡音楽館AOI）ホール 午前の部（10:30）11:00　午後の部（13:00）13:30　無料（要申込）※受付終了

12 水
天満敦子 お話と演奏の会 ようこそ天満ワールドへ 主   SBS学苑パルシェ校

問   054-253-1221ホール （13:30）14:00～15:30　3,300円

15 土
常葉大学教育学部初等教育課程音楽専攻 第37回卒業演奏会 主   常葉大学教育学部音楽専攻

問   054-297-6290ホール （12:30）13:00～16:00　無料（どなたでも）

16 日
静岡フィルハーモニー管弦楽団 春の特別演奏会 主   静岡フィルハーモニー管弦楽団

問   054-270-3151ホール （13:30）14:00～16:00　1,500円

19 水
山根一仁 ヴァイオリン・リサイタル　ピアノ 小林海都 主   静岡朝日テレビ　総合ビジネス部

問   054-251-3302ホール （18:00）18:30～19:30　4,000円

19 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）

22 土
ザイール・サクソフォン・カルテット 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。

23 日
心をつなぐ歌でつなぐ 混声コールムジカコンサート 主   混声コールムジカ（小野）

問   054-637-1600ホール （13:30）14:00～16:00　500円

23 日
メジャーリーガー 大谷翔平選手が学ぶ中村天風の教えとは！ 主   公益財団法人天風会静岡の会　山下

問   080-6952-4599講堂 （13:00）13:30～16:00　無料（どなたでも）

24 月
2020静岡・新春の集い 主   GLA静岡ターミナル

問   054-347-5656講堂 （12:00）13:00～16:30　3,000円

27 木
常葉大学短期大学部音楽科 第51回卒業演奏会 主   常葉大学短期大学部音楽科

問   054-263-1125ホール （18:00）18:30～20:30　500円

28 金
常葉大学短期大学部音楽科 第49回修了演奏会 主   常葉大学短期大学部音楽科

問   054-263-1125ホール （18:00）18:30～20:30　500円

2月

祝

祝

祝

休

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。

2020年 3月28日（土）

静岡市民文化会館　中ホール

前売 全席指定（税込） 一般2,000円　学生（大学生・高校生以下）・小人1,000円
車椅子席1,500円（介助者1名無料・静岡市民文化会館のみで取り扱い）
※当日券＋500円　※3歳以下の方の膝上鑑賞は無料

主催：ROCKSTAR有限会社、静岡市民文化会館
静岡市民文化会館　054-251-3751
イープラス

2020年1月11日（土）
10：00～

15:00開演 （14：30開場）
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
ファンキーノーボーダーズ（OPアクト）

日　　時

再演決定！

会　　場

出　　演

料　　金

チケット取り扱いチケット発売日

オリジナル舞台公演

大感謝！ 2019年10月初演で全公演完売・満席を記録した、
男性舞台チーム「エイトビート」完全静岡オリジナル作品第3弾、大好評を受け早くも再演！ 
静岡が決して忘れてはいけない世界レベルの戦後史「第五福竜丸事件」をテーマに、
演劇×ダンス×殺陣×映像×生演奏がコラボする必見のエンターテイメント！
強さとは何か、骨太な展開で未来に届ける約束の物語！

1 土
スタートゥインクルプリキュア ドリームステージ2020 静岡公演 主   静岡朝日テレビ

問   054-251-3302 静岡朝日テレビ総合ビジネス部大ホール （10:00）10:30～12:30　（13:00）13:30～15:30　指定席：3,300円

2 日
「おかあさんといっしょ」 ガラピコぷ～がやってきた!! 主   株式会社イーストン

問   055-931-8999大ホール （12:30）13:00～14:05　（15:00）15:30～16:35　指定席：2,750円　※一歳以上有料。　※一歳未満保護者1名につき1名膝上鑑賞で無料。

5 水
花まる学習会代表高濱正伸講演会 「子どもが伸びる家の親のあり方」 笑って泣いて楽しんで下さい 主   株式会社こうゆう　花まる学習会

問   070-1437-9491 講演会担当 なかむら中ホール （10:00）10:30～12:00　無料

6 木
静岡市立高等学校SSH研究成果発表会 主   静岡市立高等学校

問   054-245-0417 SSH事業推進担当 戸塚、辻大ホール （12:45）13:15～16:05　無料

7 金
梅沢富美男劇団特別公演 梅沢富美男＆研ナオコ アッ!とおどろく夢芝居2020 主   アイエス

問   0537-22-6158 ビッグプロモーション大ホール （13:30）14:00～16:30　（17:30）18:00～20:30　指定席：6,800円

8 土
だいすけお兄さんの世界迷作劇場パート3 2019-20 主   アークスインターナショナル／テレビ静岡

問   0798-77-5709 アークスインターナショナル（平日13:00～18:00）大ホール （11:45）12:30～13:30　（14:45）15:30～16:30　指定席：3,300円

8 土
静岡市防火大会 ①表彰等の式典 ②消防音楽隊の演奏 ③沖縄芸能（沖縄伝統歌舞集団 琉神の出演） 主   静岡市防火協会

問   054-280-0190 静岡市防火協会事務局（静岡市消防局消防部予防課内）中ホール （12:30）13:00～15:40　無料　※静岡市コールセンターでの受付（先着順）

9 日
第72回静岡県書きぞめ展静岡地区展表彰式 主   静岡県書道連盟静岡地区書きぞめ展

問   090-2188-4145 松田紅雪中ホール （12:00）13:15～15:00　無料

11 火
建国記念の日 奉祝 静岡市式典 主   建国記念の日奉祝運営委員会

問   054-245-1820大ホール （9:30）10:00～11:00　無料

16 日
第30回静岡市民大音楽祭「BRIOしずおか2020」 主   静岡市民大音楽祭実行委員会

問   090-3252-7885 事務局長 小池敏夫大ホール （12:30）13:00～17:00　無料

24 月
ジブリの思い出がいっぱい ～オーケストラによるドリームコンサート～ 主   静岡朝日テレビ

問   054-251-3302 静岡朝日テレビ総合ビジネス部大ホール （13:00）13:30～　指定席：大人4,800円、こども2,800円

29 土
静岡吹奏楽団ハートフルコンサート 主   静岡県人権・地域改善推進会

問   054-260-5246 宮田中ホール （13:00）13:30～16:00　無料

6 木
静岡市立高等学校SSH研究成果発表会 主   静岡市立高等学校

問   054-245-0417 SSH事業推進担当 戸塚、辻A・B・C展示室（9:15）9:45～12:00　無料

第72回静岡県書きぞめ展静岡地区展入賞作品展示（大賞・準大賞・特別賞・特選・優秀賞） 主   静岡県書道連盟静岡地区書きぞめ展
問   090-2188-4145 松田紅雪A・B・C展示室 9:00～16:30　初日は13:00から、最終日は15:00まで　無料

展示室 A・B・C

2月 問主 …主催 …お問合せ

9 日7 金
〜

祝

休

イメージイラスト：yazwo
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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）

2/23（日・祝）
10:00～15:00

こども10円商店街
～開催のお知らせ～

（全1回）

小学生がお店の企画・運営を
する「こども10円商店街」。
手作り品やゲームなどはどれも
10円！！

どなたでも

無料（商品や
体験について
は10 円がかか
ります）

当日、直接会場へ

2/23（日・祝）
10:00～15:00

アイセルわいわい祭り
（全1回）

アイセルの利用団体による活
動発表会です！ステージ発表
や展示、体験など催し盛りだ
くさんでお待ちしています。

どなたでも 無料
（一部有料） 当日、直接会場へ

3/7（土）、14（土）、21（土）
10:00～12:00

やさしく解読
～古文書入門講座～

（全3回）

古文書の読解を通して地元の
歴史に触れ、愛着を深めると
ともに、文書に残る地域の貴
重な歴史を後世に残すための
座学です。

どなたでも
30人 1人500円 2/15（土）、10:00 ～・

申込順

西部生涯学習センター

3/7（土）
13:30～15:30

藍染で作るストール
（全1回）

藍染で自分だけのストールを
作ります。

成人12人 1人4,000円 2/12（水）、11:00 ～・
申込順

3/15（日）
13:30～15:30

（開場13:00～）

西部
ふれあいコンサート

（全1回）

静岡県立静岡商業高等学校音
楽部によるコンサートです。

120人 無料
2/17（月）必着･1枚5人

3/21（土）
10:00～12:00

しずおかクラフトトーク
人宿町ものづくり探検

（全1回）

再開発により魅力ある町に変
貌しつつある人宿町で、街な
かにある「ものづくり」の現場
を見学したり、職人さんのこれ
からのプランなどを聞きます。

小学生以上20人
（小学生は保護者同伴） 1人300円 2/20（木）、14:00 ～・

申込順

北部生涯学習センター

3/7（土）
14:00～15:30

ほくぶ
スプリングコンサート

（全1回）

常葉大学音楽専攻の学生によ
る音楽会です。

100人 無料 2/7（金）、10:00 ～・
申込順

3/15（日）
9:30～12:00　

賤機山ウォーク
～里山づくり植樹体験～

（全1回）

賤機山を歩き、散策の楽しみ
方や里山づくりの取り組みを
学びながら植樹体験をします。
※雨天時屋内講義（北部生涯
学習センター集合・解散）

山歩きが出来る方
20人 無料 2/18（火）、10:00 ～・

申込順

藁科生涯学習センター

2/29（土）
13:30～15:30

藁科歴史地理講座
～服織今昔物語～

（全1回）

服織地域について昭和30年代
以降の写真を紹介しながら当
時を振り返る講演会です。

中学生以上50人 無料

又は直接
藁科図書館へ

（054-278-4100）
2/8（土）、9:30 ～・
申込順

西奈生涯学習センター（リンク西奈）

3/7（土）、14（土）
10:30～12:00

国際通商の
現在と日本
（全2回）

米中貿易問題の行方について
と日本の食の安全と国際貿易
についての講演会です。

30人 1人500円 2/8（土）、10:00 ～・
申込順

日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法
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※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

南部生涯学習センター

2/22（土）
13:30～15:30

ミカンで遊ぼう！
～絵本と科学遊び～

（全1回）

ミカンについての手作り絵本
の読み聞かせとミカンを使っ
た遊びを楽しみます。

4歳～ 8歳の子20人
※未就学児は
保護者同伴

無料 2/1（土）、14:00 ～・
申込順

2/27（木）、3/5（木）、12（木）
10:00～11:30

親子フープ体操
（全3回）

親子でフープやボールを使った
運動を楽しみます。

2 ～ 3歳児と
その保護者 16組 1組500円

2/6（木）必着

3/18（水）
13:30～15:30

春を楽しむ
寄せ植え講座
（全1回）

春に咲く花を使った寄せ植え
を作ります。

30人 1人2,500円
2/26（水）必着

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）

2/16（日）
10:00～12:00

アカデ美和
こどもの祭典
（全1回）

講座に参加した子どもたちが、
工作などの体験ブースを出展し
ます。

どなたでも 無料
当日、直接会場へ

2/29（土）
10:00～12:30

※小雨決行、荒天時3/7（土）

美和歴史めぐり
～美和編～
（全1回）

美和地域を散策し、地域の歴
史について学びます。（アカデ
美和集合・解散）

20人 無料 2/8（土）、10:00 ～・
申込順

3/10（火）
9:00～12:00

匠に学ぶ
極上手打ちそばと
わさび漬け
（全1回）

そば打ちと、有東木産のわさ
び漬け作りを体験します。

成人16人 1人2,000円 2/17（月）必着、年齢
も記入

3/17（火）
13:30～15:00

将来を考える
ライフプラン講座

（全1回）

ライフプランニングの重要性
や金融商品の特徴などを学び
ます。

20人 無料 2/12（水）、13:30 ～・
申込順

長田生涯学習センター

①2/29（土）、②3/5（木）
③3/7（土）

10:00～12:00

お魚さばき方教室
（各1回、全3回）

家庭で簡単に魚をさばくコツを
学び、実践します。

①中学生以上15人
②成人男性15人
③成人女性15人

※①と③は託児有
（要予約・有料）

1人1,000円
2/10（月）必着、受講
希望日、年齢、託児希
望者は子の名前と月齢
も記入、1枚1人

大里生涯学習センター

2/2（日）
9:00～12:00

※1月号 に 掲 載 され た本
事業は、講師都合により、
上記日程に変更となりま
した。

大里歴史探訪
ウォーキング
（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
ながらウォーキングします。

20人 1人1,000円 1/5（日）、10:00 ～・
申込順

3/15（日）
9:30～13:30

男の料理教室
～お魚のさばきかた～

（全1回）

60歳以上の男性を対象とした
料理教室です。魚のさばきか
たを学んで、様々な料理を作り
ます。

60歳以上の男性12人 1人1,500円 2/19（水）、10:00 ～・
申込順



　

南部勤労者福祉センター
◇初心者対象パソコン相談室

12
※都合により内容を変更する場合があります。
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2/14（金）・28（金）
①13:30～14:30
②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室

パソコンの 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）

申込方法：    2/7（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

　最近よく耳にする「発達障害」。子どもを育てている親であれば、「うちの
子もしかして？」と心配したことがある方もいるのではないでしょうか。
　葵生涯学習センターでは、10月から「ちゃんと知りたい。こどもの発達障
害」という講座を実施しています。定員を大幅に超える申込みがあり、予
想以上の反響がありました。
　講座では、対象を発達障害グレーゾーンの子（3歳～小学3年生）を持
つ保護者とし、曖昧な線引きの中で対応や判断に迷う保護者が、その子
に合った適切なサポートを考えられることを目標に、様々な視点から子供へ
の寄り添い方を考えられるカリキュラム内容としています。第1回目は、長
年カウンセラーとして活躍されている蔭山昌弘さんを講師に迎えました。蔭
山先生は、まさに受けとめのプロ。子育て中のお母さんには是非一度は
先生のお話を聞いてほしいと思うぐらい、我が子が愛おしくなるお話でした。
　第2 ～ 3回目は、アスペルガーの心理カウンセラーと公表している松島
ちほさんを講師に迎えました。当事者の視点、講師自身の実体験から生

まれた子供の対応における工夫や考え方は、新たな気づきを得られる貴
重な機会となりました。受講者からは、「先生の絶対大丈夫！という言葉に
涙が出そうだった」「胸がいっぱいになりながら受講しました」「この講座を企
画してくれて本当に良かった」等、感想の声が寄せられています。質疑応
答は講義終了後に個別に行っていますが、どの回も質問が殺到し、その
深刻さからは大変な思いを持って子育てをしている様子が感じられました。
　私自身も母親となり、親が子を思う気持ちが、少しずつですがわかるよ
うになりました。お母さんは子どものことを何よりも大切に思うがあまり、「ふ
つうに」「人並みに」「あたりまえに」という言葉に縛られて子育てをしている
ように思います。自分が子どもの理解者になってあげなくてはとプレッシャー
を感じながら奮闘していると思います。
　そんなお母さんたちが、少しでも明るい思いを持って子育てをしていけ
るよう、きちんとした理解と支援のあり方を考えられる講座にしたいと思い
ます。

イ ベ ン ト レ ポ ー トちゃんと知りたい。こどもの発達障害
静岡市葵生涯学習センター 山河 彩加

日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法

健康文化交流館「来・て・こ」（駿河生涯学習センター）

3/7（土）
10:30～12:00

おはなしフォーラム
（全1回）

地域の読み聞かせ団体による
合同のおはなし会です。

70人 無料 当日、直接会場へ
（先着順）

3/10（火）
10:00～11:00

はじめての歯みがき
（全1回）

子どもの歯のケアについて学
び、実践します。静岡県立大
学短期大学部歯科衛生学科教
員の指導のもと、学生がお手
伝いします。

1歳前後の子と
保護者10組 20人 無料 2/11（火・祝）、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
　　　　　URL.https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_002244.html
●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

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
　　　　　URL.https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_002244.html
●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（1F）
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12月6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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