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※都合により内容を変更する場合があります。

出演　
小菅優（ピアノ）

石坂団十郎（チェロ）

曲目
F.ショパン：ノクターン第17番 ロ長調 op.62-1

 チェロ･ソナタ ト短調 op.65

 ピアノ･ソナタ第3番 ロ短調 op.58

ベートーヴェン：交響曲全集Ⅲ

小菅優（ピアノ）＆石坂団十郎（チェロ） 

デュオ･リサイタル
～ショパンの調べ～

工藤重典＆福田進一
フルートとギターの饗宴

オーケストラを聴こう

～日本声楽界を席巻する“太メン”たち～

ランチタイム･コンサート

5/23土

7/4土
3/13金2020

6/11木15:00開演 （14:30開場）
全指定 ￥7,000
（会員￥6,300、22歳以下￥1,000）
［Pコード:162-070］

11:30開演 （11:00開場）※12:30終演予定
全指定 ￥1,800
（会員￥1,620、22歳以下￥1,000）
［Pコード:162-075］

15:00開演 （14:30開場）
全指定 ￥4,000
（会員￥3,600、22歳以下￥1,000）
［Pコード:162-080］

出演　
沼尻竜典（指揮）

三浦文彰（ヴァイオリン）

日本フィルハーモニー交響楽団

曲目
L.v.ベートーヴェン：ロマンス第1番 ト長調 op.40

  第2番 ヘ長調 op.50

 　交響曲第4番 変ロ長調 op.60

  第7番 イ長調 op.92

出演　
工藤重典（フルート）

福田進一（ギター）

曲目
F.シューベルト：アルペジオーネ･ソナタ イ短調 D.821（福田進一 編）

M.ラヴェル：ハバネラ形式の小品
J.イベール：間奏曲
野平一郎＆野平多美 編：日本の歌（城ヶ島の雨、ふるさと、荒城の月）ほか

IL DEVU CONCERT
イル･デーヴ･コンサート

19:00開演 （18:30開場）
全指定 ￥3,000
（会員￥2,700、22歳以下￥1,000）
［Pコード:125-866］

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
信長貴富：夕焼け
木下牧子：鷗
中島みゆき：時代
 糸　ほか

ⓒ山口敦

ⓒMarco Borggreve

アリ･シェフェール
《フレデリク･ショパンの肖像》
1847 ドルトレヒト美術館 
Dordrechts Museum

ⓒTakanori Ishii

BEETHOVEN
PROJECT

ⓒYuji Hori

ⓒ土居政則

ⓒ日本コロムビア株式会社

 好評発売中



※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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　2020年、2度目の東京でのオリンピックの年に、結成25周年を迎える
静岡音楽館AOI専属弦楽四重奏団、AOI･レジデンス･クヮルテット（以下
ARQ）。日本を代表する弦楽器奏者、松原勝也、小林美恵（以上ヴァイ
オリン）、川本嘉子（ヴィオラ）、河野文昭（チェロ）の各氏が年に1度、AOI
でのコンサートのためだけに集まり、静岡市民のために多彩な作品を披露
してきた。古くは18世紀バロック作品から21世紀現代の新作まで。
　今年度の演奏会は11月9日（土）18:00からの開催で、「楽聖」ベートー
ヴェン、ソ連を代表する作曲家シュニトケ、そしてベートーヴェンとともに「ド
イツ3大B」と称されるブラームスの弦楽四重奏曲が奏された。プログラム
1曲目のベートーヴェン：弦楽四重奏曲第5番は、ベートーヴェンの作品番
号18が付されている6曲の弦楽四重奏曲の5曲目の作品である。ベートー
ヴェン作品は、2011年より毎年1曲ずつ演奏を続けてきており、メンバー
全員が深い共通認識のもとで重厚な演奏を披露した。つづくシュニトケ：
弦楽四重奏曲第3番は、ARQとして初めて取り上げる作曲家であり、無調

の難曲で決して万人が聴きやすいとは言えない曲だが、圧倒的な演奏が
会場を包み込み、聴衆からこの演奏会で一番の賛辞（拍手）を得た。そし
て休憩後のブラームス：弦楽四重奏曲第2番は、ブラームスらしい重厚さ
と甘美さを如何なく奏し魅了した名演であった。
　回を重ねるごとに円熟味を増しホール全体を芳醇な音色で包み込む4人
のアンサンブルは、毎年私の心を豊かにしてくれる。来年はベートーヴェ
ン生誕250年を記念して、
ベートーヴェンのガリツィン･
セットと呼ばれる大曲3曲

（第12番、第13番（大フー
ガ付）、第15番）を一挙演
奏する予定である。
　今からこの演奏会が楽
しみである。

イ ベ ン ト レ ポ ー トAOI･レジデンス･クヮルテット （2019年11月9日）
静岡音楽館AOI　学芸員 竹内 啓

問主 …主催 …お問合せ

1 日
西本真子ソプラノリサイタル 主   スタジオアンジェリ

問   054-254-2310ホール （13:00）13:30～15:00　3,000円

1 日
音楽舎ミュージッククラススプリングコンサート 主   音楽舎

問   054-265-2930講堂 （9:30）9:45～16:00　無料（どなたでも）

7 土
清水南高校芸術科同窓会による「第38回スプリングコンサート」 主   沼野

問   054-366-4077ホール （13:00）13:30～16:00　1,000円

8 日
畠山さち子ピアノセミナー受講生による「ファイナル・コンサート」 主   ピアノセミナー受付係

問   044-548-0342講堂 （13:30）13:45～16:00　無料（どなたでも）

13 金
IL DEVU CONCERT　イル・デーヴ コンサート 主   静岡音楽館AOI

問   054-251-2200ホール （18:30）19:00　全指定3,000円、会員2,700円、22歳以下1,000円　※未就学児はご入場いただけません。

15 日
石川かなえ門下生ピアノ発表会 主   石川かなえ

問   054-639-5405ホール （11:00）11:30～16:00　無料（どなたでも）

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）

20 金
静岡高校マンドリン部第47回定期演奏会 主   静岡高校マンドリン部

問   054-245-0567ホール （17:30）18:00～20:00　400円（前売300円）

20 金
アンサンブルのつどい（リコーダー・オカリナ等） 主   海野

問   054-252-8453講堂 （13:00）13:15～16:10　無料（どなたでも）

21 土
静岡合唱団創立60周年記念演奏会 主   千々岩

問   054-247-5706ホール （13:00）13:30～16:00　1,000円※高校生以下無料

29 日
静岡市立安東中学校吹奏楽部　スプリングコンサート 主   安東中学校吹奏楽部（担当:渡邉）

問   054-246-6418ホール （13:00）13:30～15:30　無料（どなたでも）

29 日
第34回　ピアノソロ＆アンサンブルコンサート 主   とっておきの会 代表首藤幸子

問   090-9923-5240ホール （17:30）17:45～21:00　無料（どなたでも）

29 日
国際学術シンポジウム　中国民法典の完成をめぐって 主   静岡大学地域法実務実践センター

問   054-238-4255講堂 （17:30）18:00～20:45　無料（どなたでも）

3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。

撮影：日置真光
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時間：3月7日（土）13:00 〜 16:00
 3月8日（日）10:30 〜 16:00　※各日最終入場15:45
会場：9階 企画展示室、イベントホールほか 
共同主催：静岡市環境創造課
後援：日本サイエンスコミュニケーション協会

時間：①13:15 〜 14:00　②14:45 〜 15:30
会場：9階 イベントホール 
対象：どなたでも（小学校中学年〜成人におすすめ）
定員：各回100人程度
講師：伊藤 芳英さん（東海大学海洋科学博物館・自然史博物館　学芸員）

2 月 16 日（日）
13:30 ～ 15:30 には、
プレイベント「ミニフェス」も開催！

時間：10:00 〜 15:30受付
会場：9階 企画展示室、イベントホール 

7 土

7 土

15 日

8 日
3/

3/

3/

・

自然や科学を楽しみ、広める活動に取り組む市民・研究室・科学博物館の皆
さんによる文化祭！体験や工作、観察、ワークショップ、研究発表などのブー
スが集まります。

最近話題になっている海洋プラスチックごみやマイクロプラスチックがどのよ
うなもので、生きものや人間にどのような影響を与えるか、海の生きもの
研究をしている伊藤芳英さんがわかりやすく解説します。

る・く・るナビゲーター（ボランティアスタッフ）による科学のお祭り。
「結晶のツリーをつくろう」や体験型のサイエンスショーなど、ボランティアが
企画した楽しい科学工作や実験を体験しよう！

サイエンスピクニック2020

～ 深海魚から学ぶ「海洋の自然とプラスチックごみ」～
生物多様性こどもフェア

おもしろ科学フェスティバル

◇ 令和2年度 る・く・るナビゲーター 春季募集 ◇
　スタッフと一緒に館の事業を盛り上げてくださるボランティア「る・く・るナビ
ゲーター」を募集します。科学コミュニケーションを通して、来館者のみなさん
に科学の面白さを伝えてみませんか？
　詳しくは、HP、募集チラシ（3月下旬発行予定）をご覧ください。

同時開催



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：3月3日（火）、10日（火）、17日（火） 　臨時開館日：3月23日（月）、30日（月）

時間：10:00 〜 11:45
会場：遊木の森（駿河区古宿） ※現地集合現地解散、雨天中止 
対象：どなたでも30人（小学生以下は保護者同伴）
参加費：100円（保険料）　
申込：2/29（土）9:30 〜静岡科学館（054-284-6960）へ電話申込（申込順）
共同主催：静岡県自然観察指導員会

時間：13:00 〜 15:00
会場：8階 創作ルーム 
対象：どなたでも30人（小学校高学年〜大人におすすめ）
講師：山根悠介さん（常葉大学教育学部　准教授）
申込：2/9（日）9:30 〜静岡科学館（054-284-6960）へ電話申込（申込順）

〈月〜土曜日〉①11:00 ②13:00
 ③14:00 ④15:00 （各回30分程度）

〈日曜日〉 ①11:30 ②13:30 （各回30分程度）

20 金

21 土

22 日

5 日
3/

3/

3/

4/

～

春の野山を歩きながらたくさんの植物を見つけて観察しよう。

私たちの生活に天気予報などの気象情報が身近になってきています。
そういった情報をどのように活かせば良いのか、そして、そもそも台風や
竜巻などの災害をもたらす気象の仕組みはどうなっているのか、実験を
しながら研究者に紹介してもらいます。

科学が大好きなる・く・るスタッフが、毎日いろいろな実験ショーを
お届け！いつでもできる工作コーナーもあるよ。
どんな実験をするかは、HPで発表します！お楽しみに♪

る・く・る 自然観察会

科学茶房

小さい春みっけ！春の花観察会

お天気カフェ「気象の仕組みと気象情報の見方」

る・く・る 春の実験まつり

祝

予 約 が 必 要 な イ ベ ント

春休み(3月18日～ 4月5日)は毎日開館！ 春休みはる・く・るへ♪
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3月28日（土）

静岡市民文化会館　中ホール

静岡市民文化会館　中ホール

前売（税込、全席指定） 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）
※当日券は＋500円、3歳以下の方の膝上鑑賞は無料

【S席】8,500円　【A席】7,000円　【B席】3,500円
【車椅子席】7,000円（介助者1名は無料）
※未就学児入場不可　※車椅子席は静岡市民文化会館のみで取り扱い

静岡市民文化会館　054-251-3751
静岡朝日テレビ　054-251-3302

企画協力：コンドルズ

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

1月25日(土)発売
　・ あさひテレビチケットセンター
　・ チケットぴあ　TEL：0570-02-9999 （Pコード：499-689）

　・ ローソンチケット　TEL：0570-084-004 （Lコード：43623）

　　0570-000-407（オペレーター対応10:00～18:00）
1月28日(火)発売
　・ 静岡市民文化会館　TEL：054-251-3751

15:00開演（開場は開演の30分前） 
エイトビート　大井理弘　大石樹　岡野鷹也　金森恭平　勝呂達基
 登澤祐吾　豊福孝之　長島弘志
ファンキーノーボーダーズ（OPアクト）

一、 義経千本桜
  川連法眼館の場
二、 連獅子

日　　時

再演決定！

会　　場

会　　場

出　　演

演　　目

料　　金

入　場　料

お問い合わせ

チケット取り扱い

チケット取り扱い

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3月1回だけの再演！ 
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！

5月16日（土）
11:00開演　15:00開演（開場は開演の45分前）

日　　時

松竹大歌舞伎
イメージイラスト：yazwo

「連獅子」中村芝翫



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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でも、どうしたら？
　私たちは、日米交渉の内幕も、当事者のリアルな人生も知り得ま
せん。ならば、皆で気負わず振り返ってみようと、「FIVE STAR」
には、レストランの開店準備に駆け回る「いまの若者たち」を登場
させました。戦後史などとまるで縁のない彼らは、劇中、不意の
訪問者によって第五福竜丸事件と向き合い、やがて素直に自問し
ます。「核兵器などを、なぜ持つのか」――。
　冷戦当時、米国で核開発を担ったある科学者は、水爆実験推
進のため、一般市民の放射線被ばく許容値を緩めるよう政府に平
然と要請したそうです。さすがに取り合われず、やがて空中核実
験は国際条約で規制されていきますが、地球の大気に繰り返し広
がった「死の灰」は、日本も含め世界中の土壌に混じり、今も少し
ずつ放射線を発し続けています。未来に向け、何と何を天秤に
かけ、どんな釣り合いを求めるべきか。考え方は様々あるでしょう。
大切なのは、自問を止めないことかもしれません。そして誰にとっ
ても、自他の進む先を焼く偽の太陽は要らないはずです。
　初演で大好評をいただいた「FIVE STAR」、3月28日、1回だけ
の再演です。あなたの自問のきっかけに、ぜひご来場ください。

　静岡の皆さんのチカラで、静岡完全オリジナルの舞台作品を
発信するプロジェクト「ラウドヒル計画」。2019年10月初演「FIVE 
STAR」は、65年前の「第五福竜丸事件」を下地とした作品で
す。当時、米ソは水素爆弾の小型化と高性能化を競い、空中
で野放図に核実験を繰り返していました。1954年、焼津港所属
の遠洋マグロ漁船・第五福竜丸は、出漁中、太平洋ビキニ環
礁で行われた水爆実験の降下物を大量にかぶり、乗員23人が
急性放射線症を発症（後に1人死亡）。広島・長崎への核攻撃
から9年後、人の手でつくり出された放射線が、また、人の命を
奪った出来事でした。
　事件は、当時の遠洋漁業や船員らの人生、地域の人間関係
にまで、大変な衝撃と影響を及ぼしました。しかし、2 ～ 3世代
の時を経て、この出来事は、静岡に暮らす私たちの意識にさえ、
日頃ほとんど上がらなくなっています。無論忘れるべきではない。

太陽は、ひとつがいい。

静岡市民文化会館 鈴木 芳徳

問主 …主催 …お問合せ

1 日
高橋優 LIVE TOUR 2019-2020 「free style stroke」 主   サンデーフォークプロモーション

問   054-284-9999大ホール （16:30）17:30～20:00　指定席：7,700円

6 金
令和元年度 学校法人静岡理工科大学 専門学校6校合同卒業式 主   学校法人静岡理工科大学

問   054-261-8222
　　静岡産業技術専門学校　前島大ホール （12:00）13:30～15:00　関係者のみ

11 水
キム・ヨンジャ×神野美伽 スペシャル・ジョイントコンサート 主   MIN-ON

問   03-3226-9999
　　MIN-ONインフォメーションセンター大ホール （13:30）14:00～16:00　（18:00）18:30～20:30　指定席：S席6,500円、A席5,500円

13 金
3.13重税反対、営業と生活を守る静岡市民集会 主   3.13重税反対実行委員会

問   090-7675-8334中ホール （12:00）13:00～14:00　会員のみ

14 土
BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2020 ”BBZ” 主   サンデーフォークプロモーション

問   054-284-9999大ホール （17:30）18:00～20:30　指定席：9,350円、演出＆応援グッズ付指定席11,880円

15 日
リボン新体操クラブ第12回発表会 主   リボン新体操クラブ

問   090-3483-5811　柴山 真里大ホール （15:00）15:30～17:30　無料

静岡市民劇場第423回例会 劇団民藝『集金旅行』鑑賞会 主   ＮＰＯ法人　静岡市民劇場
問   054-253-6839中ホール 3/17（18:00）18:30～21:15　3/18（12:30）13:00～15:45　会員のみ

18 水
舟木一夫コンサート2020 主   ビッグプロモーション／アイエス

問   0537-22-6158　ビッグプロモーション大ホール �　　　（13:30）14:00～16:20　指定席：8,000円

21 土
M-1ツアースペシャル2020in静岡 主   静岡朝日テレビ／吉本興業

問   054-251-3302
　　静岡朝日テレビ　総合ビジネス部大ホール （10:15）11:00～13:00　（13:45）14:30～16:30　指定席：4,500円

22 日
静岡北高等学校吹奏楽部 第15回演奏会 主   静岡北中学校・高等学校吹奏楽部

問   054-261-5801　静岡北高等学校中ホール （14:30）15:00～17:00　要整理券

24 火
静岡市立大里中学校吹奏楽部 第18回定期演奏会 主   静岡市立大里中学校　吹奏楽部

問   054-285-0185　池田中ホール （16:30）17:00～19:00　無料

25 水
天皇陛下御即位奉祝式典 主   天皇陛下御即位静岡県奉祝委員会

問   054-261-9030　静岡県神社庁大ホール （12:00）13:00～15:00　関係者のみ

28 土
オリジナル舞台公演　FIVE STAR 主   ROCKSTAR有限会社／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   054-251-3751　静岡市民文化会館中ホール （14:30）15:00～　指定席：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）当日券＋500円増

3月

18 水17 火
〜
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※都合により内容を変更する場合があります。

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

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



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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コラボレーション企画
静岡会場
オリジナルステッカー
プレゼント

謎解き体験型
ゲーム・イベント

オリジナルピンバッジ付き
特別前売券

毎週水曜日16:00以降に展示室にご入場
の方、各日先着50名様に、女性に大人気
のコンセプトショップ「水曜日のアリス」
がプロデュースした静岡会場限定デザイン
のステッカーをプレゼント！一週間のうち
でいちばん退屈な水曜日を特別な1日にし
ませんか？

英国ロンドンに1号店を置くレストラン
「ハードロックカフェ」とコラボしたオリジ
ナルピンバッジ付き特別前売券を数量限
定で販売！
※詳細はHPをご覧ください。

販売期間｜2019年11月20日(水)－2020年1月31日(金)
 （数量に達し次第販売終了）
価　　格｜3,000円 ※ピンバッジ単独の販売はありません。
取　　扱｜セブンチケット［セブンコード：080-130］
 （静岡市美術館での取扱いはありません）

全世界で600万人以上を動員する「リアル
脱出ゲーム」とのコラボレーションが実現！
専用キットを使って謎を解き明かし、不思
議の国からの脱出を目指します。
キット販売価格｜1,500円
  ※別途、観覧券が必要です。

販売時間｜10:00－17:00（予定）
 ※混雑時には販売を制限する場合がございます。ご了承ください。

当館学芸員によるスライドトーク しずびオープンアトリエ
日　時：2月16日（日）、3月14日（土）
  いずれも14：00－（各回 40 分程度）
会　場：静岡市美術館　多目的室
参加料：無料　※申込不要（当日直接会場へ）

日　時：2月22日（土）－3月22日（日）の毎週土・日曜日
 いずれも①13：30－ ② 15：00－（各回約1時間）
会　場：静岡市美術館　ワークショップ室
参加料：200 円（受付でチケットご購入の上、会場へ）
対　象：小学生以上　各回 15名（申込不要・当日先着順）
  ※未就学児は保護者同伴であれば参加可（2人で 1作品）

　  　

　その翌年、物語の面白さに着目した友人たちに勧められ、キャ
ロルは自費出版を決意します。新たなストーリーを加筆して再構成
するとともに、風刺漫画雑誌『パンチ』の挿絵画家として高い人気
を誇っていたジョン・テニエルに挿絵を委ねました。この両者の創
造力が絶妙に融合したことにより、アリスのイメージは一層確立され、

『鏡の国のアリス』へと続く一連の物語の成功に繋がったのです。
　物語冒頭で、姉が読む文字ばかりの本を見たアリスが「what 
is the use of a book, without pictures or conversations?」

（絵もおしゃべりもない本なんて、いったいなんの役に立つの？）
と呟いたように、著者自身も書物における挿絵の役割をよく理解し
ていました。
　出版に向けて、両者が互いの仕事に厳しい意見をぶつけ合う
内容の手紙が頻繁に交わされたといいます。キャロルは挿絵の修
正を要求し、時にテニエルが挿話の一部を酷評して削除させるな
ど、両者は一歩も引かず、物語の完成まで激しい応酬が繰り広
げられたことが垣間見られます。そのような一切の妥協を許さな
い彼らのぶつかり合いが、時を超えて我々を魅了し続けるアリス
の物語を生み出したのです。

　英国オックスフォード大学クライスト・チャーチ学寮の数学講師
だったルイス・キャロル（1832－98）が生んだ物語『不思議の国
のアリス』。主人公の少女アリスが白ウサギの後を追って巣穴に
落ち、地下の国で伸びたり縮んだりする身長に戸惑いながら、
帽子屋の終わりのないティーパーティーに付き合わされたり、女
王主催のクロッケー大会に参加したりと、個性豊かな人や動物
たちと出会いながら冒険を繰り広げるファンタジーです。
　この物語が生まれたのは、1862年のある夏の昼下がりのこと。
学寮長の娘アリス・リデルと2人の姉妹を連れて川遊びに出掛け
たキャロルは、彼女たちに即興でおとぎ話を語って聞かせました。
その話を気に入ってくれたアリスにプレゼントするため、およそ2
年の歳月を費やして『地下の国のアリス』と題した１冊の本にまと
めたことが、誕生から150年以上が経過した今日もなお世界中
で愛され続けている『不思議の国のアリス』の原点となりました。

『不思議の国のアリス』の誕生

静岡市美術館　学芸員 髙橋 哲也

※写真はイメージです。実際のデザインとは異なります。
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※都合により内容を変更する場合があります。

1 日
アデリーヌ 歌踊愛好チャリティ 新春の集い 主   朝カラ喫茶アデリーヌ

問   054-351-0226大ホール （9:00）9:20～17:30　自由席2,000円　指定席2,500円

6 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

14 土
ピアノ発表会 （9:50～佐藤教室、13:00～市野教室） 主   市野・佐藤

問   054-369-5105（市野教室）小ホール （9:30）9:50　自由席　無料

14 土
第26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　前売2,000円　※未就学児入場不可

15 日
清水市民劇場第308回例会 劇団民藝公演「集金旅行」 主   清水市民劇場

問   054-351-8191大ホール （18:00）18:30～21:00　会員のみ

19 木
静響直管倶楽部 主   静響直管倶楽部

問   −小ホール （18:30）19:00～21:00　自由席　一般3,000円　学生1,500円　※未就学児入場不可

21 土
第5回市民吹奏楽団 マリナート・ウィンズ×須川展也 主   静岡市清水文化会館マリナート

問   054-353-8885大ホール 15:00（予定）　自由席　一般2,500円　学生（中高大生）1,500円　小学生無料（※要整理券）　※未就学児入場不可

22 日
静岡交響楽団 オーケストラの日「名曲コンサート」 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　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

26 木
清水東高等学校吹奏楽部 第45回定期演奏会 主   静岡県立清水東高等学校吹奏楽部

問   054-366-7030 大ホール （18:00）18:30～20:30　自由席　500円　※当日券のみ販売

27 金
ルードウィッヒ音楽院　第50回定期演奏会 主   ルードウィッヒ音楽院

問   054-352-8563小ホール （12:30）13:00～15:00　自由席　無料

28 土
第10回記念 常葉大学附属常葉中高等学校新体操部 静岡RG collaboration 新体操部演技発表会 主   常葉大学附属常葉中高等学校 新体操部

問   − 大ホール （11:30）12:15～15:15　関係者のみ

28 土
野乃華会発表会 主   野乃華会

問   054-366-4077小ホール 15:00（予定）～20:00　自由席　無料

29 日
A.K.T ballet K studio発表会2020～Toy world～ 主   A.K.T ballet K studio

問   090-2773-5180大ホール （13:30）14:00～17:30　関係者のみ

29 日
Nana's Piano Studio レッスン生によるコンサート 「奏（かなで）」 主   Nana's Piano Studio

問   054-262-3052小ホール （12:50）13:00～16:00　自由席　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

問   − A 10:00～16:00　無料

ギャラリー A・B・C・D

3月 問主 …主催 …お問合せ

〒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

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。

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＞　発売中！
・ 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）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

3月21日（土）開場14:15　開演15:00

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）※未就学児入場不可

YouTubeの
ウインズチャンネルは
こちらから！

29 土
2/ 〜

1 日
3/

※ 14:30 〜　ロビーコンサートを行います！
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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）

4/5（日）
9:00～12:00

※雨天時順延 4/12（日）

やつやま自然探訪
（全1回）

春の里山を散策し、環境保全
について学びます。

小学3 ～ 6年生の
子と保護者15組 1 組 500 円 3/15（日）、10:00 ～・

申込順

4/14（火）、21（火）、28（火）
19:00～21:00

しぞ～かの牛、豚、鶏を
学び、食す
（全3回）

静岡銘柄の豚肉・鶏肉・牛肉
を生産者とともに紹介し、肉
の各部位と特徴を試食を通し
て学びます。

成人20人 1人2,400円 3/31（火）必着・
1枚2人まで

【アースカレッジ本番】
7/18（土）、19（日）のうち、

1コマ（1時間程度）
【講師説明会】

5/8（金）19:00～20:30 または
5/9（土）13:30～15:00
※どちらか一方に必ずご参加ください。

アースカレッジ
講師募集のお知らせ

「誰もがセンセイ、誰もがセイ
ト」をコンセプトに、国籍や
年代を超えて集まる地域の学
校アースカレッジであなたも教
えてみませんか。

伝えたい思いがある方
（選考あり） 無料 4/10（金）必着、

申込書に記入
※詳細はHPへ

西部生涯学習センター

4/17（金）、5/15（金）、

6/19（金）
10:30～12:00

春の親子お料理ごっこ
（全3回）

未就学児（1歳から3歳）の料理
体験講座です。

1歳から3歳の子と
その保護者

8組 16人
1 組 3,500 円

3/20（金・祝）必着･
1組1枚・
子の名前と年齢と月齢、
アレルギーの有無も
記入

東部生涯学習センター

4/11～5/16
のおおむね毎週土曜日

（5/2を除く）
10:00～12:00

スクエアダンスで
脳トレーニング
（全5回）

頭の体操をしながらダンスが
できちゃう、認知症予防にも
なるレクリエーションです。

成人20人 無料 3/13（金）、14:00 ～・
申込順

北部生涯学習センター

4/17（金）、24（金）
14:00～15:30

ミュシャとオルリクと
日本

（全2回）

静岡市美術館の学芸員が、チェ
コ人画家であるミュシャとオル
リクを軸に、日本との関わり
や展覧会のみどころ、技法な
どを解説します。
※展覧会の鑑賞つき

30人

無料 ※別途
展覧会鑑賞
チケット代

が必要
3/19（木）、14:00 ～・
申込順

4/15（水）、22（水）
10:00～11:30

子育てママの
家族いきいき
マネープラン
（全2回）

子育てするママのために、子
どもや家族が豊かに賢く人生
を送るためのマネープランにつ
いて学びます。

未就学児の子の
母親20人 無料 3/18（水）、10:00 ～・

申込順

藁科生涯学習センター

4/8（水）、15（水）
13:30～15:30

さぁ考えよう！
人生のエンディング

（全2回）

老後を安心して暮らすためのノ
ウハウと相続の基礎知識を学
び、自身の終活を考えます。

20人 無料 3/18（水）、14:00 ～・
申込順

4/25（土）～来年1/9（土）
の期間中全6回

9:00～12:00

「綿」種まきからの
紡ぎと織り
（全6回）

綿の 栽 培 方 法 を 学 び、 手 作
業で糸を紡ぎ、綿織物を作り
ます。

成人18人 1人3,000円 3/23（月）必着、年齢
も記入・1人1枚

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

西奈生涯学習センター（リンク西奈）

4/11（土）、18（土）、25（土）
10:30～12:00

人生100年時代の
人生設計と資産運用

（全3回）

退職前後の人生設計に興味が
ある方向けにライフプランのヒ
ントとなる情報を紹介します。

どなたでも30人 無料 3/7（土）、10:00 ～・
申込順

長田生涯学習センター

4/11（土）
9:00～12:00

※雨天時 4/18（土）

おさだ
歴史ウォーキング
～丸子川編～
（全1回）

観光ボランティアガイド駿府ウ
エイブの案内で、丸子の史跡
やまちを散策します。
※長田生涯学習センター集合・
駿府匠宿（駿河区丸子）解散

中学生以上30人 1人100円 3/21（土）、10:00 ～・
申込順

4/25～6/13
の第2、4土曜日
18:30～20:00

はじめての
ベリーダンス
（全4回）

初心者を対象としたベリーダン
ス講座です。

女性20人 1人1,000円 4/11（土）、10:00 ～・
申込順

大里生涯学習センター

4/8（水）、15（水）、22（水）
10:00～11:30

民踊を楽しむ会
（全3回）

昔 から 伝 わ る静 岡 の民 踊 を
踊ってみませんか？
易しい踊りを皆で楽しむ、体
験型入門講座です。

12人 1人500円 3/18（水）10:00 ～・
申込順

4/25（土）
9:30～12:00

歴史探訪ウォーキング
（全1回）

弥勒から札ノ辻まで、史跡を
ゆっくりと巡る歴史ウォーキン
グです。
弥勒緑地（静岡市葵区弥勒1丁
目）集合。

（原則として雨天決行） 

20人 無料 4/3（金）、10:00 ～・
申込順

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）

4/9（木）、16（木）、23（木）
9:30～11:00

初心者でも簡単！
身体に優しい太極拳

（全3回）

太極拳の動きを取り入れた健
康運動で足腰を鍛えます。

20人 1人500円 3/12（木）、9:30 ～・
申込順

4/11（土）、25（土）
10:00～12:00

茶を味わいつくす！
おちゃめし作り
（全2回）

お茶を使った料理をつくります。 12人 1人1,500円
3/23（月）必着

4/21～7/7
のおおむね隔週火曜日

10:00～12:00

簡単！
おもてなしの英会話

（全6回）

外国人をもてなす英会話を学
びます。

16人 1人1,500円 3/17（火）、10:00 ～・
申込順

4/26～10/25
のおおむね第2、4日曜日

10:00～12:00

アカデ美和
こどもカレッジ
（全12回）

座学や工作などの体験を通し
て、幅広い分野について学び
ます。

小学2 ～ 6年生15人 1人2,000円
3/30（月）必着

健康文化交流館「来・て・こ」（駿河生涯学習センター）

4/16～9/17
の毎月第3木曜日

19:00～21:00

暮らしを楽しむ
季節の手しごと
～春夏～
（全6回）

季節に合わせた自然素材で手
仕事を楽しんでみませんか？蜜
蝋エコラップなどを作ります。

15人 1人4,000円 3/19（木）必着・年齢
も記入・1枚1人
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※都合により内容を変更する場合があります。
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① 4/10～5/22 金曜日10：00～12：00 ワード入門 （全6回） 5/1（金） Win10 3,700円

② 4/6～6/1 月曜日19：00～21：00 ワード中級 （全8回） 5/4（月・祝） Win10 4,800円

③ 4/9～5/14 木曜日10：00～12：00 はじめてのエクセル （全5回） 4/30（木） Win10 3,000円

④ 4/7～6/2 火曜日19：00～21：00 エクセル中級 （全8回） 5/5（火・祝） Win10 4,800円

⑤ 4/9～5/21 木曜日13：30～15：30 レイアウト入門 （全6回） 4/30（木） Win10 3,700円

⑥ 4/10～5/15 金曜日19：00～21：00 パワーポイント入門 （全5回） 5/1（金） Win10 3,000円

⑦ 4/8～5/27 水曜日19：00～21：00 プレゼンテーション入門 （全6回） 4/29（水・祝）、5/6（水・休） Win10 3,700円

申込方法：    3/10（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5人

日　時 パソコン講座 休 講 日 O S 会 費 ※テキスト代別途

① 4/13～6/22 月曜日19：30～20：30 ベリーダンス月曜 （全10回） 5/4（月・祝） 3,500円

② 4/9～6/11 木曜日13：30～14：30 入門ヨガ木曜 （全10回） 3,500円

③ 4/7～6/16 火曜日19：30～20：30 ヨガ火曜 （全10回） 5/5（火・祝） 3,500円

④ 4/10～6/12 金曜日19：30～20：30 ヨガ金曜 （全10回） 3,500円

⑤ 4/9～6/11 木曜日19：30～20：30 入門エアロ木曜 （全10回） 2,000円

⑥ 4/11～6/20 土曜日10：30～11：30 初級エアロ土曜 （全10回） 5/2（土） 2,000円

⑦ 4/8～6/24 水曜日19：30～20：30 中級エアロ水曜 （全10回） 4/29（水・祝）、5/6（水・休） 2,000円

申込方法：    3/11（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

4/10（金）
①13:30～14:30　②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室①

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）

4/24（金）
①13:30～14:30　②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室②

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：    3/13（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

◇初心者対象パソコン相談室

　高齢者が新たな知識、技術を学ぶと共に、仲間づくりや異なる世代との交流をとおし、豊かな人生を送ることを目的として、
高齢者学級「みのり大学」を開設します。
　各学級それぞれのプログラムで、月1～ 2回、1回2時間程度、歴史、文化、経済、産業、健康、福祉、環境、消費、
防災など幅広い分野について、講義や実技をとおし楽しく有意義に学びます。

１　対　　象 静岡市内に居住する、60歳以上の方（昭和35年4月1日以前に生まれた方）
２　実施期間 令和2年4月から令和3年3月まで、18回を実施予定。
３　年 会 費 2,000円（会費以外に各学級の自主活動費がかかることがあります）
４　開設学級 ※複数の学級への申込はできません。

令和２年度 静岡市高齢者学級 「みのり大学」 学級生募集

５　申込方法　往復ハガキ（1人1枚・多数の場合は抽選になります。）
  令和２年４月６日（月）必着　以下の項目をご記入のうえ、申込希望先へ郵送してください。
　　①　希望学級名（複数の学級への申込はできません。）　②　氏名（ふりがな）　③　性別（男・女）
　　④　生年月日・年齢（令和２年４月１日現在）　⑤　郵便番号・住所　⑥　電話番号・ＦＡＸ番号
　　⑦　令和元年度（平成31年度）「みのり大学」各学級に在籍した方は、その「在籍学級名」。 在籍しなかった方は「なし」と記入してください。
６　結果の通知  受講の決定につきましては、４月１０日（金）までに、ハガキ（返信）でお知らせします。抽選に漏れた方は、定員に余裕のある他の学級へ
   希望を変更することができます。４月１４日（火）までに変更希望先の生涯学習センターにお問合せください。
７　問合せ先  各学級の会場の生涯学習センターへ直接お問合せください。
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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
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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。

食事代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

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。

（2020年1月10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

サービス内容  食事代10％off
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