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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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※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　中ホール

静岡市民文化会館　大会議室

静岡市民文化会館へ電話でお申し込みください。（申込順）

無料

150人

講師：葛西聖司氏

【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

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

　・ 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：0570-000-407 （Lコード：43623）

 　　　　（オペレーター対応10:00～18:00）
　・ 静岡市民文化会館　TEL：054-251-3751

一、 義経千本桜

  川連法眼館の場

二、 連獅子

会　　場

会　　場

申込方法

会　　費

定　　員

演　　目

入　場　料

お問い合わせ

チケット取り扱い

5月16日（土）

4月25日（土）

11:00開演　15:00開演（開場は開演の45分前）

14:00～15:30

日　　時

日　　時

松竹大歌舞伎

「歌舞伎がわかる」入門講座
松竹大歌舞伎公演関連事業

「歌舞伎」は時代を超えたエンターテイメント！
敷居が高いかな、と思っているあなたも、ちょっとポイントを知るだけで「通な見方」を
楽しむことができます。
今回は5月16日（土）松竹大歌舞伎　静岡公演の上演作品のみどころ、聞きどころ、
俳優、義太夫や長唄の魅力など、わかりやすく解説します。
講師は、古典芸能解説者として著名な葛西聖司さんです。
やさしくウィットに富んだ語り口で、華やかな歌舞伎の世界をご案内します。

講師プロフィール：ＮＨＫアナウンサーを経て、現在は、
歌舞伎、文楽などの伝統芸能の解説や執筆活動など、
全国で活躍している。『僕らの歌舞伎』『名セリフの力』

『文楽のツボ』など著書多数。

「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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2 木
静岡雙葉中学校・高等学校吹奏楽部第53回定期演奏会

主   静岡雙葉中学校・高等学校
問   054-255-0305

大ホール（17:00）17:30～　自由席：500円

3 金
細川たかし長山洋子～ふたりのビッグショー～

主   株式会社夢グループ
問   0570-064-724　チケットセンター

大ホール（17:30）18:00～20:00　指定席：PS席6,800円、SS席5,800円（いずれも税別）

4 土
阿部真央 らいぶ No.9

主   サンデーフォークプロモーション
問   054-284-9999

中ホール（17:00）18:00～20:00　指定席：6,200円

5 日
ゴールデンボンバー 全国ツアー 2020

主   株式会社　キョードー東海
問   052-972-7466

大ホール（16:30）17:00～　指定席：7,150円

7 火
静岡市静岡仏教会 花まつり～お釈迦様の誕生日～

主   静岡市静岡仏教会
問   054-237-4380　事務局 帝釈寺

中ホール（12:00）13:00～15:30　無料

9 木
スウィング・アウト・シスター

主   K-mix
問   053-457-1103　平日9:30～18:00

中ホール（18:00）19:00～20:40　指定席：S席8,500円、A席7,000円

12 日
THE ALFEE Best Hit Alfee 2020 春の夢

主   サンデーフォークプロモーション
問   054-284-9999

大ホール（16:45）17:30～20:00　指定席：7,700円

17 金
Sonar Pocket Tour 2020

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）18:30～20:30　指定席：6,800円

18 土
SHISHAMO ワンマンツアー2020春「今だけは天使みたいに大事にしてね」

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）17:30～19:30　指定席：5,500円

18 土
DIR EN GREY TOUR20 疎外

主   サンデーフォークプロモーション
問   054-284-9999

中ホール（17:15）18:00～20:00　指定席：7,480円、Exclusive Ticket（FCのみ）14,960円

19 日
masayuki suzuki taste of martini tour 2020

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）18:00～20:00　指定席：8,800円

19 日
上野あや子コンサート

主   イメージフォト静岡
問   054-289-2135　堀江栄

中ホール（12:30）13:00～15:30　無料（一部指定）

前田バレエ学苑静岡スタジオ発表会 2020
主   前田バレエ学苑
問   054-246-1593　前田

大ホール 4/25（15:00）15:30～18:00　4/26（14:00）14:30～17:00
自由席：1,000円　幼児無料

25 土
清塚信也 47都道府県ツアー 2020 「名曲宅配便」～ピアノが奏でる特別な時間～

主   サンデーフォークプロモーション
問   054-284-9999

中ホール（12:30）13:00～15:00　指定席：6,000円

4 月 問主 …主催 …お問合せ

26 日25 土
・
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かなりポップな音楽とちょっとブラックな物
ストーリー

語。
アカデミー賞受賞の名コンビが手掛けた刺激的カルトミュージカルが、
これからのミュージカル界を担う若手キャストで静岡に登場！

1976年に最初の絵本『ノンタンぶらんこのせて』が刊行されてから2021年で45周年を迎えます。
ノンタンは、これまでに23冊の「ノンタンあそぼうよ」シリーズ、9冊の「赤ちゃん版ノンタン」シリーズ、ボードブック、
あそび図鑑などが出版されています。その累計は3300万部を越え、多くのファンを持つ大人気シリーズとなっています。
本展では、2021年の45周年を記念した展覧会として、ノンタンの原画やアニメーションなどを展示するほか、書籍や
グッズ、DVDなどもご紹介。ノンタンを愛し続けた作家・キヨノサチコさんの熱いメッセージを、ぜひ会場で感じてください。

ミュージカル

刊行45周年記念 ノンタン絵本の世界展

リトル・ショップ・オブ・ホラーズ

もっと！ ノンタン みんなだいすき！

＜チケット取り扱い＞　好評発売中！
･マリナート窓口または電話　TEL054-353-8885　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　TEL0570-02-9999（Ｐコード：498-679）

･ローソンチケット　TEL0570-084-004（Ｌコード：42391）　ほか

＜チケット取り扱い＞　チケット発売中！　※前売券の販売は4月24日（金）まで！
･マリナート窓口または電話　TEL054-353-8885　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 （Ｐコード：992-659）※セブンイレブン各店のマルチコピー機にて

･ローソンチケット （Ｌコード：43126）※ローソン各店のLoppiにて

【Story】 さびれた街の小さな花屋で働く冴えない青年シーモアは、店主のムシュニクに怒られてばかり。シーモアは同僚のオードリーに恋をしているが、彼女
にはオリンという歯科医のボーイフレンドがいる。ある日、シーモアは街で奇妙な植物を手に入れる。意中のオードリーにちなんで、“オードリーⅡ”と名付けたそ

の植物を店に置くと、客の来なかった店がなんと突然、大盛況！ しかし、“オードリーⅡ”には、人 を々魅了する不思議な力がある一方で、あるとんでもない秘密

が隠されていた。“オードリーⅡ”によってシーモアの人生は一変し、一躍有名人となるのだが…。

4月18日（土）

4月25日（土）〜5月10日（日）

開場15:30　開演16:00 （三浦・井上）

10:00〜17:00（入場は16:30まで）
会期中無休

出　演：鈴木拡樹／三浦宏規（W キャスト）、妃海風／井上小百合（W キャスト）ほか

会　場：静岡市清水文化会館マリナート　大ホール
料　金：全席指定・税込　一般 12,000 円　※未就学児入場不可

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・税込 一般 700 円、中学・高校・大学生 500 円、小学生以下 200 円
 ※当日券は、全ての券種で 100 円増し　※ 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。

 ※障がい者手帳をお持ちの方はご本人のみ無料

主　催：静岡市清水文化会館マリナート
備　考：出演者変更の場合でも他公演への変更・払い戻しはできません
お問合せ：キョードー東海　TEL052-972-7466（平日 10:00 ～ 19:00 日・祝休）
　　　　　 静岡市清水文化会館マリナート TEL054-353-8885（9:00 ～ 22:00 月曜休）

主　催：静岡市清水文化会館マリナート／テレビ静岡
お問合せ：静岡市清水文化会館マリナート
  TEL054-353-8885（9:00 ～ 22:00 月曜休）

※当日券（4/25 以降）は、会場内当日券売場のみの販売



※都合により内容を変更する場合があります。
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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 木
第5回ヤマハジュニアピアノコンクール 静岡地区大会

主   ㈱ヤマハミュージックジャパンYJPC事務局
問   03-5488-5481

大ホール 時間未定　自由席　無料

3 金
学校法人鈴木学園 合同入学式

主   学校法人鈴木学園
問   055-971-1833

大ホール（13:00）14:00～15:30　関係者のみ

5 日
大木恵子ピアノ教室発表会

主   大木恵子
問   090-8337-0490

小ホール（12:30）13:00～16:00　自由席　無料

10 金
KAN弾き語りばったり ＃31小さい土器みつけた

主   サンデーフォークプロモーション
問   054-284-9999

小ホール（18:00）18:30～　全席指定 5,500円

11 土
親子まんが映画会

主   ㈱エムアイ企画
問   080-5400-4451

小ホール ①（10:00）10:30～12:00　②（13:00）13:30～15:00　自由席　900円 ※当日券のみ

17 金
星野和音バストロンボーンリサイタル2020 "Life with Bass Trombone" 主   星野和音

　   リサイタル実行委員会
問   090-7695-0788小ホール（18:30）19:00～21:00　自由席　前売 一般2,500円　高校生以下1,000円　 ※当日各500円増

18 土
LITTLE SHOP OF HORRORS  （リトル・ショップ・オブ・ホラーズ） 主   静岡朝日テレビ／

　   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）大ホール（15:30）16:00～　全席指定12,000円

19 日
もちづき楽器創業60周年謝恩コンサート 福間洸太朗ピアノ・リサイタル

主   有限会社もちづき楽器
問   054-353-2314

大ホール (13:15)14:00　自由席　一般3,000円　高校生以下1,500円

19 日
第34回F＆Fスプリングコンサート

主   F＆F音楽教室
問   054-365-9421（塩崎）

小ホール（12:30）13:00～16:00　自由席　無料

26 日
明治大学マンドリン倶楽部演奏会 主   明治大学校友会清水地域支部

　   後援：静岡新聞社・静岡放送
問   090-3385-8634（風間）大ホール（16:15）17:00～19:30　自由席　前売3,000円　当日3,300円

29 水
第4回ピアノ音楽発表会

主   setsukoピアノ教室
問   054-364-7108

小ホール（12:45）13:00～16:00　関係者のみ

春の山野草展
主   駿河山草会
問   090-7869-2785（大石）

全面 9:30～16:30　※最終日は15:00まで　無料

刊行45周年 ノンタン絵本の世界展 もっと！ノンタン みんなだいすき！
主   静岡市清水文化会館マリナート
問   054-353-8885

全面 10:00～17:00　※入場は16:30まで
前売 一般700円　中学・高校・大学生500円　小学生200円　※当日券は各100円増

4 月 問主 …主催 …お問合せ

ギャラリー A・B・C・D

19 日

10 日

17 金
〜

25 土
〜

祝

5/
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つが適切であれば揚力が発生するので、よく飛ぶ紙飛行機になり
ます。では、紙飛行機のまわりを空気がどのように流れているか
というと…と、言葉だけで説明されても、なんともイメージがわきに
くいことが多々あります。そこで今回のイベントでは、スタッフがみ
なさんに伝えたい一押しの面白いテーマを、専門用語を使って説
明するのではなく、身近な現象に絡めた実験を通して分かりやす
くお伝えしていきます。
　普段る・く・るではあまり取り上げていない分野をテーマにした
実験ショーも実施予定です。物理、化学、生物…こうやって並べ
ると難しそうに見えるかもしれませんが、実際に見てみるととても楽
しく学ぶことができる実験ショーです。また、期間中にはただ見る
だけではなく、みんなで参加できるスペシャル実験も予定していま
す。これをきっかけに科学の楽しさ面白さを感じ、興味をもっても
らえるととても嬉しいです。科学大好きなる・く・るスタッフが、気
合いを入れて準備しています。百聞は一見に如かず。この春は
子どもも大人も一緒に、る・く・るで科学に出会ってみませんか？

　静岡科学館る・く・るではこの春、「る・く・る春の実験まつり」
を開催します。このイベント、正式名称が決まるまでは「つくしん
ぼう企画」という仮の名前がついていました。そこに込められて
いるのは、出会いの季節である春に子どもたちがさまざまな科学
に出会い、そして興味をもってほしいという想いです。「つくしん
ぼう」という言葉には、色々なことに興味をもって知ることで、子
どもたちにぐんぐん成長してほしいという期待が込められていま
す。最終的に名称は変わってしまいましたが、開催に込められ
た想いは変わりません。そこで今回のイベントでは、科学のさま
ざまな分野からテーマを取り上げて、日替わりの実験ショーを行
います。
　突然ですが、紙飛行機はどうして飛べるのか考えたことがあ
りますか？ポイントは空気の流れる向きと翼の角度です。この二

出会いの季節に科学と出会う
「る・く・る春の実験まつり」

静岡科学館る・く・る　エデュケータ 織田 悠希

る・く・る 春の実験まつりる・く・る 春の実験まつり
祝

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！
日曜日は、みんなで参加できるスペシャル実験！
※実験の内容は日替わりです。 詳細はHPをご覧ください。

●ドロドロ物体のひみつ
● ものがとぶヒミツをさぐろう！！
● ぼくらはみんな力持ち！ ～てこ・滑車～
● ハニカム大実験! ～生きものをまねたすごい形～　　 など

● 科学に強いのは誰だ！？ る・く・るクイズ王決定戦！
● キミのチカラで電気をつくれ！ 電力・体力・大実験！！　など

実験ショー

みんなで実験

〈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）

3/
20 金

4/
5 日

〜 会 場  9階 企画展示室

春休みはみんなで
る・く・るに遊びに行こう！

時間：11:00、14:00(各回30分程度)
会場：9階 イベントホール

18 土 19 日
4/ ・ おどろき・ふしぎがいっぱいの楽しい大型サイエンス

ショー！　今回のテーマは「音」。
音はどうして聞こえているのかな？
身近なモノを使って、音のふしぎを楽しもう！

サイエンスショー ドレミで遊ぼう♪音
おと

・科
か

・楽
がく



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：4月7日（火）、14日（火）

時間：13:00 ～ 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

募集期間　4/5（日）必着　※申込方法などの詳細は、ＨＰまたはチラシをご覧ください。

募集期間　4/1（水）～ 4/30（木）必着
　　　　　※申込方法などの詳細は、ＨＰまたはチラシをご覧ください。

26 日
4/ つくって楽しい！ あそんで楽しい！

る・く・るナビゲーターとお話しながら工作に挑戦します。
今回はカップの中身をかえればオリジナルの万華鏡になる

「カップ万華鏡」をつくります。

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？

科学技術を市民に分かりやすく伝える人材「科学コミュニケーター」を
育成する講座です。

わくわく科学工作
光と鏡のファンタジー 万華鏡

令和2年度 る・く・るナビゲーター 春季募集

科学コミュニケーター育成講座　受講生募集

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：静岡大学農学部 准教授 大西利幸さん
申込：3/22（日）9:30 ～静岡科学館

（054-284-6960）へ電話申込（申込順）

定　員：12人（参加条件あり・多数選考）
活動日：5/23（土）～来年3/14（日）まで11回開催
　　　  （おおむね10：00 ～ 16：00）
参加費：無料（入館料別途）
申込方法：申込用紙を静岡科学館へ郵送またはFAX

19 日
4/

花、葉、果実、木・・・私たちは様々な植物の香りに囲まれています。
しかし、その香りは、ヒトを楽しませるためにあるのではなく、植物自らが競争を
生き延びていくために利用されています。そんな植物の香りの戦略について香り
の合成実験をしながら紹介します。

科学茶房
植物×香りカフェ ～生存競争に打ち勝て！？ 植物の香りのふしぎ～

予 約 が 必 要 な イ ベ ント
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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 水
静岡高校クラシックギター部演奏会

主   静岡県立静岡高等学校
問   054-245-0567

ホール （18:00）18:30～20:30　無料（どなたでも）

4 土
第11回 2台ピアノを楽しむ会

主   ピアノ研究会
問   054-283-6034

ホール （13:30）14:00～16:00　無料（どなたでも）

5 日
佐藤紗規子ピアノリサイタルvol.3

主   佐藤
問   054-345-0681

ホール （13:30）14:00～15:45　一般2,500円、高校生以下1,000円

7 火
イエス・キリストの死の記念式

主   静岡市駿府会衆
問   090-7044-2822

講堂 （18:30）19:00～20:00　無料（どなたでも）

15 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 日
武蔵野音楽大学静岡県支部中部地区第51回新人演奏会

主   武蔵野音楽大学静岡県支部中部地区
問   054-366-3088（青木）

ホール （13:00）13:30～15:30　1,000円

25 土
第43回静岡県演奏家協会志太榛原支部コンサート～春によせて～

主   静岡県演奏家協会志太榛原支部
問   080-5110-9253（滝沢）

ホール （13:00）13:30～15:30　一般2,000円、高校生以下1,000円

26 日
ナーシャムジカ・マンドリンコンサート

主   静岡マンドリン協会
問   054-259-7541

ホール （13:00）13:30～16:00　一般1,800円（前売1,500円）、学生800円（前売500円）

4 月 問主 …主催 …お問合せ

第25回
「静岡の名手たち」オーディション開催
静岡音楽館AOIでは、新進音楽家の発掘と育成のためにオーディションを開催しています。合
格者は、2020 年 9月26日（土）「静岡の名手たち」オーディションによるコンサートへの出演が
決定しているほか、今後、（公財）静岡市文化振興財団が主催するコンサートへの出演などの機
会に恵まれます。また、「ロダン賞」「コンチェルト賞」の受賞者は、それぞれ静岡県立美術館、
静岡交響楽団のコンサートの出演者として推薦されます。

観覧自由！

5/5火 5/6水
会　　場：静岡音楽館AOIホール（8F）
入場無料 （申込不要。当日、直接会場へお越しください。）

※いずれも順不同、時間未定　※このオーディションは公開です。
※未就学児はご入場いただけません。

邦楽部門･鍵盤楽器部門 管楽器部門･アンサンブル部門休祝

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

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

●アクセス／JR静岡駅北口、静岡中央郵便局うえ7～9階。東名静岡インターより15分。
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※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）

4/9～来年3/11
の毎月第2木曜日
10:00～11:00

ピヨピヨおはなしかご
（全12回）

手遊びやわらべうた、パネルシ
アターなどのおはなし会です。赤
ちゃんも保護者の方も一緒に楽
しい時間を過ごしましょう！毎月
第2木曜日に開催します。

乳幼児と保護者
各30組 無料

当日、直接会場へ

4/22～来年3/17
の毎月おおむね第4水曜日

9:45～11:15
※詳細はお問合せください。

おやこ音楽ひろば
～音のおもちゃ箱～

（全12回）

楽しい歌やピアノ演奏と、参
加者同士の交流会です。お気
軽にご参加ください♪

3歳までの子と
保護者各30組 1組100円

当日、直接会場へ

西部生涯学習センター

4/11～来年2/13
の毎月第2土曜日（8、3月のぞく）

13:30～16:30

西部パソコンサロンへ
ようこそ
（全10回）

パソコンについての質問、相
談に市民ボランティアが一対一
で対応します。

どなたでも 1 人 300 円
当日、直接会場へ

5/23～7/18
の隔週土曜日

13:30～15:30　

はじめての
色えんぴつ画
（全5回）

初心者向け色えんぴつ画の教
室です。

成人20人 1人1,000円
4/20(月)必着、1枚2人

5/29(金)
13:30～15:30

医療講演会
『元気に長生きする方法』

（全1回）

日本抗加齢医学会専門医の講
演により健康寿命の延伸や病
気をもっていても元気でいら
れる方法について学びます。

成人40人 無料 4/17(金)、14:00 ～・
申込順

東部生涯学習センター

5/19～6/16
の毎週火曜日

13:30～15:00

１から始める！
シニアの健康づくり

（全5回）

おうちでできる健康づくりにつ
いて、体を動かしながら楽しく
学びます。

60歳以上で体を
動かしたい方20人 1 人 1,000 円 4/21(火)必着

年齢も記入

5/19(火)
10:00～12:00

AOI探検ツアー
（全1回）

静岡音楽 館AOIのホール等の
施 設 や 楽 器 庫を見学します。
※ 静 岡 音 楽 館AOI(葵 区 黒 金
町)集合解散

成人20人
(未就学児同伴不可) 無料 4/7(火)、10:00 ～・

申込順

5/22～6/26
の毎週金曜日

10:00～12:00

おもてなしの英会話
（全6回）

外国人をもてなすための英会
話を学びます。

成人16人
(未就学児同伴不可) 1人1,500円 4/24(金)、14:00 ～・

申込順

5/24(日)
10:00～11:30

ピカピカ石の
ストラップをつくろう!

（全1回）

自分の手でピカピカに磨いた
石を使って、ストラップをつく
ります!

小学生以下20人
(未就学児は
保護者同伴)

1人200円 4/22(水)、14:00 ～・
申込順

北部生涯学習センター

4/11～来年3/13
の毎月第2土曜日

※7月は19日（日）、8月のぞく、
10月未定。

ほくぶ
おはなしバスケット

（全11回）

楽しい絵本の読み聞かせや手
遊び、簡単な工作を行います。

20人
(未就学児は
保護者同伴)

無料
当日、直接会場へ

5/8～6/5
の隔週金曜日

10:00～12:00

楽しく学ぶ、
ガーデニング入門

（全3回）

ガーデニングの基本を座学と
実技で楽しく学びます。

16人 1人1,000円
4/17(金)必着・1枚1人

5/9(土)、23(土)、30(土)
9:30～12:00

メンズキッチン
（全3回）

基本的な材料の切り方から学
ぶ、初心者向けの男性料理講
座です。

男性12人 1人1,500円 4/18(土)、10:00 ～・
申込順

藁科生涯学習センター

5/12～6/9
の毎週火曜日

13:30～15:30

始めよう。
いつでもどこでも

健康体操
（全5回）

楽しく簡単な体操を、静岡市
体育協会の講師が伝授します。
心身ともに健康な毎日を目指
しましょう。

医師から運動制限を
受けていない

成人20人
1 人 2,500 円 4/14(火)、14:00 ～・

申込順

5/13～6/3
の毎週水曜日

14:00～16:00

おとなの折り紙
（全4回）

「おとなのたしなみ」として、
時間をかけてじっくり楽しむ、
折り紙講座です。

15人 1人1,500円 4/8(水)､ 14:00 ～・
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

西奈生涯学習センター（リンク西奈）

5/12(火)、19(火)、26(火)
の10:00～12:00

静岡茶を学び、
味わい尽くそう！

（全3回）

静岡茶の歴史やお茶の入れ方、
闘茶、茶葉を使ったお菓子作
りを学びます。

成人16人 1人1,000円 4/14(火)、10:00 ～・
申込順

5/14(木)、21(木)、6/11(木)
の13:30～15:00

シニアの健康
～睡眠習慣を見直そう～

（全3回）

睡眠障害の特徴や対策に関す
る講義とストレッチ運動の体
験を行います。

60歳以上20人 1人500円 4/9(木)、10:00 ～・
申込順

南部生涯学習センター

5/14～6/11
の毎週木曜日

13:30～15:30

パソコン初級講座
基礎編
（全5回）

電 源の入れ 方から文 字入 力、
インターネットの閲覧方法、簡
単な文書作成を学びます。

パソコン初心者14人 1人1,000円
4/16(木)必着・1枚1人

5/14～6/11
の毎週木曜日

10:00～12:00

パソコン初級講座
エクセル編
（全5回）

インターネットの活用をはじ
め、エクセルの基礎から簡単
な計算式、グラフ作成などを
学びます。

パソコンで文字入力
できる人14人 1人1,000円

4/16(木)必着・1枚1人

5/22(金)
19:00～20:30

国宝の名刀
（全1回）

日本刀の奥深さや鑑賞の楽し
み方などを学ぶ講座です。

30人 無料 4/17(金)、14:00 ～・
申込順

長田生涯学習センター

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

4/28～7/14
の火曜日

① 9:45～10:30
②10:45～11:30

春の親子で
リトミックあそび
（各全11回）

親子を対象にした、楽しいリト
ミックあそび、音楽あそびの講
座です。

1歳8か月～ 3歳まで
の子と保護者(年齢は
申込日現在)各25組

1組3,200円
(子が2人の

場合は
4,800円)

窓口
4/21(火)、10:00 ～
10:15、会費持参
多数抽選

大里生涯学習センター

5/13～来年3/10
の毎月第2水曜日
19:00～21:00

大里心の乙女塾
～女性のための

教養講座～
（全11回）

一般教養から現代的な課題ま
で、一年を通して幅広く学ぶ女
性のための講座です。

女性50人 1人2,000円
4/15(水)必着

5/15～6/12
の毎週金曜日

10:00～12:00

パソコン初級講座
基礎編
（全5回）

電 源の入れ 方から文 字入 力、
インターネットの閲覧方法、簡
単な文書作成を学びます。

パソコン初心者14人 1人1,000円 4/17(金)、10:00 ～・
申込順

5/15～6/12
の毎週金曜日

13:30～15:30

パソコン初級講座
エクセル編
（全5回）

インターネットの活用をはじ
め、エクセルの基礎から簡単
な計算式、グラフ作成などを
学びます。

パソコンの文字入力
ができる方14人 1人1,000円 4/17(金)、10:00 ～・

申込順

5/24(日)
13:30～15:30

春を楽しむ
寄せ植えづくり
（全1回）

ヤシの繊維を敷いたワイヤー
バスケットに春の花を植えて、
お洒落な寄せ植えを作ります。

20人 1人3,500円 4/21(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）

5/14(木)
10:00～11:30

今後どうなる？
キャッシュレス決済

（全1回）

キャッシュレス決済の基本や現
状を学び、今後の展望につい
て考えます。

成人20人 無料 4/16(木)、10:00 ～・
申込順

①5/16(土)
10:00～11:30
②5/21(木)
10:00～11:30

手作りソーセージ講座
（各全1回）

男性を対象にソーセージ作り
を体験します。

男性各10人 1人1,000円 4/27(月)必着・希望日
も記入

5/15(金)
13:30～15:30

ボッチャって
どんな競技？
（全1回）

パラリンピックの正式種目であ
るボッチャの紹介講座です。

20人 無料 4/10(金)、13:30 ～・
申込順
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　現在、葵生涯学習センターの受付窓口やその周辺には、セ
ンターで活動している団体からいただいた折り紙の作品が飾ら
れています。バラの花を数個まとめてモチーフにした難しそうな
作品や、テーマに合わせて動物や植物を組み合わせた作品な
ど様々です。ひとつひとつはそこまで難しくなくても、組み合わ
せることで季節感を出したり、ちょっと面白い作品になったりして
いるので、見ていて楽しくなります。
　ひとりで打ち込んでも、誰かとおしゃべりしながらでも良い。実
用的なものも作ることができるし、指先のトレーニングにもなります。
最近では宇宙空間で使うパネルをたたんだり広げたりする際にも
折り紙の技術が応用されているといいます。そんな専門的な話
に触れたりもしながら、この先も私は折り紙を続けていくと思います。
　子供の頃の「好き」から始まった折り紙は今や生涯学習になっ
ています。皆さんも自分の「好き」を見つけてその世界をのぞい
てみてはいかがでしょうか。もっと知りたい、もっとやりたいと感じ
た時、生涯学習センターがそのお手伝いをできるよう準備してお
待ちしています。

　私は折り紙が好きです。小学生の頃から、いろいろな柄の
折り紙で服を作ったり、パーツを組み合わせて箱を作ったりし
ていました。
　中学にあがり、通っていた英語塾でアフリカの学校に手紙を
書くことになりました。何を書くか迷った私は、折り紙を紹介す
ることにしました。動植物や身の回りの物、ちょっとしたおもちゃ
まで様々なものが作れること、それが1枚または複数の紙を組
み合わせることでできること、難易度に合わせて小さな子供か
ら大人まで楽しめることを紹介しました。数か月後、届いた返
事には授業で折り紙に挑戦していることが書かれており、何人
かで折り紙を楽しんでいる写真も添えられていました。折り紙
が遠く離れた国で受け入れられた。その事実は、折り紙が日
本だけのものだと思い込んでいた私の考えを改め、国や地域
も問わず楽しめるという新たな魅力を教えてくれました。

「好き」から始まる生涯学習

葵生涯学習センター 池谷 愛子

5/20～6/24
毎週水曜日　10：00～12：00

エクセル入門 （全6回） Win10 3,700円

申込方法：    4/10（金）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

5/19～6/23
毎週火曜日　19：00～20：00

(初日のみ20：30まで)
ゆるゆるカラダケア体操〜体を整えよう〜 （全6回） 成人25人 3,000円

申込方法：    4/14（火）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）

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　5人

❖体操を通して、体の調子を整えましょう。自分のペースに合わせて無理なく行えます。

日　時 パソコン講座（Office2019使用） 休 講 日 O S 会 費 ※テキスト代別途

日　時 講　座　名 対　象 費　用

5/8（金）
①13:30～14:30
②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室③

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）

5/22（金）
①13:30～14:30
②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室④

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：    4/10（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

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）

4/16～8/20
の毎月第3木曜日
10:30～11:30

来・て・こ おはなしの森
～春夏～
（全5回）

乳幼児と保護者を対象とした
おはなし会です。毎月第3木曜
日に開催します。

乳幼児と保護者24人 無料 当日、直接会場へ
先着順

5/7～6/4
の毎週木曜日※5/21を除く

10:00～12:00

ねんねちゃんの
ベビマ&ママ体操

～春～
（全4回）

ベビマ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♪

5/1時点で6か月以内
の子と母親10組20人

　
1組1,600円 4/9(木)必着・

子の氏名月齢も記入
多数抽選

5/21～8/6
の第1・3木曜日
10:00～12:00

身近なハーブで楽しむ
癒しのアロマ生活

（全6回）

身近にあるハーブの活用方法
やアロマの使用方法について
学びます。

女性15人 1人4,000円 4/9(木)必着
多数抽選
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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
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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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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

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2月6日現在）

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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発行/　 〒420-0857　静岡市葵区御幸町4番地の1 アーバンネット静岡ビル4階
TEL.054-255-4746　FAX.054-653-3501　 URL.https://www.scpf.shizuoka-city.or.jp/

遊べる！学べる！50の展示物で科学体験！ くわしくはHPへ！

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●● ●●

あれ？ ふしぎ！！

●●●●●
見て楽しい！

聞いてなるほど
！

さわろう！つくろう！さわろう！つくろう！さわろう！つくろう！さわろう！つくろう！さわろう！つくろう！さわろう！つくろう！さわろう！つくろう！さわろう！つくろう！

JR静岡駅南口より徒歩１分

る・く・るには以下の施設・サービスがあります。

科学系図書 おむつ替え台

休 憩 所 授 乳 室

多目的トイレ

ベビーカー貸出

車イス貸出

※専用駐車場はありませんので、公共交通機関又は、エスパティオ
　駐車場（有料）ほか近隣の駐車場をご利用ください。

東名静岡ＩＣから静岡駅南口をめざして車で約１５分

新東名新静岡ICから静岡駅南口をめざして車で約25分9：30～17：00（最終入館16：30）開館時間
休 館 日 月曜日（祝日の場合はその翌日）・年末年始・臨時休館日

〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町14番25号 エスパティオ8～10階
TEL 054-284-6960  FAX 054-284-6988
ホームページ  httpｓ://www.rukuru.jp/
指 定 管 理 者  公益財団法人静岡市文化振興財団

静岡市
美術館

静岡音楽館
AOI ホテルアソシア静岡

松坂屋

静岡銀行

スルガ銀行

国道1号線

至東京至名古屋

ホテル
センチュリー
静岡

南口
ロータリー

エスパティオビル 8～10F

J R 静 岡 駅

石
田
街
道

P

P

P

P

P　 は提携している
駐車場です。


