スタッフ一押し
スタッフ一押し！GW工作＆実験まつり
！GW工作＆実験まつり
科学が大好きなる・く・るスタッフおすすめの工作＆実験が楽しめる 時 間 13:00 ～ 15:30受付
特別な5日間！スタッフと一緒に科学の楽しさを感じてみませんか？ 会 場 9階企画展示室、イベントホール
5/

2

〜
土

6

4/28(火) ～ 5/10(日)は毎日開館！
ＧＷは る・く・るに遊びに行こう！
！

水休

結晶カードをつくろう！
尿素の結晶をカードにして持ち帰ろう。

磁石の力を見てみよう
くっついたり、はなれたり…実験しながら磁石の力を知ろう。

プラスチック粘土の小物づくり
身近なところで使われているプラスチックの性質を知ろう。

油と水でカラフルボトル
油と水はなぜ混ざらない！
？ 工作をしながら考えよう。

サイエンスショー

5/

・

30 土 31

シャボン玉ワールド
大きなシャボン玉を作るにはどんな材料を

日

使ったらいいのかな？
シャボン玉の魅力がいっぱいの世界を
お楽しみください。

時間：11:00、14:00（各回30分程度）
会場：9階 イベントホール

楽しさは人の数だけ サイエンスショー
静岡科学館る・く・るでは、9階にあるイベントホールで月ごとに
テーマを変えて、
サイエンスショーを開催しています。2019年度は、
10個の科学のテーマで全20回開催しました。

静岡科学館る・く
・る エデュケータ

髙橋 伸郎

10月には
「振り子の科学」
というテーマでサイエンスショーを行い
ました。おじいさんと孫役の演示者が公園に遊びに来て、ブラン
コを楽しむ孫のふとした一言をきっかけに振り子の実験が始まるス

サイエンスショーは、静岡科学館が開館してから16年間ずっと

トーリーです。スタッフ2人で演示をしながら照明や音楽を操作し、

続いているイベントです。人気のイベントとして長い間続いている

より実験が見やすくなるよう工夫を加え、ショーを盛り上げました。

秘訣は、大型実験を通して科学の面白さ・楽しさを伝えるだけでな

鉄パイプで組み立てたブランコでブランコ対決をしたり、天井から

く、ショーとしても楽しめるエンターテイメントになるようにスタッフが

ボーリングの球をワイヤーで吊るした10mを越える巨大振り子が描

創り上げていることです。

く美しい図形を紹介するなど、見ごたえのある実験に、会場には

週末には小学校低学年を中心に、家族連れのお客様が多く来
館されます。「子どもがサイエンスショーを見たいと言うから付き添い

1

イベ ン トレポ ー ト

沢山の驚く声、笑い声が溢れました。
私たちスタッフは科学の面白さを伝えるために、一人一人が感

で来ました。」
という大人の方も少なくありません。そういった偶然サ

じる
「楽しさ」について考えながらサイエンスショーを創っています。

イエンスショーの会場に立ち寄った方も楽しめるよう、いろいろな工

不思議さに触れたり、驚いたり、感動したり、大笑いしたり。皆さ

夫を凝らしています。

んが楽しめるサイエンスショーに、ぜひお越しください。

※都合により内容を変更する場合があります。

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）
臨時休館日:5月12日(火)、13日(水)、19日(火)、26日(火)

テーブルサイエンス

5/
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・

土

17

臨時開館日:5月4日(月・祝)、25日(月)

磁石っておもしろい！

日

磁石はものをくっつけたり、離したりするだけじゃない、
すごい力を持っているんだって。
目の前で実験を見て、科学のふしぎや楽しさをみつけよう！
時間：12:00、13:00、14:00、15:00(各回20分程度)
会場：8階 体験ステージ

予 約 が 必 要 な イ ベ ント

科学茶房

縞々カフェ
～生き物の模様の謎を解く～
シマウマやトラなど特徴的な縞模様の動物をはじめ、魚、ヘビ、カエル、鳥、
昆虫にいたるまで、生き物には様々な模様があります。 そうした生き物の
模様はどうやってできるのでしょう？さらには、生きている間に模様が変わ
る生き物はどんな仕組み？そもそも縞々の意味は？謎が謎を呼ぶ生き物の
模様の研究を紹介します。

5/

17

日

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：大阪大学大学院 生命機能研究科 教授 近藤滋さん
申込：4/19(日)9:30 ～静岡科学館（054-284-6960）へ
電話申込（申込順）

る・く・る自然観察会

川で探そう！ 水生生物観察会

川に生きる様々な生き物を探して、観察してみよう！

5/

23 土

時間：10:00 ～ 11:45
会場：清水森林公園「やすらぎの森」（清水区西里）
※現地集合解散、雨天中止
対象：どなたでも30人（小学生以下は保護者同伴）
会費：100円（保険料）
申込：4/25(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
※都合により内容を変更する場合があります。

2

オーケストラを聴こう

ベートーヴェン：交響曲全集Ⅲ
ベートーヴェン：交響曲全集の第 3 弾は、テレビ、映画でお馴染みの
交響曲第 7 番をお贈りする。
《ロマンス》のヴァイオリン･ソリストには、
今を時めく若手の旗手、三浦文彰を招聘する。

5/23土

BEETHOVEN
PROJECT

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］
※未就学児はご入場いただけません。
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（管弦楽）

ⓒRyoichi Aratani

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
ⓒYuji Hori

ⓒ山口敦

3

※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。

5月

主 …主催 問 …お問合せ

静岡英和女学院中学校・高等学校『第37回メイプルコンサート』

2

主 静岡英和女学院中学校・高等学校

土

問 054-254-7401

ホール （12:30）13:00～16:00

500円※小学生以下無料

県立静岡西高等学校吹奏楽部第37回定期演奏会

3

主 静岡県立静岡西高等学校

日 祝

問 054-278-2721

ホール （17:30）18:00～20:00

500円（前売300円）

第25回「静岡の名手たち」オーディション

5

主 静岡音楽館AOI

火 祝

問 054-251-2200

ホール

未定

入場無料

※未就学児はご入場いただけません。

第25回「静岡の名手たち」オーディション

6

管楽器・アンサンブル部門
主 静岡音楽館AOI

水 休

問 054-251-2200

ホール

未定

入場無料

コールなでしこ

17

邦楽・鍵盤楽器部門

※未就学児はご入場いただけません。

20周年記念

6th

コンサート
主 青島

日

問 080-5116-6795

ホール （13:30）14:00～16:00

1,000円

はじめてのAOI探検ツアー

19

火

主 東部生涯学習センター

ホール・
10:00～12:00
講堂等

問 054-263-0338

無料（要申込）

ベートーヴェン:交響曲全集Ⅲ

23 土

主 静岡音楽館AOI

（14:30）15:00 全指定7,000円、会員6,300円、22歳以下1,000円
ホール
※未就学児はご入場いただけません。

第18回静岡市民文化祭

問 054-251-2200

室内オーケストラの夕べ

30 土

主 静岡室内楽協会

青嶋

問 054-253-6480

ホール （18:30）19:00～20:30

1,500円

※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。

4

5

※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。

静 岡市美術館 開館10周年記念

鈴木康広
まばたきの葉︱未来の待ち合わせ場所
鈴木康広（1979 年浜松市生まれ）は、日常の見慣れた事象
に新鮮な切り口を与える作品によって、ものの見方や世界の
捉え方を問いかける活動を続けています。
2010 年 5 月の開館時、展覧会事業が始まる前のエントランス
ホールに、代表作のひとつ「まばたきの葉」を展示しました。
来館者が葉を入れることで木の形が空間に出来上がるこの
作品は、
「見る」ことに潜む可能性を気付かせるだけでなく、
開館したばかりの美術館の空間と市民をつなげてくれた当館
にとっても大事な作品です。
開館 10 周年を記念し、再び「まばたきの葉」がエントランス
ホールに登場します。10 年という「時間」や「記憶」を見つ
めることで、過去 / 現在 / 未来の新しい関係性が立ち上が
ってくるでしょう。
会 期：2020 年 4 月 21 日（火）
		
～ 5 月 10 日（日）
休館日：毎週月曜日
※ただし 5 月 4 日（月・祝）は開館、
5 月 7 日（木）は休館
場 所：静岡市美術館
エントランスホール
観覧無料
会期中トークイベントを実施予定。
詳細は決定次第ホームページで公開
Photo/Katsuhiro Ichikawa
2010年静岡市美術館での展示

「めぐるジャポニスム」に寄せて
静岡市美術館 学芸員

山本 香瑞子

10 周年特典
静岡市美術館は今年 10 周年を迎えます。
開館記念日の 5 月１日（金）にご観覧の先着 50 名様に
静岡市美術館オリジナルグッズをプレゼントします。

プレゼントワークショップ vol.30

母の日だ！
親子でプレゼントをつくろう
記念日にあわせて、家族や大切な人へのプレゼントをつくる「プ
レゼントワークショップ」シリーズの第 30 弾。母の日にあわせ、
静岡市美術館の案内サインと同じモザイクタイルで、お母さん
の顔を制作します。
日 時：5 月 9 日（土） 13:00 ～ 17:00
会 場：静岡市美術館 ワークショップ室
対 象：小学生とその母 10 組 ※見学、付き添い不可
参加料：１人につき 500 円（材料費含む）
申込締切：4 月 23 日（木）必着。申込方法は下記の通り。
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。
往復はがき記載事項
①催事名、催事日 ②氏名（参加人数分）③年齢
④住所
（郵便番号から）⑤電話番号、返信面に宛先を記入の上、
静岡市美術館まで。
※抽選の如何にかかわらず結果は通知いたします。

年も若し当時売出しといふのであるから、生徒に対して甚だ熱心
で画がわるいと見ると､ 自分に刷毛を持つてモデルの半分位は書
いて呉れる」
（『画界漫語』）
とその指導ぶりが語られる。

パリで5回目の万国博覧会が開催された1900年、パリを訪れ

一方、1900年にヨーロッパから日本へと渡った画家もいた。ウィー

た浅井忠や黒田清輝らの画家たちは、チェコ出身のアルフォン

ンやミュンヘンでジャポニスムに触れ、日本への憧れを募らせたプ

ス・ミュシャ
（チェコ語ではムハ）
のポスターなどアール・ヌーヴォー

ラハ出身の画家エミール・オルリクである。来日した彼は日本画の

の印刷物や工芸品を日本へ持ち帰った。同年に創刊された
『明

筆法や、浮世絵版画の彫りや摺りを学ぶ一方、白馬会展覧会に

星』にはミュシャの絵がカットとして掲載され、藤島武二らがミュ

リトグラフ
（石版画）やエッチング
（銅版画）
を出品し、織田一磨ら

シャ風の女性像を描いたこともまた即時的受容として注目され

日本の若い画家たちに自画石版の可能性を示した。1901年に帰

る。アール・ヌーヴォーの誕生には日本美術の刺激があったこと

国すると、収集品や自らの木版画など滞日の成果を展示し、今度

を思うと、日本でのミュシャ風の流行はジャポニスムの里帰りとも

はウィーン分離派周辺の画家たちに新たな木版表現への関心を

捉えられよう。
余談だが、直接ミュシャに会った日本人画家もいる。1901年

呼び起こした。オルリクの足跡は、日本とヨーロッパ双方に寄せて
は返すジャポニスムの波と呼応する。

から翌年にかけてパリに留学した中村不折は、師の夏季休暇

このたびの展覧会を通じ、東西相互にこだまするジャポニスム

中の代講でミュシャ本人の授業を受けたという。「才子風の美

が、グラフィックを舞台に多様な表現へと展開するさまをご覧頂け

男子で、其図模様の如く風采からして粋な人であつたが、また

れば幸いである。
※都合により内容を変更する場合があります。
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オフ・ブロードウェイ・ミュージカル

Forever Plaid／フォーエヴァー プラッド
奇跡のハーモニー あの4人が帰ってくる！いよいよファイナル !!
オフ・ブロードウェイ・ミュージカル「Forever Plaid／フォーエヴァープラッド」
が、
初演・再演と経て4年ぶりに上演決定！

5月5日（火・祝）開場12:30

出
会
料

開演13:00

演：川平慈英、長野博、松岡充、鈴木壮麻
場：静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
金：全席指定・税込 一般 10,000 円 ※未就学児入場不可

＜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：499-926）
･ローソンチケット TEL0570-000-407（Ｌコード：42670）
ほか
･イープラス https://eplus.jp/

主
催：静岡市清水文化会館マリナート、静岡朝日テレビ、キョードー東海
お問合せ：キョードー東海 TEL052-972-7466（月〜土 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）

【Story】1964 年のアメリカ。フランシス、ジンクス、スパーキー、スマッジの 4 人は高校時代に出会い、アメリカンドリームを夢見て男性４声によるコーラス
スタイルのグループを結成する。恋をする暇も遊ぶ暇もなく、大スターになることを夢見て奮闘する彼らに、ビッグショーに出演できるというチャンスが巡ってきた。
そんな彼らに思いもよらぬ悲劇が訪れる。自身初のビッグショーの会場に向かう途中、4 人を乗せた車とカソリックのティーンエイジャーで満員のバスが激突！
4 人は全員即死してしまう…。
しかし今、果たせなかった想いと様々な天空の条件が奇跡を起こし、実現できなかった自分達のライブステージを成功させるべく、再び 4 人が地上に舞い戻る！

刊行45周年記念 ノンタン絵本の世界展

もっと！ノンタン みんなだいすき！
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。

（入場は16:30まで）
4月25日（土）〜5月10日（日）10:00～17:00
会期中無休

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 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
※障がい者手帳をお持ちの方はご本人のみ無料
＜チケット取り扱い＞ チケット発売中！
･マリナート窓口または電話

※前売券の販売は4月24日（金）
まで！

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

※当日券（4/25 以降）は、会場内当日券売場のみの販売
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）
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※都合により内容を変更する場合があります。

※小学生以下のみでの単独入場はご遠慮ください。

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。

5月

主 …主催 問 …お問合せ

3

日 祝

3

日 祝

5

火 祝

5

火 祝

10

日

10

日

14

木

17

日

22 金
22 金
29 金
29 金
30 土
30 土
31

日

静岡県立清水南高等学校・同中等部管弦楽部 第49回定期演奏会
大ホール（13:15）14:00～16:00

自由席

問 054-334-0431

500円

清水歌謡音楽協会 第31回合同歌謡発表会
小ホール（9:00）9:30～17:00

自由席

主 清水歌謡音楽協会
問 054-366-0696

無料

オフ・ブロードウェイ・ミュージカル「Forever Plaid/フォーエヴァー プラッド」
大ホール（12:30）13:00

指定席

10,000円

自由席

（清水）
問 090-4083-5663

無料

私立恵比寿中学 ど真ん中スプリングツアー2020 ～playlistを共有しますか？ はい/いいえ～
指定席 6,800円

主 サンデーフォークプロモーション静岡
問 054-284-9999

着席指定席 6,800円

とんぼ歌謡祭

主 児玉歌謡学院

小ホール（9:00）9:20～19:00

自由席

問 −

無料

大嶋啓介氏 講演会 本気のチームづくり ～共に学び、共に成長し、共に勝つ～
大ホール（18:00）19:00～21:00

自由席

前売 3,000円

当日 3,500円

第26回小さな音楽家たちによるコンサート
小ホール（12:30）13:00～15:30

自由席

大ホール（12:00）13:00～16:00

主 静岡県保育士会
問 054-252-9885

会員のみ

主 清水みなと祭り実行委員会
問 054-354-2189

関係者のみ

令和2年度 静岡県立清水南高等学校・同中等部 第56回南陵祭 ステージ部門
大ホール（11:40）12:10～15:20

無料

主 静岡市清水文化会館マリナート
問 054-353-8885

※要整理券

Shuta Sueyoshi LIVE TOUR 2020 -prêt-à-porter指定席 8,100円

問 052-972-7466

自由席

前売 2,000円

主 アーボンハウスフラメンコスタジオ

当日 2,500円

清水市民劇場第309回例会 劇団こまつ座公演「きらめく星座」
大ホール（17:30）18:00～21:15

主 キョードー東海

（月～土10:00～19:00）

第14回アーボンハウスフラメンコスタジオ発表会
小ホール（14:00）14:30～16:15

主 静岡県立清水南高等学校・同中等部
問 054-334-0431

関係者のみ

プレミアムフライデープラスコンサート
自由席

文化、芸術の橋

（山内）
問 090-4199-0517

問 054-345-7512

無料

第73回清水みなと祭り 連頭説明会
小ホール（18:30）19:00～21:00

主 アルコ・アート

主 Freudeピアノ教室

第70回静岡県保育士会総会及び研修会

大ホール（17:00）18:00

問 052-972-7466

主 S音楽教室

小ホール（12:30）13:00～16:00

小ホール（18:00）18:30

主 キョードー東海

（月～土10:00～19:00）

S音楽教室発表会

大ホール（16:00）17:00

主 静岡県立清水南高等学校・同中等部

問 054-363-1414
主 清水市民劇場
問 054-351-8191

会員のみ

ギャラリー A・B・C・D
4/

25

〜
土

5/

10 日

〜

12 火 17 日
〜

21 木 24 日
〜

27 水 31 日

刊行45周年記念 ノンタン絵本の世界展 もっと！ノンタン みんなだいすき！
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
小学生以下 200円 ※2歳以下無料 ※当日券は各100円増

柾の会 合同絵手紙展「みんな、きて、みて」
C・D

9:00～16:30

9:00～17:00

※初日は13:30～

最終日16：00まで

無料

※初日は12：00～

最終日15：00まで

無料

10:00～17:00

問 054-345-9042
主 日本硬筆社

第18回静岡市民文化祭「春のいけばな展」
A・B

問 054-353-8885
主 柾の会

日本硬筆社展
A・B

主 静岡市清水文化会館マリナート

※28日（木）と最終日は16:00まで

問 0545-64-4131
主 静岡市文化協会

無料

問 静岡市華道連盟

054-366-6438（瀧）

※都合により内容を変更する場合があります。

8

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。

松竹大歌舞伎
日

時

5月16日（土）

11:00開演 15:00開演
（開場は開演の45分前）
演

目

一、義経千本桜
川連法眼館の場
二、連獅子

会

場

静岡市民文化会館

中ホール

入 場 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）

チケット取り扱い

・ あさひテレビチケットセンター https://www.satv.co.jp/0550ticket/
・ チケットぴあ TEL：0570-02-9999（Pコード：499-689）
（オペレーター対応10:00～18:00）
・ ローソンチケット TEL：0570-000-407（Lコード：43623）
・ 静岡市民文化会館 TEL：054-251-3751

お問い合わせ

5月

4

月 祝

5

火 祝

9

〜
土

10 日

15

金

16

土

17

日

23 土
30 土
31

日

展示室 A・B・C

20

〜
水

24 日

※未就学児入場不可

静岡市民文化会館

054-251-3751

〜

9

054-251-3302（平日10：00〜18：00）

静岡学園高等学校 ウィンドオーケストラ 第18回定期演奏会
中ホール（16:30）17:00～20:00

自由席

前売500円、当日600円

静岡東高校吹奏楽部演奏会
大ホール（17:00）17:30～20:00

前売500円、当日600円

DAICHI MIURA LIVE TOUR 2019-2020 COLORLESS
大ホール 5/9（17:00）18:00～

5/10（16:00）17:00～

指定席

7,700円

HATA MOTOHIRO CONCERT TOUR 2020 -コペルニクス大ホール（18:00）18:30～20:30

「連獅子」中村芝翫

主 静岡学園高校 吹奏楽部
問 054-200-0191 和田典久
主 静岡東高校 吹奏楽部

自由席

指定席

7,150円

松竹大歌舞伎

問 054-261-6636 中本道男
主 株式会社 キョードー東海
問 052-972-7466
主 株式会社 ジェイルハウス
問 052-936-6041
主 静岡市民文化会館／静岡朝日テレビ

中ホール （10:15）11:00～ （14:15）15:00～ 指定席 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）

第18回静岡市民文化祭 三曲演奏会
中ホール（12:30）13:00～16:00

問 090-4194-1234 静岡市三曲協会 大場

キテレツメンタルワールド 東京ゲゲゲイ歌劇団
中ホール（18:00）18:30～21:00

指定席

7,500円

スギタヒロキ静岡市民文化会館1000人ホールワンマンライブ「僕らの時代」
中ホール（16:00）17:00～19:30

指定席

S席5,000円、A席3,000円

第18回静岡市民文化祭 詩舞と詩吟の大会
中ホール（10:00）10:30～16:00

問 054-251-3302 静岡朝日テレビ
主 静岡市

無料

無料

主 株式会社 キョードー東海
問 052-972-7466
主 SUGITA HIROKI 2020 実行委員会
問 080-3422-2263

sugitahiroki2020@gmail.com

主 静岡市
問 054-282-6580

静岡市吟剣詩舞総連盟 柏木

第18回静岡市民文化祭 書道展（審査B部門）
A・B・C展示室 9:00～16:30

最終日は15:30まで

第18回静岡市民文化祭 書道講演会
大会議室 5/24（12:30）13:00～15:30

27 水 31 日

静岡朝日テレビ

無料

※都合により内容を変更する場合があります。

問 090-3857-3401

静岡市書道協会 杉浦

無料

第18回静岡市民文化祭 美術展
A・B・C展示室 9:00～16:30

主 静岡市

最終日は15:00まで

主 静岡市

無料

問 054-346-0229

静岡市美術家協会 内田

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

名

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）

内

容

対

象

会

費

申込方法

葵生涯学習センター（アイセル21）
ハンカチで作る
ミニ振袖姿

6/9(火)、16(火)、23(火)

ハンカチ一枚で振袖姿を作りま
す。

10人

1 人 800 円

市内の全生涯学習センターで5月
〜 11月にかけてショパンのピアノ
作品を集めたリレーコンサートを
開催します。

小学生以上
(未就学児入場不可)

1 人 500 円

20人

無料

5/12(火)、10:00 ～・
申込順

高校生以上15人
(パソコンのメールで
連絡が取れる人)

無料

5/8(金)、10:00 ～・
申込順

オリジナルデザインの駿 河塗
下駄を制作します。

中学生以上12人

女性用下駄
6,000円、
男性用下駄
7,000円

自由研究のテーマ探し
〜夏の星空編〜

夏の星空の楽しみ方や観察方
法を学ぶ、夏休み自由研究の
テーマにオススメの講座です。

小学3 〜 6年生
30人

1人500円

5/22(金)、10:00 ～・
申込順

古文書考証が語る
「明智光秀」

NHK大河ドラマ『麒麟がくる』の
古文書考証を担当する講師、大
石泰史氏から、明智光秀の実像
や生きた時代について学びます。

40人

1人500円

5/15(金)、14:00 ～・
申込順

わが子の思春期、
親ができること

様々な分野の講師から子育ての
ヒントとなるお話を聴いてみませ
んか。

10歳〜中学生の
保護者20人

1 人 1,000 円

5/15(金)、14:00 ～・
申込順

色と光のかがく遊び

科学絵本の読み聞かせと色や
光の実験や工作を行います。

5歳～小学生15人
(保護者同伴)

1人300円

5/14(木)、14:00 ～・
申込順

13:30～15:30

（全3回）

5/15(金)、10:00 ～・
申込順

西部生涯学習センター
5/24(日)

14:00～15:00

6/5(金)

10:30～12:00

6/6(土)

13:30～15:30

6/13(土)

連携コンサート事業
『ショパン～生涯の旅～』
（全1回）

さまざまなオーケストラの名曲
講演会
「オーケストラを聴こう」 を紹介しながら、オーケストラ
（全1回）

パソコンの操作方法や、ボランティア

12:45～16:30

6/26～7/31

の金曜日、18:30～20:30

※7/17、24はのぞく

6/27(土)

10:00～12:00

6/28(日)

13:30～15:30

の魅力についてお話します。

パソコンサロン
活動について学び、「西部パソコンサ
ボランティアになろう！ ロンへようこそ」のパソコンボランティ
（全2回）

自分だけの
駿河塗下駄制作講座
（全4回）

（全1回）

（全1回）

窓口 4/11(土)、9:00～

アとしての第一歩を踏み出しましょう。

先着順※市内各生涯
学習センターにて発
売。詳細は葵生涯学習
センターへ。

5/25(月)必着、1枚1人

東部生涯学習センター
6/16～7/14
の毎週火曜日

（全5回）

10:00～11:30

6/21(日)

（全1回）

10:00～11:30

北部生涯学習センター
～
の毎週金曜日

初めての
ベビーマッサージ

6/10(水)、17(水)

古布で
布草履づくりに挑戦!

Tシャツ等家庭にある身近な古
布を使ってオリジナルの布草
履を作ります。

20人

1人500円

5/20(水)、14:00 ～・
申込順

静岡を襲った大水害
～七夕豪雨を学ぶ～

座学や静岡市治水交流資料館かわなびの見学
を通して、46年前に静岡市を襲った七夕豪雨に
ついて学びます。（2回目会場：静岡市治水交流
資料館かわなび（駿河区大谷二丁目）集合・解散）

20人

無料

5/20(水)、10:00 ～・
申込順

無料

5/1(金)、14:00 ～・
申込順

20人

無料

5/9(土)、14:00 ～・
申込順

6/5 7/3

（全5回）

13:30～14:30

14:00～16:00

6/21(日)、28(日)
10:00～11:30

（全2回）

（全2回）

ベビーマッサージの体験と、子育 生後2 ～ 6か月の第1
子と母親10組
てに関する情報交換を行います。

1 組 1,000 円

5/18(月)必着・子ども
の生年月日を記入・1枚
1組

藁科生涯学習センター
5/23(土)

18:30～20:30

5/30(土)

14:00～15:30

6/10～7/8
の毎週水曜日

10:00～11:30

6/28(日)、7/5(日)
10:00～12:00

四季の星座～春の巻
（全1回）

春の夜空の観望と星座の話。曇
小学生以上30人
(小学生は保護者同伴)
天時は室内で映像を見ます。

静岡音楽 館AOIの学 芸員によ
講演会
作曲家入門 F.ショパン るF.ショパンに関する講演会で
（全1回）

す。

まず、親が知るべき
「勉強」の話

「なぜ勉強するの？」と子どもに聞か
れたら、あなたはどう答えますか？
改めて「勉強する意味」を考え、家
庭学習における手立てを学びます。

5歳～小学2年生まで
の子の保護者15人
※託児あり(要予約)

1人1,000円

5/13(水)、10:00 ～・
申込順

夏のわらしな
自然観察！

藁科地域に生息する昆虫や水
生生物について、体験講座を
行います。

小学生20人

1人500円

5/24(日)、10:00 ～・
申込順

（全5回）

（全2回）

※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

西奈生涯学習センター（リンク西奈）
親子で楽しむ
ベビーヨガ

6/4～6/25
の毎週木曜日

（全4回）

10:30～11:30

6/10～7/22
の隔週水曜日

17:00～18:00

6/19～7/17
の毎週金曜日

18:30～20:00

赤ちゃんとスキンシップをとる
ヨガエクササイズと子育ての情
報交換を行います。

生後6 ～ 12か月まで
の乳児と母親10組

1組1,000円

小学1 ～ 2年生20人

1人500円

5/7(木)、10:00 ～・
申込順

外 国 人とのコミュニケーショ
ン、基本的な英語フレーズを学
ぶ初心者向けの講座です。

成人20人

1人500円

5/15(金)必着・年齢も
記入

あそぼうあそぼうABC 英語でオリンピックについて学
んだり、フォニックスを用いて
～春・夏編～
（全4回）

思わず使いたくなる
英会話
（全5回）

英語を学びます。

5/7(木)必着・参加希
望の親子の氏名、子ど
もの生年月日を記入

南部生涯学習センター
6/5(金)、19(金)、7/3(金)

はじめての太極扇

13:00～14:30

（全3回）

太極拳を始めてみたい方向け
の講座です。扇を使った太極
拳の動きを学びます。

10人

1人500円

5/15(金)、14:00 ～・
申込順

6/10(水)、24(水)、

豊かなセカンドライフ
のための資産運用

退職後の生活設計について考
え、金融商品の選び方を学ぶ
講座です。

30人

無料

5/13(水)、14:00 ～・
申込順

①13:30～15:30
②19:00～21:00

おさだの桃で
スープづくり

中学生以上各15人

1人1,000円

（各1回、全2回）

長田特産の桃を使った桃のスー
プづくりと、桃のスープに合う
スイーツづくりを学びます。
※①、②は同内容。

6/13～27

お庭のお悩み解決講座

初 夏の 庭 木 や花 壇 につ いて、
お手入れの仕方や病害虫対策
などを学びます。

中学生以上20人

1人500円

5/23(土)、10:00 ～・
申込順

“適当”子育てのススメ

その時、その場、その子に合
わせた「適当」な子育てについ
て学びます。

年少から小学3年生
までの子を持つ
保護者20人
※託児あり（要予約）

1人1,000円

5/21(木)、10:00 ～・
申込順

おさだ
ファミリーコンサート

静岡市民 バンド コンセール・
リベルテによる、家族で楽し
めるコンサートです。

140人(小学生以下は
保護者同伴)

無料

5/31(日)、13:00 ～・
申込順

大里中学校吹奏楽部によるコ
ンサートです。

各回150人

無料

5/20(水)、10:00 ～・
申込順

人 形劇団 体「人 形劇あっぷっ
ぷ」による乳幼児親子向けの
公演です。

100人

無料

5/22(金)、10:00 ～・
申込順

初心者向けの絵手紙講座です。

15人

1人500円

5/7(木)、13:30 ～・
申込順

親子でリトミックや簡単な工作
などを体験します。

1歳半～未就園児の
子と保護者10組

1組500円

5/8(金)、10:00 ～・
申込順

サツマイモの植え付け、青大
豆の種まき、収穫体験などを
行います。

成人15人

1人1,000円

13:30～15:30

（全2回）

長田生涯学習センター
6/11(木)

の毎週土曜日

（全3回）

10:00～12:00

6/18～7/16
の毎週木曜日

（全5回）

10:00～11:30

6/21(日)

13:30～14:30(開場13:00)

（全1回）

5/18(月)必着、1人1枚
年齢、
①②の別も記入。
多数抽選

大里生涯学習センター
6/21(日)

①10:30～12:00
②14:00～15:30

6/26(金)

10:30～11:30

大里中学校吹奏楽部
コンサート・夏
（各1回、全2回）

人形劇あっぷっぷ
夏公演
（全1回）

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）
6/4(木)、11(木)、18(木)
13:30～15:30

6/12(金)、26(金)、7/10(金)
10:00～11:30

6/13～12/5
の月1回土曜日

※詳細はお問合せください。

11

絵手紙で
暑中見舞いを描こう
（全3回）

親子でふれあい
リトミック！
（全3回）

美和農業体験
（全7回）

※都合により内容を変更する場合があります。

5/23(土)必着、年齢も
記入

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）
ねんねちゃんの
ベビマ&ママ体操
～夏～

6/8～7/20
の隔週月曜日

10:00～12:00

（全4回）

6/10(水)、24(水)、7/8(水)
の10:00～11:30

※24日は10:00～13:00

食でつながる！
～スキルを活かそう～
（全3回）

ベビマで赤ちゃんと楽しくスキ
ンシップ！お母さんのためのエ
クササイズも行います♪

乳児と母親
10組20人
※子の年齢は2020
年6月1日時点で6か月
以内

1組1,600円

スキルを活かして料理講座の
講師をしてみませんか？講座運
営の実際を学びます。

10人

無料

5/11(月)必着・子の
名前と月齢も記入
多数抽選

5/13(水)締切

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

日

各5人

時

パソコン講座

休講日

OS

会 費 ※テキスト代別途

①

～
月曜日10：00～12：00

6/15 7/20

ワード入門（全6回）

Win10

3,700円

②

～
火曜日19：00～21：00

6/16 8/4

ワード中級（全8回）

Win10

4,800円

③

～
水曜日19：00～21：00

6/17 7/15

エクセル関数（全5回）

Win10

3,000円

④

～
金曜日10：00～12：00

6/12 7/17

レイアウト入門（全6回）

Win10

3,700円

⑤

～
木曜日10：00～12：00

パワーポイント入門（全5回）

Win10

3,000円

⑥

～
金曜日19：00～21：00

プレゼンテーション入門（全6回）

Win10

3,700円

6/11 7/9

6/12 7/17

申込方法：

5/12（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

❖初心者対象パソコン相談室
日

時

コース

内

容

対

象

会

費

6/12（金）

初心者対象
パソコン相談室⑤

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）

6/26（金）

初心者対象
パソコン相談室⑥

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：

5/8（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）

「ショパン」
と
「日本」の特別なカンケイ
静岡市葵生涯学習センター

星野 倫弘

日本で人気が高い理由は、ドラマやCMなどで数多く採用さ
れたこともあるかもしれませんが、繊細かつ華麗な音楽の中心
部分に、何か強い意志のようなものを持っていて、聴衆にそれ

「ショパン」の名を目や耳にすれば、誰もが「ピアノ」や「音楽」

を伝えたいという思いと、隠したいという思いが複雑に絡み合っ

を反射的に連想するほど、私たちの意識の中に、その存在

ているところが、
“ 奥ゆかしさ”
や
“粋（いき）”
のように感じられ、日

が記憶として刻まれています。発表会や演奏会はもとより、テ

本人の琴線に触れているのではないかと思います。

レビ、ラジオ、店内BGM、チャイムや着信音まで、ショパンの
作品を聞かない日はないと言っても過言ではないほどです。

今年は、2020年オリンピック、パラリンピック東京大会が大きな
話題になっていますが、日本・ポーランド国交樹立100周年にあ

ピアノが大好きな私は、ショパンの作品は全世界で、最も親

たります。この記念する年に、当法人では2020しずおか文化プ

しまれているとずっと思っていました。しかし、ある日本人ピア

ロジェクトとして、静岡音楽館AOI、静岡市美術館を中心に、ショ

ニストが、ポーランド人から「なぜ日本人はこんなにもショパンが

パンに関する大型催事を企画しています。その関連事業として、

好きなのか？」
という質問を受けたという記事を読み、とても驚き

全ての生涯学習センターを会場にしたリレー形式のコンサート事

ました。

業を開催します。ショパンの作品が100曲以上演奏される機会

どうやら他の国では日本ほど熱心に親しまれてはおらず、日

は、全国的にもあまり例はありません。この機会にお近くの生涯

本での愛され方はお膝元のポーランドからみても特殊だったと

学習センターへご来場いただき、今、ここにしかない「しずおか

いうのです。

文化」をぜひご鑑賞ください。
※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
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・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

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

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。

20

22

ラッツァロッサ
食事代10％off

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

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

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

24

ワイン食堂 GAV
食事代10％off

26

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

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.054-205-8444 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

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

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

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

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

GROW STOCK
フライドポテトプレゼント

TEL.054-293-9331 静岡市葵区紺屋町6-9 中ビル5F
17：0 0〜25：00、日曜日定休

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

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

16

27

AOI BEER STAND
試飲グラスでビール1杯プレゼント

28

TEL.054-260-5203 静岡市葵区御幸町4-6 デンビル1F
11：00〜23：0 0

29

呑みや 闇よ棚
ビール１杯目を割引価格にて提供

30

12
クラフトビール1杯目100円引き

32

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

TEN ROSEs（テンローズ）
店内商品10％off

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
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

地図に記載はありません。

34

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

35

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）

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

16:0 0～23:0 0、木曜日定休

33

地図に記載はありません。

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

静岡市葵区両替町1-6-10 M2ビル201

31

馬場製 菓合 名会 社
商品代金10％off

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

ご注文時にお伝え下さい

TEL.054-266-5085 静岡市葵区御幸町7-5 アイセイドウビル1F
12:00～22:0 0、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
36

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

37

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）

38

41

43

※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。

静岡市葵区黒金町1-6

葵タワー
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

TEL.054-252-0120
年中無休・24時間営業

中西ガレージ
駐車料金 100円引券プレゼント

サービス内容 食事代10％off

静岡市葵区紺屋町17-1

ポーラ ザ ビューティ
静岡店（1F）

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

40

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

42

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

44

日本料理 四季

ランチ11:30～14:30
ディナー17:00～21:00

46

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

45

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

（2020年3月10日現在）

Ticket de Smile 加盟店募集中!
【お問合せ】（公財）静岡市文化振興財団

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。

◎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）
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