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※都合により内容を変更する場合があります。

静岡市美術館開館10周年記念

東海道の美  駿河への旅
The Beauty of Tokaido: Traveling to Suruga

慶長六（1601）年、徳川家康は江戸と京都を結ぶ東海道に五十三の宿駅を設置します。古来より東海道の名所は
多く絵画化されていましたが、参勤交代や物資輸送などで街道が整備されると、庶民も旅に出るようになり、
やがて東海道そのものを主題にした絵画が広く普及していきました。
また、東海道は詩書画を好む駿河の文化人たちと上方や江戸の絵師たちとの交友も可能にしました。とりわけ
江戸時代中期以降、京都の円山応挙一門や江戸の司馬江漢などによる新しい傾向の絵画は、駿河の人々 に歓迎
され、街道を通じて人や作品の往来がさかんに行われました。こうして東海道の中間にある駿河でも江戸と上方双
方の文化の影響を受け、多様な表現が展開することになります。
本展では、描かれた東海道と街道をめぐる絵師たちの往来に注目し、東海道が育んだ駿河の美術や文化をご紹
介します。

会　　期：2020年6月6日(土)－7月19日(日)　※会期中、展示替えがあります
	 前期：6月6日(土)－6月28日(日)　後期：6月30日(火)－7月19日(日)	
休 館 日：毎週月曜日
開館時間：10：00－19：00(入場は閉館の30分前まで)
観 覧 料：一般1,200(1,000)円、大高生・70歳以上800(600)円、中学生以下無料
	 ＊(　)内は前売および当日に限り20名以上の団体料金

	 ＊障がい者手帳等をご持参の方および介助者原則１名は無料

前 売 券：4月24日(金)から6月5日(金)まで以下にて販売　
	 静岡市美術館、ローソンチケット［Lコード41534］、セブンチケット［セブンコード083-844］、
	 チケットぴあ［Ｐコード685-246］、谷島屋 (パルシェ店、マークイズ静岡店、流通通り店 )、
	 MARUZEN＆ジュンク堂書店新静岡店
主　　催：静岡市、静岡市美術館　指定管理者(公財)静岡市文化振興財団、静岡新聞社・静岡放送

後　　援：静岡市教育委員会、静岡県教育委員会

助　　成：芸術文化振興基金

(左上)県指定文化財《東海道図屏風》（右隻）　静岡市、（左下）原在正《富士山図巻》（部分）、（右）曽我蕭白《山水図》　東京国立博物館



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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※実施状況は急遽変更となる可能性があります。イベント実施の可否については、静岡市美術館HP等で最新情報をご確認ください。

◆東海道の美	駿河への旅関連事業

講演会
「描かれた東海道の名所と宿場」

プレゼントワークショップ vol.31
 「父の日だ！親子でプレゼントをつくろう」

講演会
「駿河の名物と江戸文芸」

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31弾。
父の日にあわせてプレゼントをつくって贈り、感謝の気持ちを伝えます。
静岡市美術館の案内サインは、10年前の開館にあわせ、当館のロゴマーク等をデザインしたアートディレクターの
柿木原政広さんと共にワークショップで制作したものです。
開館10周年を記念し、案内サインと同じモザイクタイルで"お父さんの顔"をつくります。

【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。※抽選の如何にかかわらず結果は通知いたします。
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。

日　時：6月13日(土)　14：00－15：30（開場13：30）
講　師：日比野秀男氏（掛川市二の丸美術館　館長）
会　場：静岡市美術館　多目的室
参加料：無料
定　員：70名（応募多数の場合は抽選）
申込締切：5月28日（木）必着。申込方法は下記のとおり。

日　時：6月20日（土）　13：00－17：00
会　場：静岡市美術館　ワークショップ室
対　象：小学生とその父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：6月4日（木）必着。申込方法は下記のとおり。

日時：7月4日（土）　14：00－15：30（開場13：30）
講師：大高洋司氏（国文学研究資料館　名誉教授）
会場：静岡市美術館　多目的室
参加料：無料
定員：70名（応募多数の場合は抽選）
申込締切：6月18日（木）必着。申込方法は下記のとおり。 司馬江漢《長沼村富士眺望図》　静岡県立美術館

作品イメージ
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5/29（金） オーボエ・ファゴット・ピアノ 出演：静岡交響楽団スペシャルユニット

7/31（金） ヴィオラ五重奏 出演：静岡交響楽団スペシャルユニット

9/25（金） 吹奏楽 出演：マリナート・ウインズ

11/20（金） 吹奏楽 出演：清水ウインドオーケストラ

弦楽四重奏 出演：静岡交響楽団スペシャルユニット

3/26（金） 木管五重奏 出演：静岡交響楽団スペシャルユニット

マリナートでは「金曜を“音楽”で咲かせよう」をコンセプトに、年間を通じて
プレミアムフライデーコンサートを開催しています。2020年度も引き続き開催します！

プレミアムフライデープラスコンサート

＜整理券について＞
• 整理券は開催前月1日から配布いたします。

• 配布場所はマリナート事務室、清水銀座・清水駅前銀座商店街

  事務所、  清水テルサ事務室、エスパルスドリームプラザイン 

  フォメーションです。

会　場：静岡市清水文化会館マリナート
	 小ホール
時　間：開場 18:00　開演 18:30
料　金：入場無料	※未就学児入場不可
　　　　（要整理券	整理券 1 名様入場可能）

※ 2020 年 3月時点での予定です。

数学で戦争を止められるのか―。
ある天才数学者の壮絶な戦いが、いま幕を開ける。

アルキメデスの大戦

＜チケット取り扱い＞ 4月25日（土）10：00発売！
• マリナート窓口または電話
  営業時間9:00～22:00　TEL054-353-8885　※月曜休館、月曜祝日の場合は翌平日
• キョードー東海　TEL052-972-7466　
• キョードー東海チケットオンライン　http://kyodotokai.co.jp/tickets/
• チケットぴあ　TEL0570-02-9999（Ｐコード：501-343）
• ローソンチケット　TEL0570-000-407（Ｌコード：41665）
• イープラス　https://eplus.jp/
• CNプレイガイド　TEL0570-08-9999

7月21日（火） 開場18:00　開演18:30
出　演：鈴木拡樹、宮崎秋人、福本莉子、中村太郎、岡本	篤、奥田達士、
	 小須田康人、神保悟志、岡田浩暉
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 9,500 円　※未就学児入場不可

主　　催：静岡市清水文化会館マリナート、キョードー東海
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）

【Story】 1933年、軍事拡大路線を歩み始めた日本。戦意高揚を狙う海軍省は、その象徴にふさわしい世界最大級の戦艦を建造する計画を秘密裏に進めていた。
そんな中、航空主兵主義派の海軍少将・山本五十六は、海軍少将・嶋田繁太郎と対立。嶋田派の造船中将・平山忠道が計画する巨大戦艦の、異常に安く見積

もられた建造費の謎を解き明かすべく協力者を探している。

そこで山本が目を付けたのは、１００年に１人の天才と言われる元帝国大学の数学者・櫂直。しかし、軍を嫌い数学を偏愛する変わり者の櫂は頑なに協力を拒む。

そんな櫂を突き動かしたのは、巨大戦艦建造によって加速しかねない大戦への危機感と戦争を止めなければならないという使命感。櫂は意を翻し、帝国海軍とい

う巨大な権力との戦いに飛び込んでいく。

櫂を補佐する海軍少尉・田中正二郎や尾崎財閥の令嬢である尾崎鏡子の協力によって、平山案に隠された嘘を暴く数式にたどり着くまであと少し。決戦会議の日

は刻一刻と迫っている――。

2021年
　1/22（金）



※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

3 水
LE VELVETS CONCERT TOUR 2020　「Because of you」～まだ見ぬ未来へ～＠静岡 主   SL-Company Inc.

問   LE VELVETS Parti
       03-6447-1440(平日13:00～17:00)大ホール (17:30)18:00　指定席　前売5,000円　当日5,500円

6 土
マリナートBRASSカップin Shizuoka City 2020 主   静岡市清水文化会館マリナート

問   054-353-8885大ホール（12:30）13:00予定　 中止

7 日
第18回静岡市民文化祭 CANTARO WIND ENSEMBLE 第7回定期演奏会 主   静岡市

問   静岡市民バンド連盟
       090-3563-1059(鈴木)大ホール（14:30）15:00　 中止

7 日
第18回静岡市民文化祭　能楽を楽しむ会 主   静岡市

問   静岡市能楽連盟
       054-644-7739（田中）小ホール（9:30）10:00～16:30　 中止

13 土
静岡交響楽団　第94回定期演奏会 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　当日各500円増 ※B席学生1,500円

13 土
ピアノと歌の発表会 主   村尾妙子

問   054-364-1449小ホール（13:00）13:30～17:30　 中止

14 日
HeARTful Concert Reiwa2nd 主   静岡県人権・地域改善推進会

問   054-260-5246大ホール（13:00）13:30～16:00　自由席　無料

20 土
静岡市立清水桜が丘高校吹奏楽部　第8回定期演奏会 主   静岡市立清水桜が丘高校事務室

問   054-353-5388大ホール ①（11:30）12:15～14:15　②（15:30）16:15～18:15　 中止

21 日
第18回静岡市民文化祭 清水フィルハーモニー管弦楽団 第34回定期演奏会 主   静岡市

問   静岡市民オーケストラ連盟
       070-5462-9144(柴田)大ホール（13:30）14:00　 中止

24 水
NIPPO静岡協力会安全大会 主   ㈱NIPPO静岡統括事業所

問   054-261-6278小ホール（13:00）13:30～17:00　関係者のみ

27 土
第27回しみず寄席 主   清水落語王国

問   054-351-0511
       ㈱ベイプレスセンター内（平日10:00～17:00）小ホール（18:30）19:00　自由席　前売2,000円

28 日
第26期 しみずかがやき塾 第1回講座（開講式） 主   しみずかがやき塾

問   054-353-6700大ホール（12:00）開講式13:00～、開演13:30～　会員のみ

6	月 問主 …主催 …お問合せ

　静岡市清水文化会館マリナートでは、当館の音楽アドバイザー・須川
展也さんの音楽監督・指導のもと2016年度より「市民吹奏楽団マリナー
ト・ウインズ」事業を実施しています。2020年3月21日（土）には、第5回
公演を開催する予定でしたが、皆様もご存知のとおり、新型コロナウイル
ス感染拡大防止の影響で、第5回公演中止を2月末に決断いたしました。
天候等で中止になることはあっても、このような形で中止になることは全く
の想定外であったため、苦渋の決断となりました。
　中止になったとはいえ、活動は本番だけではありません。募集から振り
返ってみると… 2019年夏に第5回公演を行うための団員募集の開始。
中学生を含む学生から社会人、シニア層と世代関係なく約170名の方々
が集まってくださいました。マリナート・ウインズ事業開始以来の過去最大
人数となり、嬉しい悲鳴と驚きが関係者内で沸き起こったことをよく覚えて
います。秋からは11月の結団式を皮切りに、練習を複数回実施。全体

練習日以外にも自主練習を行うために、マリナートに足を運ぶ団員の姿も
ありました。2020年に入ってからは、チラシ・ポスターの完成。今後の
事業継続、マリナート・ウインズの周知等のことも考え、デザイナーと話し
合い前回公演までとは違うアプローチのデザインを試みました。公演自体
が中止となったので周知・集客効果まで結べたのかは検証できませんが、
参加者である団員から好評の声をいただいたので、次回も踏襲する形で
作成することを考えています。次回公演のチラシ配布は、例年通りならば
2021年1月頃から始まります。少々先の話にはなりますが、是非皆さまに
もお手に取っていただけたら嬉しいです。
　いま次回公演について触れましたが、2021年3月21日（日）に開催する
ことが決まっています！ 第5回公演で演奏する予定だった演奏曲目を行いま
すので、リベンジ公演でもあります。1年越しの公演を是非楽しみにお待ち
ください。

イ ベ ン ト レ ポ ー ト市民吹奏楽団マリナート・ウインズ
静岡市清水文化会館マリナート 岩科 直子
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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～

ランチタイム･コンサート

6/11木

7/4土

11:30開演 （11:00開場）※12:30終演予定

全指定 ￥1,800 ［Pコード:162-075］

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

15:00開演 （14:30開場）

全指定 ￥4,000 ［Pコード＝162-080］

（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。

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

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

　 ピアノ･ソナタ第3番 ロ短調 op.58

 チェロ･ソナタ ト短調 op.65

工藤重典＆福田進一 フルートとギターの饗宴
日本フルート界の巨匠、工藤重典と、クラシックギター界の雄、福田進一によるランチタイム･コンサート。
ふたりの軽快なトークとクラシックの名曲、日本の歌をお楽しみいただく。

高度なテクニックと美しい音色、そして深い楽曲理解で国内外で注目を浴びている小菅優（ピアノ）と
石坂団十郎（チェロ）による珠玉のデュオ･リサイタル。繊細なショパンのプログラムをお楽しみいただく。

ⓒMarco Borggreve

ⓒTakanori Ishiiⓒ土居政則



※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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ズ第7番《幻想》変イ長調 op.61、夜想曲第17番 ロ長調、第18番 
ホ長調 op.62などとともに、このチェロ･ソナタはショパンの傑作のひ
とつである。
　ピアノのパートが精緻なのはもちろん、チェロに込められた情熱は
かずあるチェロの音楽のなかでもひときわ迫力に満ちている。第3
楽章はわずか27小節と短い
が、夜想曲的な詩情に溢れ、
ショパンのもっとも美しい音楽
のひとつである。第4楽章は
劇的にしめ括られる。この
チェロ･ソナタのすばらしさを
聴くと、ショパンがもっとピア
ノ以外の楽器にも音楽を残
していたなら、とつい思わず
にいられない。
　このチェロ･ソナタは7月4
日（ 土 ）、静岡音 楽 館AOI
で石坂団十郎のチェロと小
菅優のピアノによって演奏さ
れる。

　36歳、ショパンの身体は結核に蝕まれてだんだん弱まっていき、
恋人ジョルジュ·サンドとの関係も悪化していく―。ショパンの作品
はぜんぶで232曲あるが、「ピアノの詩人」といわれる彼の作品のほ
とんどはピアノ独奏曲で、それ以外はわずかしかない。室内楽5
曲のうち1曲以外はチェロを含み、チェロ･ソナタ ト短調 op.65とも
う1曲は、親友のチェロ奏者オーギュスト･フランショームの協力を
得て作曲された。このチェロ･ソナタは作曲家の生前に出版され
た最後の作品で、1848年、フランショームとともに演奏したのが、ショ
パンのおおやけでの最後の演奏になった。フランショームは、画家
ウジェーヌ･ドラクロアとともにショパンの棺を担いだ。
　39年の短い生涯の黄昏、このチェロ･ソナタは「晩年のショパン
の想像力の衰退を示す作品」ともいわれてきたが、いや、そうで
はない。刻 と々死にむかいつつあるなかで、ショパンの創造はむ
しろ燃えさかり、円熟を極めつつあった。この頃に作曲されたピア
ノ･ソナタ第3番 ロ短調 op.58や舟歌 嬰ヘ長調 op.60、ポロネー

ピアノの詩人ショパンのチェロ･ソナタ

静岡音楽館AOI 学芸員 小林 旬

6 土
今を輝く大人達のヴォーカルコンサート　Vol.22 主   スタジオアンジェリ

問   054-254-2310ホール （13:00）13:30～15:30　無料（どなたでも）

7 日
第18回静岡市民文化祭　合唱のつどい 主   静岡市・静岡市合唱連盟　飯田

問   054-369-0572ホール （12:00）12:30～18:30　 中止

11 木
ランチタイム・コンサート　工藤重典＆福田進一　フルートとギターの饗宴 主   静岡音楽館AOI

問   054-251-2200ホール （11:00）11:30　全指定1,800円、会員1,620円、22歳以下1,000円　※未就学児はご入場いただけません。

13 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）

17 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 金
講演会「作曲家入門：F.ショパン」 主   静岡音楽館AOI

問   054-251-2200講堂 19:00～20:30　無料（要申込）

20 土
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 未定　無料（どなたでも）

21 日
今井俊輔ソロコンサート静岡公演 主   今井俊輔後援会

問   03-6876-7310ホール （13:00）13:30～16:00　4,800円

26 金
稲葉光世・内海千津子・十河直子　門下生ピアノ発表会 主   稲葉光世

問   054-245-2177ホール （18:00）18:30～20:30　無料（どなたでも）

28 日
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）

6	月 問主 …主催 …お問合せ

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。

ショパン像（アクトシティ浜松）
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※都合により内容を変更する場合があります。

7月12日（日）

静岡市民文化会館　大ホール

ど演歌えきすぷれす
オリンピカ　ほか

【前売券】 800円　【当日券】 1,000円
※高校生以下無料

・すみやグッディ本店

・すみやグッディSBS通り店

・すみやグッディおとサロン清水春日

・株式会社音楽舎

・もちづき楽器静岡草薙店

・蔦屋書店静岡本店

・戸田書店静岡本店

・ヤマハミュージックリテイリング浜松店

・アクトシティ浜松チケットセンター

・静岡大学生活協同組合（静岡・浜松）

・静岡市民文化会館

・チケットぴあ（Pコード 183-402）

5月1日（金）

お問い合わせ：静岡大学吹奏楽団　090-8023-3680

14:00開演　※開場は開演の30分前日　　時

会　　場

曲　　目

料　　金

チケット取り扱い

チケット発売日

静岡大学吹奏楽団
SUMMER CONCERT 2020

意なこと、好きなことなどは、手応えのないままでは持続しにくいの
かもしれません。でも集うことで、協力や競争、他者からみた評価
など絶え間ない燃料補給と、向かって進む目標を得ることができます。

「もうだめかも」と落ち込むとき、燃え続ける仲間の姿に勇気づけら
れる経験も、互いに繰り返されることでしょう。水滴を集めて川が流
れるように、ほんの小さな志向や好奇心も、集うことで、あたらしい
何かにつながっていくのではないかと思うのです。
　その機会が、既に何カ月も失われています。参加者の皆さんと時
折、メールでお知らせや情報共有を図っていますが、活動の支援
役に過ぎない私でさえ、心配や期待感など、やりとりしてきたはずの
ボールが、なんだか足元にごろごろ転がってしまう気がします。人
の存在を感じるには、やはり面と表情を向け合うことでしょうし、翻っ
て、当館など文化施設の大きな役割は、そのための「場」を保ち続
けることなのかもしれません。
　ウイルス感染の収束まで、これまで通りの「集い」はなかなか再開
できそうにありません。では、こんなとき「文化を支える」ために、どん
な方法で皆さんに働きかけることができるのか。各地の文化施設から
も、担当者の自問や悩みが聞こえてきます。命にも関わる健康や安
心安全とは次元の違う使命感ですが、閑散とした館内で、むしろこ
れまで以上に、日ごろの館の大きさ、頼もしさを感じたりしています。

　新型コロナウイルスの広がりで、この稿を書いている4月、当館
のホール利用は軒なみ開催中止の連絡が入り、ロビーも連日閑散
としています。アーティストらのコンサート企画だけでなく、大小団
体・サークルの発表会や定例の会合まで、感染拡大を防ぐため
延期に。そして、当館を拠点として舞台作品づくりに取り組む市
民活動「ラウドヒル計画」も、既に3月末の公演を取りやめ、本来な
ら夏公演に向けて毎週続けていたはずの稽古も、2月以降停止し
たままになっています。
　事業企画の担当として、いま、「人が集うこと」の大切さを改め
て考えています。
　例えばラウドヒル計画には、スタッフを含め百人近い方々が加わ
り、演じることにとどまらず、書く、踊る、構成する…など様々な
表現の創り出しに挑戦しています。もちろん、熱意の最小単位は
個々人ですが、バラバラでは、時にもろく冷めていってしまうことが
あります。たぶん、情熱を独りで放射し続けるには、内面に巨大
な炉が必要なのです。ふつうの私たちが抱く興味や、ちょっと得

人の集いを支える

静岡市民文化会館 鈴木 芳徳



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。
8

静岡市民劇場第424回例会　こまつ座『きらめく星座』鑑賞会
主   NPO法人　静岡市民劇場
問   054-253-6839

中ホール 6/2（17:45）18:15～21:30　6/3（12:30）13:00～16:15　会員のみ

3 水

静岡市高齢者学級「みのり大学」合同開講式・記念講演
主   静岡市市民局
問   054-221-1207　生涯学習推進課

大ホール（13:00）13:30～15:40　 中止

6 土

藍井エイル LIVE TOUR 2020
主   サンデーフォークプロモーション
問   054-284-9999

中ホール（16:30）17:00～19:00　指定席：6,600円

7 日

第18回静岡市民文化祭　第90回静岡親と子のよい映画をみる会
主   静岡市
問   054-251-4338　静岡映画協会 松本

中ホール（10:00）10:30～12:00　 中止

13 土

第18回静岡市民文化祭　静岡フィルハーモニー管弦楽団第43回定期演奏会 主   静岡市
問   054-270-3151
　　静岡市民オーケストラ連盟
　　静岡フィルハーモニー管弦楽団 江成大ホール（17:15）18:00～20:00　 中止

13 土

第18回静岡市民文化祭　日本舞踊のつどい
主   静岡市
問   054-285-5531
　　静岡市長唄日本舞踊連盟　藤間

中ホール（9:30）10:00～20:00　 中止

14 日

第18回静岡市民文化祭　ブラスオルケスタ静岡第9回定期演奏会 主   静岡市
問   090-7080-9427
　　静岡市民バンド連盟
　　ブラスオルケスタ静岡 木戸間大ホール（13:30）14:00～17:00　 中止

14 日

第18回静岡市民文化祭　劇団RIN第64回公演「黄昏の季節」
主   静岡市
問   090-1981-8417
　　静岡市演劇協会 劇団RIN 中村

中ホール（17:30）18:00～19:45　 中止

第63回静岡県中部高校演劇公演
主   静岡県中部高等学校演劇協議会
問   054-245-0417
　　静岡市立高等学校 川嶋一枝

大ホール 両日とも（12:30）13:00～　 中止

20 土

第18回静岡市民文化祭　第4回静岡ポップミュージック協会公演
主   静岡市
問   054-204-0911
　　静岡ポップミュージック協会 伊與田

中ホール（13:30）14:00～20:00　 中止

27 土

第18回静岡市民文化祭　静岡交響楽団　青少年名曲コンサート 主   静岡市
問   054-203-6578
　　静岡市民オーケストラ連盟
　　静岡交響楽団　前田大ホール（14:00）15:00～17:30　 中止

6	月 問主 …主催 …お問合せ

3 水

21 日

2 火
〜

20 土
〜
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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：6月2日（火）、9日（火）、16日（火）　臨時開館日：6月1日（月）

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

時間：11:00、14:00（各回30分程度）
会場：9階 イベントホール

時間：13:30 ～ 15:30受付
会場：8階 ワークショップスペース
講師：SUS株式会社

スタッフとお話ししながら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！
今回のテーマは冷た～いドライアイス。
冷たい世界ならではの実験にチャレンジしよう！

おどろき・ふしぎがいっぱいの楽しい大型科学
実験ショー！
今回は、行ったり来たりするふりこのふしぎを
楽しく紹介します。

楽しい実験や体験を通して、企業が持つ技術や学校・研究
機関などが取り組む研究や活動を紹介します。
今回は軽い力でものを持ち上げたり、遠くへ簡単にものを
運んだりするしくみを学びます。

テーブルサイエンス ドライアイスで実験しよう

サイエンスショー ゆらゆらゆら～ん  ふりこのふしぎ

カガクを究める！ 電気を使わずにものを動かすしくみを解明しよう！

6 土

27 土

20 土

14 日

28 日

6/

6/

6/

・

・

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：基礎生物学研究所 教授 新美輝幸さん
申込：5/17(日)9:30 ～静岡科学館（054-284-6960）へ電話申込（申込順）

14 日
6/

カブトムシの特徴といえば、オスがもつ立派な角。実は今まで、角がいつつくら
れるのかは分かっていませんでした。
研究によって角の謎を解き明かした新美先生に、カブトムシの角がいつ、どのよう
につくられるのか、その秘密をお話いただきます。

科学茶房

ムシカフェ ～カブトムシの角はいつつくられる？～

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。

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）

【募集期間】
6/1（月）～7/31（金）必着

【結果発表】
8月中旬（予定）

こどもの笑顔
写真コンテスト

作品募集
（全1回）

見ているとつられて笑顔になっ
てしまう1枚。そんな素敵な写
真を応募してみませんか？こど
もの笑顔が撮影された作品な
らばテーマは問いません。入
賞作品は静岡市生涯学習セン
ターと静岡科学館る・く・るを
巡回展示いたします。

どなたでも
（1人につき1点のみ） 無料

郵送またはメール
住所、氏名、電話番号、
作 品タイトル、 作 品
エピソード（100字程
度）、ペンネーム（希
望する場合のみ）を
記入、プリントした写
真（L版～六切り）も
しくは デ ジタル デ ー
タ を 添 え て、（info_
aoi@sgc.shizuoka-
city.or.jp） に 送 る。
※なお、被写体の肖
像権等、 公開の了承
が得られているものに
限る。（必着）

6/27（土）
13:30～16:00

今からはじめる！
人生設計
（全1回）

人 生100年 時 代と言われるな
か、高齢化が進み、長生きす
ればその分生活リスクは高ま
ります。そのための準備資金
を「長期・積立・分散」といっ
たキーワードをもとに公的年
金などを補填する仕掛けづく
りを目指すセミナーを実 施し
ます。

20 ～ 30代の方
20人 無料 　 中止

8/30（日）
14:00～16:00

静岡大学公開講座
邦人作品の調べ

（全1回）

小学校・中学校の音楽では、《赤
とんぼ》や《浜辺の歌》など、
日本の自然や四季の美しさを
味わうために歌唱教材があり
ます。日本人の作曲家たちが
情緒あふれる作品を歌曲、器
楽曲を演奏しながらご紹介し
ます。

100人 無料 　 中止

西部生涯学習センター

7/4（土）、11（土）、18（土）
10:00～12:00

楽しもう！
マンカラ＆モルック

（全３回）

アフリカなどで昔から親しま
れている伝統的なゲーム・マン
カラとフィンランド生まれのレ
クリエーションスポーツ・モルッ
クを体験します。

20人 無料 6/5（金）、10:00 ～・
申込順

7/5（日）
10:00～12:00

武将が愛した名刀
（全1回）

織田信長、豊臣秀吉、徳川家
康など名立たる武将たちの愛
刀や静岡ゆかりの名刀などを
取り上げながら、我々を魅了し
てやまない日本刀の美しさや
奥深さについてお話します。

高校生以上30人 無料 6/9（火）、10:00 ～ ･
申込順

7/7～8/18
の毎週火曜日

13：30～15：30

と8/23（日）
10：30～12：30

初心者のための
楽しいベリーダンス

講座
（全8回）

初心者向けのベリーダンス講
座です。最終回は西部センター
まつりの発表会で披露します。

女性15人 1人3,500円

6/15（月）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

日　時 講　座　名 内　容 対　象 会　費 申込方法

6/9（火）、14:00 ～・
申込順

7/12（日）
13:30～15:30（開場13:00）

西部ジャズコンサート
（全1回）

西部生涯学習センター利用団
体「ＳＪＯ（シズオカ・ジャズ・
オーケストラ）」によるコンサー
トです。

120人 無料 　 中止

7/17（金）、8/28（金）、
9/18（金）

10:30～12:00

夏の親子お料理ごっこ
（全3回）

未就学児（1 ～ 3歳）の料理体
験講座です。

1歳から3歳の
子と保護者8組16人 1組3,500円
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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

東部生涯学習センター

6/20（土）
10:00～13:00

旬の静岡食材を
美味しく食べて

健康に！
（全1回）

食推さんの地産地消メニュー
を美味しく食べて、自分のごは
んの適量を知ろう！

成人12人 1人800円 　 中止

6/27（土）
9:30～12:00

※雨天時中止

麻機自然観察会
巴川のおさかな探検隊

（全1回）

巴川で水生生物の観察をしま
す。※麻機小学校（葵区有永町）
集合解散。

3歳以上30人
（小学生以下
保護者同伴）

1人100円 6/11（木）必着・年齢・
メールアドレスも記入・
1枚4人まで

①7/5（日）②7/12（日）
③7/19（日）

の10:00～12:00

スクラッチで
プログラミング体験!

（各全1回）

「スクラッチ」を使い、プログ
ラミングを体験します。

①小学1・2年生と
保護者12組、

②小学3・4年生12人
（保護者見学可）、

③小学5・6年生12人
（保護者見学可）

①1組500円、
②③1人500円 6/18（木）必着・希望

回と学年を記入・1人1枚

藁科生涯学習センター

6/23（火）～8/23（日）
概ね火曜日

19:00～20:00
の期間中8回

※詳しくはお問合せ
ください。

はじめての和太鼓教室
（全8回）

和太鼓の課題曲を練習し、発
表会を行います。

成人10人 1人2,000円 6/8（月）必着、年齢も
記入

7/14（火）、15（水）
13:30～16:00

伝承！発信！
おかんじゃけ

（全2回）

藁科の郷土玩具「おかんじゃけ」
を後世に伝えるために、おか
んじゃけの歴史や作り方を学
びます。

成人10人 1人1,500円 6/16（火）、14:00 ～・
申込順

7/22（水）～8/23（日）
概ね毎週水曜日

19:00～20:30
の期間中6回

※詳しくはお問合せ
ください。

チャレンジ！
夏休み子ども太鼓教室

（全6回）

小学生を対象に、和太鼓の課
題曲を練習し、発表会を行い
ます。

小学生18人 1人2,000円 6/22（月）必着、学年
も記入、1枚2人

西奈生涯学習センター（リンク西奈）

6/27～7/25
の毎週土曜日

10:00～12:00

はじめて学ぶ
中国語と文化

（全5回）

はじめて学ぶ方向けに中国語
と中国の文化について学びま
す。

20人 1人1,000円 6/6（土）、10:00 ～・
申込順

7/12（日）
10:00～12:30

絵本に出てくる
料理を作ろう

（全1回）

絵本の読み聞かせとハンバー
ガー等の調理実習を行います。

小学生16人 1人500円 中止

toukatu
取り消し線



　

7/9～8/27
木曜日19：00～21：00

エクセル入門 （全6回）
7/23(木・祝)、

8/13(木)
Win10 3,700円

申込方法：    6/8（月）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　5人

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

12
※都合により内容を変更する場合があります。
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7/3（金）
①13:30～14:30
②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室⑦

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）

7/17（金）
①13:30～14:30
②14:45～15:45

初心者対象
パソコン相談室⑧

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：   6/12（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

健康文化交流館「来・て・こ」

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

6/7（日）
14:00～15:00

連携コンサート事業
ショパン ～生涯の旅～

（全1回）

市内の全生涯学習センターで
は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 　 中止

6/20（土）、27（土）、
7/4（土）

10:00～11:30

五輪競技解説講座
（全3回）

オリンピック・パラリンピック
で開催される競技の見所を解
説します。

30人 無料 6/5（金）、10:00 ～・
申込順

7/3（金）、10（金）、17（金）
14:00～16:00

南部歴史塾
ビッグヒストリー

（全3回）

ビッグヒストリーの観点からヒ
トの歴史と将来について考え
る講座です。

30人 1人300円 6/5（金）、14:00 ～・
申込順

長田生涯学習センター

7/22（水）
19:00～21:00

老後資金の
貯め方を学ぶ

（全1回）
iDeCoについて学びます。 成人20人 無料 6/28（日）、10:00 ～・

申込順

大里生涯学習センター

6/17（水）～7/19（日）
9:00～21:30

※毎週月曜休館

国際協力写真展
（全1回）

日本の国際協力の現場を紹介
する写真展です。

どなたでも 無料
当日、直接会場へ
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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



16

【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 寿し割烹 八千代 寿し鐵　　　　　　 　 地図に記載はありません。
20 ラッツァロッサ

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 食事代10％off

TEL.054-255-5511　静岡市葵区八千代町63-4
11：00～14：00、16：00～22：00、水曜日定休

TEL.054-205-8444　静岡市葵区人宿町1-3-12
18：00～24：00、木曜日定休

21 Men's Beauty Salon Ochiai　　  　　地図に記載はありません。
22 KEI's ナチュラル・セラピー

イヤーセラピーサービス 施術時間10分延長またはロミヘッド10分サービス
TEL.054-285-1823　静岡市駿河区中田1丁目10-17
8：30～19：00、月･第2･3火曜日定休

TEL.080-3077-4095　静岡市葵区鷹匠1丁目14-29 モアクレスト鷹匠4F 4D
10:00～最終受付18:00、火曜日定休

23 四川料理・火鍋 躍飛 24 GROW STOCK
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 フライドポテトプレゼント
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

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

25 ワイン食堂 GAV　　　　　　　　　　　地図に記載はありません。 26 クラフトビアステーション
食事代10％off サンプルビール1杯プレゼント
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

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
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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

45 日本料理 四季 ランチ11:30～14:30
ディナー17:00～21:00 46 テラスレストラン ランチ11:30～14:30

ディナー17:30～21:00

47 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 AOI BEER STAND 28 馬場製菓合名会社　　　　　　　　　地図に記載はありません。

試飲グラスでビール1杯プレゼント 商品代金10％off
TEL.054-260-5203　静岡市葵区御幸町4-6 デンビル1F
11：00～23：00

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

29 呑みや 闇よ棚 30 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。

ビール１杯目を割引価格にて提供 730円以下のグラスビールが500円（お一人様1杯のみ）
静岡市葵区両替町1-6-10 M2ビル201
16:00～23:00、木曜日定休

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

31 12 32 アオイブリューイング カフェ
クラフトビール1杯目100円引き 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.054-204-2707　静岡市葵区紺屋町7-14
11:00～24:00、月曜日定休

TEL.054-270-7769　静岡市葵区黒金町47 JR静岡駅ASTY東館
8:00～23:00

33 TEN ROSEs（テンローズ）　　　　  地図に記載はありません。 34 ラ・ソムリエール
店内商品10％off 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.054-686-2520　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

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

35 ゴールデンネクター 36 HUG HOP
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。 ハーフパイント一杯サービス
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

TEL.054-221-7373　静岡市葵区紺屋町11
日～木12:00～25:00　金・土12:00～26:00

葵タワー 静岡市葵区紺屋町17-1

40
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）
41 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

42
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

43 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

44
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4月9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/

22歳以下
￥1,000

木

全指定 ￥1,800 （静岡音楽館倶楽部会員￥1,620）
※このコンサートは休憩がありません。

11:30 開演（11:00 開場） ※12:30終演予定
6/11
2020

F.シューベルト：アルペジオーネ･ソナタ 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

曲　目

ⓒ 土居政則 ⓒ Takanori Ishii

ランチタイム･コンサート

工藤重典&福田進一
フルートとギターの饗宴

S h i g e n o r i  K U D O

&  

S h i n - i c h i  F U K U D A

工藤重典（フルート） 福田進一（ギター）

日本フルート界の巨匠、工藤重典と、

クラシックギター界の雄、福田進一によるランチタイム・コンサート。

ふたりの軽快なトークとクラシックの名曲、

日本の歌をお楽しみいただく。

主　　催 ： 静岡音楽館AOI  指定管理者 （公財）静岡市文化振興財団 

特別協賛 ： 
協　　賛 ： 


