静 岡 文 化 情 報 誌 しずおかイベントニュース

静岡市内の文化施設・生涯学習施設で実施するイベントを紹介。

2020

9

し ず お か

発熱、咳等の症状があるなど、
体調のすぐれない場合は、
ご来館をお控えください
ご来館の際は、
必ずマスクをご着用ください

静岡市美術館

「ショパン−
200年の肖像」ほか
P❶-❷

掲載情報は変更になる場合が
あります。詳細は各主催者に
ご確認ください。

静岡音楽館AOI
「静岡・室内楽フェスティバル2020『静岡の名手たち』によるコンサート」ほか ― P❸-❹
静岡市民文化会館「ラウドヒル計画アーカイブス」― P❺-❻
静岡市清水文化会館マリナート
「やろう、今できることを。〜マリナートWEBパンフレット制作しました〜」ほか ― P❼
静岡科学館る・
く
・る カガクを究める！「没入！バーチャル支笏湖ワールド」ほか ― P❾
静岡市生涯学習センター 講座情報 ― P❿-⓬
静岡市民ギャラリー 催事カレンダー ― P⓯
静岡市文化助成情報 ― P❽
街かど 特集「梅ヶ島」― P⓭
めぐるりアート静岡関連事業「きむらとしろうじんじん
『野点』」ほか ― P⓮
チケットの半券でお得なサービスが受けられる！
「チケットでスマイル」情報も載ってます ― P⓰-⓲
公益財団法人静岡市文化振興財団

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

日 本・ポ ー ラ ンド 国 交 樹 立 1 0 0 周 年 記 念

ショパ ン

― 200 年の肖像

Chopin: Portrayed in 200 Years of Images
ポーランド出 身の 作 曲 家フリデリク・ショパン（ 1 8 1 0 - 1 8 4 9 ）。優 美 で
繊 細 な 曲 調 のピ アノ曲 を 多く作 曲し たことから「ピ アノの 詩 人 」とも
呼 ばれ 、そ のメロディは 、日本をはじめ 今も世 界 中 で 愛され て います 。
日本・ポーランド国交樹立100周年（1919-2019）を記念して開催される
本展では、ワルシャワの国立フリデリク・ショパン研究所の全面協力のもと、
彼 の 音 楽 だけ でなく、生 前 に 制 作され たショパン の肖像 や 、1 9 世 紀 に
ワ ルシャワや パリで 制 作され た 絵 画 、現 代 の 芸 術 家 たちがショパンに
アリ・シェフェール《フリデリク・ショパンの肖像 》
1847年 油彩・カンヴァス
ドルトレヒト美術館 Dordrechts Museum

インスピレーションを受けて制作した作品、そして日本におけるショパン
受容を示す資料など国内外からの出品作約250点で、ショパンの人となり
と彼の生きた時代を多角的にご紹介します。

特に、ショパンの自筆譜や手紙はポーランド国外では見る機会の少ない貴重な
もので、日本 初 公 開も含まれます 。なお、本 展は「 2 0 2 0しず おか文 化プロジェ
クト」の一環として、静岡音楽館AOI、静岡科学館る・く・るおよび市内生涯学習
センターと連 携し、ショパンをめぐる様 々なプログラムを開 催します 。展 覧 会と
合わせて是非お楽しみください。

会

期：

2020年8月1日(土)−9月22日(火・祝)

休 館 日：毎週月曜日（ただし8月10日（月・祝）、9月21日（月・祝）は開館）
※8月11日（火）は臨時開館

タデウシュ・ウォピェンスキ《フリデリク・ショパンの左手像
（1849年ジャン＝バティスト・クレザンジェ作の鋳型による）》
1968年 ブロンズ
国立フリデリク・ショパン研究所附属フリデリク・ショパン博物館
Photo : The Fryderyk Chopin Institute

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：7月17日（金）から7月31日（金）まで以下にて販売

※絵柄入り前売券の販売、書店での販売はありません※

静岡市美術館、ローソンチケット［Lコード：41569］、セブンチケット［セブンコード：084-040］、
チケットぴあ［Pコード：685-247］
主

催：静岡市、静岡市美術館

共

催：国立フリデリク・ショパン研究所

後

援：静岡市教育委員会、静岡県教育委員会、駐日ポーランド共和国大使館、日本ショパン協会

指定管理者 （公財）静岡市文化振興財団、静岡朝日テレビ、日本経済新聞社

特別協力：ポーランド広報文化センター、ワルシャワ国立博物館、ドルトレヒト美術館
協

力：LOTポーランド航空、KLMオランダ航空、大阪音楽大学、講談社、株式会社河合楽器製作所、
株式会社ヤマハミュージックジャパン

企画協力：神戸新聞社、ROBINS

※実施状況は急遽変更となる可能性がございます。最新情報は静岡市美術館HPをご確認ください。
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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.https://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。
※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。

次 回 展 示
静岡市美術館開館10周年記念
生 誕 1 1 0 年・没 後 3 0 年

絵 本 画 家・赤 羽 末 吉 展
『 ス ー ホ の 白 い 馬 』は こう して 生 ま れ た
会

期：2020年10月3日（土）〜11月29日（日）

休 館 日：毎週月曜日（ただし、11月23日（月・祝）は開館）
、11月24日（火）

関 連 事 業
講演会

赤羽末吉 《スーホの白い馬 》表紙（部分） 1967年

「『 ス ー ホ の 白 い 馬 』の 舞 台：現 代 モ ン ゴ ル の 歴 史 と 文 化 」

日

時：2020年10月18日（日）14：00−15：30（開場 13：30）

講

師：楊海英（大野旭）氏 （静岡大学人文社会科学部 アジア研究センター長）

会

場：静岡市美術館多目的室

参

ちひろ美術館

ようかいえい

加

料：無料

定員（予定）：50名（応募多数の場合は抽選）
申 込 締 切：10月1日（木）必着
申

対

込：詳細は静岡市美術館ホームページをご覧ください。

談

「 江 戸 っ 子 の ふ た り？ 赤 羽 末 吉 と 大 塚 勇 三 」

日

時：2020年11月15日（日）14：00−15：30（開場

講

師：赤羽茂乃氏（赤羽末吉研究家）、古川信夫氏（元福音館書店編集者）

会
参

13：30）

場：静岡市美術館多目的室
加

料：無料

定員（予定）：50名
申 込 締 切：10月29日（木）必着
申

込：詳細は静岡市美術館ホームページをご覧ください。
以 前 ）をよく見てみると、丁 寧に書かれた楽 譜の所々にショパン自

ショパン ― 200年の肖像
静岡市美術館

学芸員

身による修 正 がみられ 、作 曲の過 程での思 考の軌 跡 が 分 かりま

伊藤

鮎

す。
また、親しい友人宛に出した手紙からは、歴史上の遠い存在で
はなく、一人の人間としてのショパンの姿が浮かび上がってきます。
その他ショパンに直接関係がある出品作といえば、デスマスクと

本展は、
ショパンの故郷ポーランドにある国立フリデリク・ショパ

左 手 像です 。後 年 鋳 造されたものではありますが、本 人から直 接

ン研究所（略称NIFC）の全面的な協力によって開催される展覧

型 取りされたデスマスクは、ショパンの 存 在の写し に他なりませ

会です 。N I F Cは、2 0 0 1 年にショパンの遺 産 保 護に関 する法 律

ん。西 洋 近 代においてデスマスクは、単に故 人の面 影を伝える役

が成立したことを機に創立された、国家機関です。
この時、
ショパ

割だけでなく、天 才 ／ 英 雄 崇 拝と結びつき、繰り返し複 製されてき

ンに関 するあらゆる遺 産は 国 が 主 体となって守るべきもの と

ました。多くの人が偉人たちの存在（の写し）
を手元に置くことを望

なったのです。NIFCは5年に一度開催される「ショパン国際ピア

み、
さらに美 術 作 品のように鑑 賞したり、解 釈を加えようとしたので

ノコンクール」の主催者でもあり、関連機関のひとつであるショパ

す。
（こうしたデスマスクをめぐる興味深いイマージュの問題につい

ン博物館のコレクションの一部は、ユネスコの世界記憶遺産にも

ては、美術史家・岡田温司氏の『デスマスク』
（岩波新書、2011年）

登録されています。

を参照ください）

博物館のなかでも特に重要視されているのは、
ショパン直筆に

本展ではショパンと同時代に描かれた肖像画のほか、後の時代の

よる楽 譜 や 手 紙です 。本 国でも公 開の機 会 が 限られる、
まさに

画家によるショパン像も複数出品されます。彼が残した曲の影響力は

「ポーランドの至宝」ともいうべき資料です。本展で日本初公開と

もちろんのこと、更新され続けるショパン・イメージの根っこには、
肖像

なる《エチュード へ長調 作品10-8、
自筆譜（製版用）》
（1833年

彫刻としてのデスマスクも深く関わっているのかもしれません。

※都合により内容を変更する場合があります。
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静岡･室内楽フェスティバル2020
「静岡の名手たち」によるコンサート
1995年の静岡音楽館AOIの開館以来、静岡の若手音楽家の登竜門として
開催され、多くの演奏家を輩出しているオーディション合格者によるコン
サート。

9/26

18：00開演（17：00開場）
全自由 ￥1,800

〜ショパンの調べ〜

（静岡音楽館倶楽部会員￥1,620、22歳以下￥1,000）

8/29（土）
より一般発売（静岡音楽館倶楽部会員先行発売8/22(土)より）
※未就学児はご入場いただけません。
出演･曲目
青島由佳（フラウト･トラヴェルソ）、戸﨑廣乃（チェンバロ）
J.S.バッハ：フルートとチェンバロのためのソナタ
第2番 変ホ長調 BWV1031 より第2楽章 シチリアーノ
第1番 ロ短調 BWV1030
矢邉新太郎（サクソフォン）、星野めぐみ（ピアノ）
A.プライア―：口笛吹きと犬
E.モリコーネ：ガブリエルのオーボエ（映画「ミッション」
より）
C.ドビュッシー：チェロ･ソナタ

（静岡音楽館倶楽部会員￥3,600、22歳以下￥1,000）

8/29（土）
より一般発売（静岡音楽館倶楽部会員先行発売8/22(土)より）
※未就学児はご入場いただけません。

ベートーヴェン 遥かなる恋人に寄す

工藤重典＆福田進一
フルートとギターの饗宴

〜人間としてのベートーヴェンの探求〜

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。

11：30開演（10：30開場）※12：30 終演予定
全指定 ￥1,800

（静岡音楽館倶楽部会員￥1,620、22歳以下￥1,000）

8/29（土）
より一般発売（静岡音楽館倶楽部会員先行発売8/22(土)より）
※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）

0歳児からの
ファミリーコンサートVol.5

15：00開演（14：15開場）
全指定 ￥4,000

ⓒMarco Borggreve

ランチタイム･コンサート

子どものためのコンサート

10/3

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

岡本実佳（ソプラノ）、伊藤絢（ピアノ）
R.レオンカヴァッロ：朝の歌
G.ヴェルディ：歌劇《運命の力》
より
〈天使のなかの聖処女〉
〈神よ平和を与えたまえ〉

曲目
F.シューベルト：
アルぺジオーネ･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
ⓒ土居政則
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

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。

出演
小菅優（ピアノ）
石坂団十郎（チェロ）

岩田恵子（トランペット）、望月秀剛（トロンボーン）、諸星智美（ピアノ）
E.ボザ：バドゥナジ（冗談）
C.M.v.ウェーバー：ロマンス
J.トゥリン：ファンダンゴ
福田洋介：さくらのうた

10/6

小菅優（ピアノ）＆石坂団十郎（チェロ）
デュオ･リサイタル

ⓒTakanori Ishii

10/17

18：00開演（17：00開場）
全指定 ￥4,000

BEETHOVEN
PROJECT

（静岡音楽館倶楽部会員￥3,600、22歳以下￥1,000）

8/29（土）
より一般発売（静岡音楽館倶楽部会員先行発売8/22(土)より）
※未就学児はご入場いただけません。

出演
清水和音（ピアノ）
堀正文（ヴァイオリン）
加耒徹（バリトン）
荒絵理子（オーボエ）
野田祐介（クラリネット）
岡本正之（ファゴット）
福川伸陽（ホルン）
長谷川初範（朗読）
曲目
©Mana Miki
L.v.ベートーヴェン：
ピアノ･ソナタ第14番《月光》嬰ハ短調 op.27-2
［朗読］
「ハイリゲンシュタットの遺書」
ヴァイオリン･ソナタ第9番《クロイツェル》
イ長調 op.47
歌曲集《遥かなる恋人に寄す》op.98
アデライーデ op.46
［朗読］
「不滅の恋人への手紙」
ピアノと管楽のための五重奏曲 変ホ長調 op.16

出演
常葉大学附属橘高等学校 普通科総合芸術コース吹奏楽専攻

曲目
P.I.チャイコフスキー：バレエ音楽《くるみ割り人形》op.71より〈行進曲〉
〈金平糖の精の踊り〉
〈トレパック〉
C.A.ロペス＆R.ロペス：
映画「アナと雪の女王」
より
〈雪だるまつくろう〉
F.チャーチル：映画「白雪姫」
より
〈ハイ･ホー〉
10：30開演（9：30開場）
童謡メドレー
静岡音楽館AOI ホール（8階） 星野源：恋
久石譲：映画「となりのトトロ」
メドレー
全自由 ￥300
（18歳以上の方のみでのご入場はできません。） 星野源：ドラえもん
J.ドッド：ミッキーマウス･マーチ
三木たかし：アンパンマンのマーチ
※静岡音楽館倶楽部会員割引はありません。
L.ハーライン：映画「ピノキオ」
より
〈星に願いを〉
※チケットは静岡音楽館AOIでのみでの販売となります。
C.A.ロペス＆R.ロペス：
※未就学児もご入場いただけます（チケットが必要です）。
映画「アナと雪の女王」
より
〈レット･イット･ゴー〉
※託児サービスはございません。
米津玄師：パプリカ
※このコンサートは休憩がありません。

10/24
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※都合により内容を変更する場合があります。

〒420-0851

静岡音楽館AOI

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。

9月

4
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主 …主催 問 …お問合せ

シズオカの会社発見！合同説明会

金

就職情報センター

講堂 （12：30）13：00〜16：00

11 金

ホール （17：30）18：00

問 054-251-2200

全指定4,000円、会員3,600円、22歳以下1,000円
※未就学児はご入場いただけません

19：00〜20：30

無料（要申込）

サークル“この1曲”をとことん語る
19：00〜20：30

無料（要申込）

AOI探検ツアー

主 静岡市東部

生涯学習センター

問 054-263-0338

10：00〜12：00

無料（要申込）

下嶋由紀門下生ピアノ発表会
主 下嶋音楽ピアノ教室
問 054-281-4023

無料（関係者）

講演会“この1曲”をとことん語る
L.v.ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第14番《月光》嬰ハ短調 op.27-2

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

講堂

26 土

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

講堂 （12：30）13:00〜15:30

25 金

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

ホール・講堂等

21 月 祝

中止

講演会“この1曲”をとことん語る
L.v.ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第9番《クロイツェル》イ長調 op.47

講堂

18 金

ディオティマ弦楽四重奏団

主 静岡音楽館AOI

講堂

16 水

問 054-281-5566

無料（2021年卒業予定の大学・院・短・専生）

静岡・室内楽フェスティバル2020

土

主 株式会社

19：00〜20：30

無料（要申込）

静岡・室内楽フェスティバル2020 「静岡の名手たち」によるコンサート
主 静岡音楽館AOI

ホール （17：00）18：00

問 054-251-2200

全自由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

※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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ラウドヒル計画アーカイブスとして、先月号に引き続きこれまでの作品をご紹介！
前回は大型作品をご紹介しましたが、今回は大型公演から派生したチームをはじめとした
スピンオフ作品をご紹介します。

◎ ラウドヒル計画とは ◎

静岡の皆のチカラで完全オリジナル舞台作品の発信に挑む、静岡市民文化会館のプロジェクトです。
街の真ん中の劇場を、
たくさんの情熱が集まる
「賑やかな岡」にしてゆこうと旗揚げした活動です。
今夏にも新たな大型作品を発表予定でしたが、新型コロナウイルス対応のため、残念ながら稽古は
一旦停止。現在、年度末に公演延期できるよう再調整しています。詳細は近日発表！
続く舞台は、ほんの一歩先であなたをまっています。

スピンオフ作品 pickup!

ラウドヒル計画マスコットキャラクター
ラウドちゃん

詳細はラウドヒル計画の公式HPまで！ http://loudhill.jp/
オープニング映像等も見ることができます。
【公演日】 2016 年 7 月 15 日（金）
2017 年 5 月 3 日（水・祝）＜再演＞
＜出 演＞ エイトビート

ラウドヒル計画が挑んだスピンオフ公演第一弾。初主演した若手男性8人のユニット
「エイトビート」は、
10代から30代まで、野心と友情を支えにそれぞれの人生に挑む青春群像を熱く演じました。
初演満席の大好評を受け、翌年にも堂々再演。
【公演日】 2017 年 12 月 1 日（金）、2 日（土）
2019 年 3 月 20 日（水）、21 日（木・祝）＜再演＞
＜出 演＞ エイトビート
第二次大戦中、藤枝基地（現・静浜基地）に実在した航空隊「芙蓉部隊」を取り上げたスピンオフ公演第2作。
特攻命令を拒否し、夜間攻撃に特化して戦った部隊の戦史を現代に重ね、2つの時代を生きる若者たちの葛藤から
「生きるとは、戦うとは何か」を問う骨太なストーリー。
「 エイトビート」の熱演が大好評を呼びました。
【公演日】 2019 年 10 月 5 日（土）、6 日（日）
※2020年3月に再演を予定していたが、新型コロナウイルスの影響により中止

＜出 演＞ エイトビート
精鋭8人の男性舞台チーム「エイトビート」第3弾作品のテーマは、私たちが決して忘れてはいけない世界レベルの
静岡戦後史「第五福竜丸事件」
！ 人はなぜ核兵器を持つのか？ 軍事・政治とは全く無縁のレストラン開店準備、
喧噪の果てに、男たちはどんな夜明けにたどり着くのか？ 水平線に誓う「未来への約束」の物語!!
【公演日】 2017 年 12 月 23 日（土・祝）
＜出 演＞ ハイポジション
大型公演出演者などから募った18歳〜30代の女性たち「ハイポジション」が、初の稽古型長期ワークショップを
経て成果発表。クリスマスイブ前夜、結婚式3次会で女たちが繰り広げる破天荒なバトル！
矢継ぎ早に繰り出されるセリフや、ユーモアあふれる掛け合いが笑いを誘うパワフルな舞台でした。
【公演日】 2019 年 3 月 23 日（土）、24 日（日）
2019 年 11 月 2 日（土）、3 日（日・祝）＜再演＞
＜出 演＞ ハイポジション
「ハイポジション」第2弾作品！ 2019年3月の初演の完売大好評を受け、同年秋には堂々再演!!
舞台は近未来の静岡市民文化会館!? すべての性の平等が叫ばれるいま、女性たちの抱える悩みと不満、
そして、それらを乗り越えようと前へ踏み出す凛とした姿を描いた作品でした。
【公演日】 2018 年 3 月 11 日（日）
※ ダンス公演
ラウドヒル計画が初めて挑んだオリジナルダンス公演。
40余名のダンサーと、音楽、イラスト、舞台美術、写真、映像の各分野の地元アーティストがコラボレートし、
静岡ゆかりの竹取物語をベースに新たなスタイルのダンスステージを作り上げました。
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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.https://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。

9月

16

静岡市民劇場第426回例会
水 〜 劇団文化座『旅立つ家族』鑑賞会

17 木

中ホール 9/16（18：00）18：30〜21：15 会員のみ
9/17（12：30）13：00〜15：45
主 NPO法人

静岡市民劇場

静鉄グループPresents

25 金

Plays

問 054-253-6839

ガーシュイン

vol.7

大ホール （18：00）19：00〜21：00
指定席：3,000円 事前応募制 8/7（金）必着
主 特定非営利法人静岡交響楽団

（平日10：00〜17：00）
問 054-203-6578

＜ 静岡市民文化会館よりお知らせ ＞
毎月、本ページには静岡市 民文化会館で開催される大ホール・中ホール・ABC展示室のイベントを
掲 載しておりますが、９月につきましては新 型コロナウイルス感 染 症 の 影 響により、現 在 調 整 等を
行っている主催者様がおられることもあり、掲載数が少なくなっております。
開催を発表できる催事につましては、当館のホームページ内「イベント・コンサート案内」にて
お知らせいたします。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
静岡市民文化会館 ホームページ

https://www.scch.shizuoka-city.or.jp/
上記QRコードからもアクセスできます↑

い湿度が違うのだろうと思い、
このコラムを書いている梅雨の、ある

静岡の気候について
静岡市民文化会館

日の長野と静岡の湿度を比べてみると、10％の差がありました。湿

田中 邑佳

度が10％下がると、体感温度が 1 度低く感じるのだとか。10％に対
し1 度だけなのかと思いましたが、
されど 1 度です。暑い時期の 1 度
の差はとても偉大だと思っています。それに、暑く感じる要因は他に

私は長 野の出身で、今 年の春、就 職するにあたり静岡へ引っ
越してきました。静岡で過ごす日々の中で、地 元との気 候の違い
を感じることがあります。
長 野はよく
「冷涼」
「 避 暑 地 」というイメージを持たれますが、
最近は温暖化で真夏日が増えていて、正直なところ「長野だって
夏は暑いよ」と、思っていました。
しかし静岡に引っ越してきてす
ぐの頃、気 温は長 野とあまり変わらないのに、
どうして暑く感じる
のだろうと疑 問に思い調 べてみると、
どうやら湿 度が関 係してい
るようです。
地 形 的に、静 岡は太 平 洋に面していますので、南からの湿っ
た空気を受け取りやすく、
さらに中部山岳と呼ばれる静岡の内陸
側の山々がその空気をせき止めます。その結果、平野部に雨をも

もいくつかあると思います。今 年に限ったことで言えば、マスクをし
て生活するのが当たり前となっているので、それも体感温度を上げ
ている原因の１つかもしれません。
静岡に暮らしている人からすると、私が感じる今までと違う暑さ
は、静岡ではあたりまえの日常だと思います。その違いを見つけて
いくことは、静岡を知ることであり、今まで生 活してきた長 野を知る
ことにもつながっているように感じます。無 意 識に過ごすこともでき
るけど、意 識してみると実は生 活しにくいと思っていた日常に気づ
き、少し改善できるのかもしれません。
実 家ではあまり使ったことのなかったエアコンの除 湿 機 能、
こち
らの梅雨時期を快適に過ごすには必須アイテムだという発見があ
りました。

たらし、湿 度が高くなるそうです。実 際、長 野と静岡ではどのくら
※都合により内容を変更する場合があります。
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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。

9月
【ホール】

6

日

18 金
19 土
26 土

主 …主催 問 …お問合せ

静岡交響楽団

第96回定期演奏会

大ホール （13：00）14：00〜16：00

指定席

清水市民劇場第311回例会

主 特定非営利活動法人静岡交響楽団

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 ※未就学児入場不可

文化座公演
「旅立つ家族」

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

第26期しみずかがやき塾
大ホール

時間未定

（平日10:00〜17:00）
問 054-203-6578

第4回講座

主 しみずかがやき塾
問 054-353-6700

会員のみ

バリトン 倉藤理大リサイタル「旅立ち」
小ホール （16：30）17：00〜19：00（予定） 自由席

主 倉藤理大

（クラトウ）
問 090-3560-7304

一般 2,500円 学生 1,000円

静岡・室内楽フェスティバル2020

フレンチの夕べ ヴァイオリン&フルート二重奏

ミクニシミズのディナーとともに

フレンチレストランMIKUNI SHIMIZUで室内楽が楽しめます。

9月19 日（土）コンサート 18：00〜18：30・ディナー 18：30〜20：30
出 演：近藤由理
（ヴァイオリン）
、上田恭子
（フルート）
（静岡交響楽団）
曲 目：G.ロッシーニ：歌劇《セビリアの理髪師》
（F.ドップラー 編）
より 他
会 場：フレンチレストランMIKUNI SHIMIZU
〒424-0943 静岡市清水区港町２丁目8-1
（フェルケール博物館 横）
料 金：8,250円
（サービス料込・
ドリンク代別）
＜ディナーコース＞先付・前菜・スープ・魚料理・肉料理・デザート
対 象：どなたでも7組 ※未就学児入場不可
申 込：7月29日
（水）
より電話受付 ミクニシミズ ℡054-355-3920（10:00〜20:00 火曜休）
お問合せ：静岡市清水文化会館マリナート ℡054-353-8885（9:00〜22:00月曜休）

やろう、今できることを。

〜マリナートWEBパンフレット制作しました〜
静岡市清水文化会館マリナート

清重 友紀子

私のステイホームのおともは、
5月に発売された「アナ雪２」のBlu-ray
でした。
ストーリーも音楽もとても素敵で、何度も観たのですが、
その中でト
ロールが言います。
「迷ったときは、今やれることを、
しかも正しいことを
やりなさい。」
と。
マリナートが今できることはなんだろうか。
と考えて思い浮かぶのは、
やっぱり利用してくださる主催者の皆さんの顔です。
コロナ禍以前、
マ
リナートでは日々公演や展示イベントが開催されていました。
マリナート
にとっては、本番が毎日流れるように過ぎていきます。一方主催者の方
にとっては、
その1日が1年に一度あるいは一生に一度の晴れの舞台。
主催者は、
その本番に向けて、
たくさんのお客様を迎えるべく準備をし
ています。
出演者への本番までの練習や当日の指示はもちろん、舞台
の演出はもっとこうした方が伝わるのでは？とか、来場されるお客様に
は、
こんなものをお渡ししよう等、
もう考えることは山のようにあります。
私たちスタッフは、
そんな主催者の方が考える公演の成功をお手伝
いするのが仕事です。
もちろん、利用のルールはあるので、
できることと
できないことがあり、
お伝えしなくてはならないことも多々あります。
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※都合により内容を変更する場合があります。

今、
マリナートは開館以来初めてであろう静かな毎日を送っています。
主催者の方と意見がぶつかり議論したこと、
本番に臨む前の緊張感、
想
定外のアクシデントで一緒に汗をかいたこと、
期待でいっぱいのお客様、
当たり前だった毎日が、
愛おしく思います。
スタッフ全員で今何ができるかを考え、
来てくださる皆様に何か役に立て
ることをしようと、
バックステージ動画や写真付きカタログの制作に取り組んで
います。
遠方で、
マリナートの下見がなかなかできない主催者の方には、
搬
入から楽屋動線、
ホワイエから客席の様子などを確認することができます。
いつも使っているけれど、
備品はどんなものがいくつあったかな？という方に
は、
写真付きで楽屋備品のサイズや数をご紹介しています。
マリナートに初
めて来館される方には、
マリナートへのアクセス方法、
車いすの方へのご案
内、
それぞれの客席の位置からどのように舞台が見えるのか等、
日々お客
様からいただくご質問を元に、
わかりやすく紹介する内容となっています。
少しずつ日常が戻ってきますよう、
マリナートにまた多くの方の笑顔が
戻ってきますように祈りながら、静かな館内で、熱い想いをこのWEBパン
フレットに込めています。
マリナートHPトップ画面から、
是非一度チェックし
てみてください。
現在多くの劇場が再開こそしていますが、
公演を実施するにはまだまだ
制約があり、
延期や中止が相次いでいます。
文化芸術は、
人に力を与えま
す。
誰かの心が動いたり、
癒されたり、
目標になったり、
こんな時だからこそ
必要なものです。
少しずつ、
一歩ずつ前に進んでいけたらと思います。

マリナートHP

https://www.marinart.jp/

文 化・芸 術 の 灯 を 消さな い ! !
静岡市文化振興財団

静岡市文化助成情報

文化振興事業費助成金交付事業 二次募集開始!!

市民の文化活動の活性化を図るため、公共性のある文化事業を行う個人、
または団体に助成金を交付します。

◇対象となる事業

令和2年4月1日（水）〜令和3年3月31日（水）に、静岡市内で実施される、広く市民を対象とした演劇、舞踏、美術、音楽、
及び科学等の文化活動のための公演会、展示会などのイベント事業。

◆対象としない事業

学校行事、営利目的、政治的・宗教的な宣伝意図のあるもの、私塾等が開催する発表会など、主たる目的が文化振興とは
みなされないもの。

◇対象となる申請者

静岡市内に住所または活動の本拠地があり、文化活動を生業としておらず、活動に対する会計処理が明確であるもの。団体の
場合は法人格
（公益財団法人、
NPO法人は内容を鑑みる）
を持たず、一定の規約を有し、代表者及び所在地が明らかであるもの。
※本年度に限り、
過去3回助成を受けた団体も対象とします。

◇助 成 額：不足財源の2分の1以内（上限100万円、助成事業予算額の範囲内で決定）
◇申 込 み：申請の手引きを参照のうえ、申請書と必要書類を持参または郵送で公益財団法人静岡市文化振興財団
（〒420-0857 静岡市葵区御幸町4-1 アーバンネット静岡ビル4階）へ。

◇募集期間：9月1日（火）〜10月30日（金）※郵送の場合は10月30日（金）必着

選考あり。
初申請の方は、
事前にお電話ください。
申請書・申請の手引きは当法人HPからダウンロードできます。

◇問 合 せ：公益財団法人静岡市文化振興財団（054-255-4746）

静岡市「文化活動緊急支援補助金」 コロナに負けない！
現 在 、新 型コロナウイルス感 染 症の影 響により、文 化 活 動を行うには、地 域の感 染 状 況や感 染 拡 大リスク等を鑑み、
静岡市の方針に沿って実施していただく必要があります。そのため、静岡市の方針を理解、遵守しながら文化活動を行う
個人、または団体に、備品を含む施設の使用料の一部を補助し、文化活動の継続を支援します。

１ 対 象 者

施設使用者（団体又は個人）
※施設の使用の制限について十分ご理解頂き、方針の遵守をしてくださる方に限ります。

２ 対象利用

文化活動の発表会や公演等の本番の開催を想定していますが、人数制限などの条件内であれば
練習や稽古などの使用も認めます。対象となる活動は次のとおりです。
①演劇
②舞踊
③音楽

④民俗芸能
⑤伝統芸能
⑥大衆芸能

⑦メディア芸術
⑧その他（静岡市の文化振興に寄与するもの）

３ 対象施設

静岡市民文化会館 ： 大ホール、中ホール、大会議室
静岡市清水文化会館マリナート ： 大ホール、小ホール
静岡音楽館AOI ： ホール、講堂

４ 対象期間

令和２年６月４日（木）から令和３年３月31日（水）まで
※イベント開催制限の緩和状況等により変更する可能性があります。

５ 対象経費

施設使用料（備品使用料を含む。）

６ 補助金額

対象経費の２分の１
（上限20万円）
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静岡市役所 観光交流文化局 文化振興課（054-221-1040）
〒420-8602 静岡市葵区追手町５番１号 静岡庁舎16階

申請先及び
問 合 せ

※上記の助成金及び補助金2つを同時に申請することはできません。※それぞれの詳細は各問合せ先へご確認ください。
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〒422-8067

静岡科学館 る ・ く ・ る

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：9月1日(火)、2日(水)、8日(火)

カガクを究める！

《申込不要・どなたでも参加できるイベント》
し

こつ

こ

没入！バーチャル支笏湖ワールド
9

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。
土
日本で最もきれいな湖の一つ、
時間：13:30〜15:30受付
支笏湖の水中環境を学べる体験型の出前授業。
会場：8階 ワークショップスペース
講師：村井貴さん（常葉大学）
、櫻井弘道さん VRで支笏湖にレッツダイビング！

5

わくわく科学工作

こすってまわせ！ガリガリプロペラ
9

6

日

20 日

時間：13:00〜15:30受付
（1回20分程度）
会場：9階 企画展示室

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よう！
今回つくるのは「ガリガリプロペラ」。
ガリガリこすって振動を起こして、
プロペラを回そう！

テーブルサイエンス

すごいぞ！空気のチカラ
9

12 土 13 日

時間：12:00、13:00、14:00、15:00
（各回20分程度）
会場：8階 創作ルーム

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「空気」。
目には見えない空気を使って、ふしぎな実験を楽しもう。

サイエンスショー

あれもこれもグルグルまわせ！〜回転の科学〜
9

21 月 祝 22 火 祝

時間：11:00、13:00
（各回30分程度）
会場：9階 イベントホール

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！
タイヤ、
コマなど、身の回りには回転するものが
たくさんあります。
くるくると回転するときに起きる科学を紹介します。

《申込が必要なイベント》

科学教室

ミクロの世界をのぞいてみよう！
9

13 日

要申込

顕微鏡の正しい使い方をマスターしよう。
2種類の顕微鏡を使って、野菜のからだを観察してみましょう。

時間：①10:00〜12:00 ②13:30〜15:30
会場：8階 実験ルーム
対象：小学校3〜6年生とその保護者
定員：各回10組
参加費：無料 (別途入館料がかかります)
申込方法：8/9(日) 9:30〜 静岡科学館（054-284-6960）へお電話でお申し込みください（申込順）

9

※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
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）
10/6〜11/10の

ちゃんと知りたい。
こどもの発達障害

毎週火曜日
10：00〜11：30
※11/3（火・祝）は除く。

（全5回）

10/6〜12/15の

英和大学公開講座

期間中
19：00〜20：30
※詳しくはお問合せください。

（全6回）

発達障害の症状が周囲から見え
にくい「グレーゾーン」の子供に寄 発達の気になる子
（年少〜小学3年）の
り添うため、関連する知識と適切
保護者25人
なサポートを学びます。

1人1,000円

9/12(土)、
10:00〜・申込順

絵本の世界や経済学、SDGsと静
岡のまちづくりについてなど、各学
部の教員による講義です。ご希望
の回を選んでお申込みください。

各30人

無料

9/15(火)、
10:00〜・申込順

全国の温泉地にまつわる歴史や
巷談について学びます。

30人

1人300円

8/12(水)、
10:00〜・申込順

増税やコロナ禍などの影響を受け
た日本・静岡の現状・課題・未来に
ついて、経済の視点から学びます。

高校生以上
30人

無料

9/8(火)、
10:00〜・申込順

西部生涯学習センター
9/9（水）
・16（水）
・23（水）の
13：30〜15：30

全国温泉物語
〜温泉地の史話・巷談〜
（全3回）

常葉大学共催講座

10/9（金）
・16（金）
・23（金）の 経済を学んで令和を生き抜こう
18：30〜20：30
（全3回）

10/16（金）
・11/20（金）
・
12/18（金）の

秋の親子お料理ごっこ

未就学児（1歳から）の料理体験講 未就学児（1歳から）と
その保護者
座です。
4組8人

10/18（日）

Let's！防災クッキング

災害時に役立つ調理法や無駄の
ない非常食の備蓄について学び
ます。

成人
10人

1人500円

9/2(水)、
10:00〜･申込順

今川家ゆかりの
四人の姫君たち

北川殿、寿桂尼、瀬名姫、早川殿
の、今川家にゆかりのある四人の
姫について学びます。

成人
20人

1人500円

9/18(金)必着・
1枚1人

親子が笑顔になる
しつけの方法

子どもが社会に適応し、愛情豊か
な情緒を育むためのしつけの方
法（コモンセンス・ペアレンティン
グ）を学びます。

小学校低学年までの
子の保護者
15人

1人500円

9/11(金)、
10:00〜・申込順

成人
16人
（未就学児同伴不可）

1人2,000円

9/14(月)必着・
1枚1人

小学生と保護者
20人

無料

9/13(日)、
10:00〜・申込順

（全3回）

10：30〜12：00

10：00〜13：00

（全1回）

1組3,500円

9/14(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

東部生涯学習センター
10/2〜23の
毎週金曜日
14：00〜15：30

（全4回）

・9
（金）
・16
（金）の
10/2（金）
10：00〜12：00

10/3〜31の
毎週土曜日
13：30〜15：30

（全3回）

初めての仏像彫刻
〜円空彫りに挑戦〜
（全5回）

外来生物って
なんだろう?

10/4（日）

10：00〜11：30

10/11（日）
9：30〜12：00
※雨天中止

（全1回）

麻機自然観察会
巴川のおさかな探検隊
（全1回）

わが子の思春期、
親ができること

10/13〜11/17の
毎週火曜日
（11/3除く）
10：00〜11：30

10/14〜12/9の
隔週水曜日
13：30〜15：00

（全5回）

知っておきたい
怒りの仕組みと対処法
（全5回）

・11/1
（日）
・
10/18（日）
（日）の
来年1/17

カヤネズミの
くらしを学ぼう！

10：00〜11：30

（全3回）

10/25（日）

ピカピカ石の
ストラップをつくろう!

10：00〜11：30

木彫りでの仏像彫刻に挑戦します。

（全1回）

もともとは日本にいなかった生き
物・外来生物について学びます。

巴川で水生生物の観察をします。
3歳以上
1人100円
30人
※スマイルあさはた（葵区有永町）
（小学生以下保護者同伴）
現地集合解散。

9/22(火・祝)必着・
年齢も記入・
1枚4人まで

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

9/10(木)、
14:00〜・申込順

怒りの感情をコントロールする方
法（アンガーマネジメント）につい
て学びます。

成人
16人

1人1,000円

9/16(水)、
14:00〜・申込順

麻機遊水地に生息する準絶滅危
惧種カヤネズミについて遊びや
講義、
自然観察を通して学びます。

小学生
10人
（保護者同伴）

1人200円

9/12(土)、
10:00〜・申込順

小学生以下

身近な石を使って、オリジナルの
20人
1人200円
ストラップを作ります。
（未就学児保護者同伴）

9/29(火)、
10:00〜・申込順

ガーデニングの基本を座学と実
演で楽しく学びます。

北部生涯学習センター
・23（金）
・30（金）の
10/9（金）
10：00〜12：00

10/17（土）
10：00〜12：00

・25（日）の
10/18（日）
10：00〜12：00

楽しく学ぶ、
ガーデニング入門
（全3回）

ハロウィンのおはなし＆ 小泉八雲の故郷、アイルランドゆか
りのケルト文化に起源を持つハロ
ランタンづくり
ウィンについてのミニ講座とジャッ
（全1回）

ク・オ・ランタンづくりを行います。

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
静岡を襲った七夕豪雨について学
びます。

（全2回）

16人

1人1,000円

9/14(月)必着、
1枚1人

小学生とその保護者
20人
（小学3年生以下は保護者同伴）

1人500円

9/25(金)、
10:00〜・申込順

20人

無料

9/18(金)、
10:00〜・申込順

※都合により内容を変更する場合があります。
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日

時

講

座

名

内

容

対

象

会

費

申込方法

藁科生涯学習センター
・10/10（土）の
9/19（土）

戦争文学を読む

14：00〜16：00

（全2回）

戦争について描かれた文学作品
を通して、日本人の戦争体験とそ
の表現について学びます。

成人
20人

無料

9/2(水)、
14:00〜・申込順

9/27（日）

コミュニケーション
スキルを磨こう

大学生や転職を考えている方を
対象に、社会で必要な対話スキル
などについて実践的に学ぶ講座
です。

成人
15人

無料

9/7(月)必着、
年齢も記入

14：00〜16：00

（全1回）

始めよう。いつでも
どこでも健康体操

9/29〜10/27の
毎週火曜日
10：00〜12：00

10/18（日）
13：30〜15：30

（全5回）

楽しく簡単な体操を、静岡市体育 医師から運動制限を
協会の講師が伝授します。心身と 受けていない成人
15人
もに健康な毎日を目指しましょう。

1人2,500円

9/8(火)、
10:00〜・申込順

15人

1人500円

9/20(日)、
14:00〜・申込順

10歳〜中学生の
保護者
18人

1人1,000円

9/10(木)、
10:00〜・申込順

18人

無料

9/11(金)、
10:00〜・申込順

実際に撮影をしながら、楽しくデ
ジタル一眼の基本操作を練習し
ます。

成人
15人

1人1,200円

9/15(火)、
10:00〜・申込順

赤羽末吉の生涯を、出品作品や資
料、本人の言葉から紐解きます。
※2回目は静岡市美術館(葵区紺
屋町)集合・解散

成人
20人

味わう！学ぶ！藁科のお茶 お茶の歴史や美味しい淹れ方を
（全1回）

学びます。

西奈生涯学習センター（リンク西奈）
10/8〜12/10の

思春期子育て講座

おおむね隔週木曜日
10：00〜11：30

10/9（金）

10：30〜12：00

（全5回）

この1曲 をとことん語る 静岡音楽館AOIの学芸員が、L.v.
ベートーヴェンの《月光》について
《月光》
（全1回）

10/13（火）
・11/17（火）
・
12/8（火）の

楽しい初めての
デジタル一眼

10：00〜11：30

（全3回）

・27（火）の
10/20（火）

作品から辿る
赤羽末吉の生涯

14：00〜15：30

10/24（土）
・31（土）の
10：00〜11：30

思春期の子どもとの関わり方を
様々な視点から学びます。

（全2回）

解説する講演会です。

にしな歴史探訪
西奈地域の文化財「郷倉」の保護
〜地域の文化財を学ぶ〜 などについて学びます。

無料
（別途美術館
9/15(火)、
観覧料が必要） 14:00〜・申込順

20人

1人500円

9/26(土)、
10:00〜・申込順

30人

無料

（全2回）

生物多様性の考え方や身近な外
来生物について理解を深める講
座です。

9/3(木)、
14:00〜・申込順

生物多様性と
身近な外来生物

静岡市の生物多様性と外来生物
について学びます。

成人
30人

無料

9/1(火)、
10:00〜・申込順

iDeCoについて学びます。

成人
20人

無料

9/9(水)、
10:00〜・申込順

3歳以上の子と保護者
20人

1人300円

9/11(金)、
10:00〜・申込順

1人500円

9/12(土)、
10:00〜・申込順

20人

無料

9/15(火)、
13:30〜・申込順

絵本の読み聞かせのコツや本の
選び方などを、実践を交えながら
学びます。

成人
15人

1人1,000円

9/10(木)、
13:30〜・申込順

訪日外国人をもてなす日常英会
話を学びます。

成人
16人

1人1,500円

9/8(火)、
10:00〜・申込順

無料

9/15(火)、
10:00〜・申込順

（全2回）

南部生涯学習センター
・24（木）の
9/17（木）
13：30〜15：00

静岡市の生物多様性と
外来生物

長田生涯学習センター
9/27（日）

10：00〜11：30

10/7（水）

19：00〜21：00

10/17（土）
9：30〜12：00
※雨天中止

10/18（日）
10：00〜12：00

10/27（火）
13：30〜15：30

（全1回）

老後資金の
貯め方を学ぶ
（全1回）

用宗海岸でビーチコーミングをし、

用宗でビーチコーミングと その後、拾った貝や流木を使って
工作をします。
クラフト体験
（全1回）

じいじ・ばあばと
ソーセージづくり
（全1回）

インフル流行時期を
元気で過ごすには！
（全1回）

※用宗公民館（駿河区用宗4丁目）
集合解散

5歳から

じいじ・ばあばと孫でソーセージ 小学3年生までの子と
祖父または祖母18人
を作ります。
（1組3人まで）

インフルエンザの流行時期に感染
症予防について学びます。
※新型コロナウイルスに関する講
座ではありません。

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）
10/8〜12/23の

おおむね隔週木曜
13：30〜15：30
※12/23は9：30〜11：00

10/13〜12/22の
隔週火曜日
10：00〜12：00

10/20（火）
10：00〜11：30
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心育む読み聞かせ
ボランティア養成講座
（全6回）

おもてなしの英会話
（全6回）

高齢者ドライバーの
ための交通安全
（全1回）

※都合により内容を変更する場合があります。

交通事故の傾向や対策について
65歳以上の
知り、安全に運転し続けるための 運転免許をお持ちの方
15人
心構えを学びます。

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）
10/6（火）
・20（火）
・
11/10（火）の

ママのための
マネープラン

10：00〜11：30

10/7〜28の
毎週水曜日
10：00〜11：30

中学生以下の
子を持つ母親
12人

無料

（全3回）

子育て世代のライフプランに合わ
せた“お金”との付き合い方を学び
ます。

9/8(火)、
10:00〜・申込順

子育てママの
リフレッシュ体操

軽運動、
ストレッチをしながらリフ
レッシュしましょう。

子育て中の方
10人

1人1,000円

9/9(水)、
10:00〜・申込順

女性を対象に、身も心も健康に
なり地域で輝く人材を育てる講
座です。

女性
10人

（全4回）

10/10〜11/21

の土曜日
おおむね13：00〜15：30
※11/7は中勘助文学記念館（葵区新間）、
11/21は静岡市美術館（葵区紺屋町）
集合解散

来・て・こ女性サロン
（全5回）

暮らしを楽しむ
季節に合わせた自然素材で手仕
季節の手しごと〜秋冬〜 事を楽しんで みません か？蜜 蝋

10/15（木）
・
11/5（木）
・26（木）の

7人

1人2,500円

9/3(木)、
10:00〜・申込順

30人

無料

9/4(金)、
10:00〜・申込順

キャンドルなどを作ります。

19：00〜20：30

（全3回）

11/27（金）

静大公開講座
「リンゴの多様性」

14：00〜16：30

1人2,000円
（別途美術館
9/5(土)、
観覧料が必要） 13:00〜・申込順

静岡大学公開講座「愛おしさから
読み解くくだものの多様性〜園芸
と民藝の融合〜」
リンゴ編

（全1回）

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

Win10

4,800円

①

10/19 〜 12/14

エクセル中級（全8回）

②

10/23〜 11/27

レイアウト入門（全6回）

Win10

3,700円

③

10/21〜 11/18

パワーポイント入門（全5回）

Win10

3,000円

月曜日19：00〜21：00

金曜日19：00〜21：00

水曜日19：00〜21：00

申込方法：

11/23（月・祝）

9/14（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

◆フィットネス講座
日

19歳以上の健康な人

時

各12人
パソコン講座

休講日

会 費 ※施設使用料別途

①

〜
月曜日19：30〜20：30

10/5 12/14

ピラティス月曜（全10回）

②

〜
木曜日13：30〜14：30

10/8 12/10

入門ヨガ木曜（全10回）

③

〜
火曜日19：30〜20：30

10/6 12/15

ヨガ火曜（全10回）

11/3（火・祝）

3,500円

④

〜
金曜日19：30〜20：30

10/9 12/18

ヨガ金曜（全10回）

12/11（金）

3,500円

⑤

〜
木曜日19：30〜20：30

10/8 12/10

入門エアロ木曜（全10回）

2,000円

⑥

〜
土曜日10：30〜11：30

10/3 12/5

初級エアロ土曜（全10回）

2,000円

⑦

〜
水曜日19：30〜20：30

10/7 12/9

中級エアロ水曜（全10回）

2,000円

申込方法：

3,500円

3,500円

9/10（木）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

◆活力アップ講座
日

勤労者10人

時

10/10（土）
・24（土）
・11/21（土）
おおむね14：00〜16：00
（11/21は静岡市美術館現地集合解散）

申込方法：

コース

内

活力アップ講座
〜リラックスタイム〜
（全3回）

容

第1回勤労者のストレスマネージメント講座
第2回ショパンコンサート鑑賞
第3回静岡市美術館展覧会観覧

会 費 ※観覧料等別途
1,000円

9/5(土)14:00〜 電話で健康文化交流館「来・て・こ」へお申し込みください（申込順）電話202-4300

◆初心者対象パソコン相談室
日

時
①13：30〜14：30

10/9（金）②14：45〜15：45
①13：30〜14：30

10/23（金）②14：45〜15：45
申込方法：

11/23（月・祝）

パソコン初心者

各2人

コース

初心者対象
パソコン相談室⑬
初心者対象
パソコン相談室⑭

内

容

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。

会

費

100円
（施設使用料）

9/11(金)10:00〜 電話で健康文化交流館「来・て・こ」へお申し込みください（申込順）電話202-4300

※都合により内容を変更する場合があります。
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静岡市内の様々な地域をクローズアップしてお届けする
「街かど」。
静岡ゆかりの人物のエッセイとともに、
それぞれの町に注目していきます。
さて今回は、梅ヶ島について特集します。

うめがしま

梅ヶ島

（上）梅薫楼の「あめつち」の歌碑
（下）
「 黄金の湯」の「梅ヶ島遊草」の歌碑

駿河路の極まるところ黄金の
いで湯 湧 く な りかしこきかなや

あ

金の湯にひと夜浴みなばうつし世の

愁ひかなしみなべて忘れむ

詠んだ歌には︑何ともいえないのびやか

吉井勇

静岡市内からバスに揺られて安倍川

さがある︒
﹁ 金の湯 ﹂
は︑勇にとってまさ

とろりとした山の湯に浸かりながら

を北 上すること一時 間 半 余り︑オクシ

に千金の︑蘇りの湯でもあった︒逗留の

辺りの空 気は一変 する︒かつて金の採

門をくぐり︑赤 水の大 滝を過ぎると︑

に来し﹂の歌 碑が梅 薫 楼の一隅に建て

き心にしたしむと駿河の山の湯どころ

とめられ︑その内の一首﹁あめつちの大

は︑
のちに手塚によって美しい冊子にま

折に詠んだ歌﹁ 梅ヶ島 遊 草 ﹂四十三首

ズの最奥部︑南アルプスの山懐ろに梅ヶ
島温泉郷はある︒

トン

県 道二十九号 線の蒲 鉾 型の金 山 洞

掘が行われ︑﹁信玄公の隠し湯﹂
の伝説

られた︒勇と駿 府の仲 間たちとのいわ

ネル

が残る梅ヶ島は︑今なお秘湯の面影を

ば友 情の記 念 碑である︒そして︑
これ

井勇の歌碑となっている︒

が現 在 確 認できる全 国で最 も 古い吉

こ

残す別天地だ︒
﹁ゴンドラの唄 ﹂や祇 園 を 詠んだ優

ただのり

美な歌で知られる歌 人・吉 井 勇が︑友

経営する梅薫楼に三日ほど逗留し︑法

たのは昭和十四年の五月︒勇は手塚の

える情 報 発 信 館として﹁ オクシズコレ

金の湯 ﹂の傍らに︑梅ヶ島の歴 史 を 伝

帰り温 泉 施 設﹁ 梅ヶ島 新 田 温 泉

こ

二〇一九年二月︑梅ヶ島の玄関口︑日

月 俊 郎 ︑石 上 友 太 郎ら旧 知の遊 び仲

クション梅ヶ島 ﹂がオープンした︒その

人の手塚忠告に招かれてこの地を訪れ

間﹁可美古会﹂
のメンバーとの再会を愉

開館に併せて︑前掲の
﹁ 駿河路 ﹂
の歌を

黄

しんでいる︒
﹁ 可 美 古 会 ﹂は︑勇が昭 和

刻んだ﹁ 梅ヶ島 遊 草 ﹂の歌 碑が新しく

こころおのづと澄みにけらずや

駿河路の安倍川上の湯を浴めば

がね

十一年の暮れから翌春にかけて静岡の

建てられた︒新 旧二つの勇の歌 碑は︑

こ

中田に仮寓した際︑その面倒を見たグ

梅ヶ島の歴 史と︑駿 河びとの人 情と︑

み

ループであった︒各 地 を 転々とする孤

金山の夢の名残を今に伝えている︒

か

独な流離の時代を経て︑新しい伴侶を
得た勇は︑前年の秋に京都北白川に居
を構える︒静岡再訪は︑不遇な時期を
支えてくれた仲間たちへの近況報告の
意味合いもあっただろう︒
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細川 光洋（静岡県立大学 教授）

歌人・吉井勇と梅ヶ島

次回もお楽しみに。

『めぐるりアート静岡』は、静岡市内のさまざまな場所を会場に、今を生きるアートを紹介する展覧会です。大学、美術館、
市民、
行政などによる地域連携の美術展として2013年に始まり８回目を迎えました。
2016年度から静岡市が主催者に加わる
とともに、JR東静岡駅北口前の市有地、
アート＆スポーツ／ヒロバを暫定５年間の会場とし、身近な場所で規格外のスケ
ール感、
あるいは想像力あふれる作品と出あう機会を提供してきました。本年はその５年目、
いよいよ最終年となります。
『めぐるりアート静岡 2020』は、
この地域との関わりを大切にするアーティストとともに、
アートプロジェクトというもう
一つの日常／非日常、
そしてポストコロナに向けた希望の舞台を用意します。

【会

（火）〜11月8日
（日）
期】 2020年10月20日

【会

場】 静岡県立美術館、静岡市美術館、東静岡アート＆スポーツ／ヒロバ

※ヒロバのみ 10月17日
（土）〜

の

だて

き む らとし ろうじ ん じ ん「 野 点 」

美術家・陶芸家のきむらとしろうじんじんによる野点では、大小2台のリヤカーに陶芸窯などを
積み、
お茶碗を焼ける移動式のカフェを開きます。
じんじんさんが、
インパクトのある出で立ちで
皆様をお迎えします。いつもと違う静岡の風景の中で、お茶碗の絵付けやじんじんさんとの
お話を楽しんでみませんか。見物だけでも大歓迎！

【日

（日）11：30頃〜日暮れ頃
時】 9月27日

【場

所】 東静岡アート＆スポーツ／ヒロバ

【講

師】きむらとしろうじんじん

※雨天決行。ただし荒天の場合は場所の変更や中止の場合があります。

【参加費】お茶碗絵付け2,000円
【申

見物無料

込】 不要（当日直接会場へ）

【お問合せ】 静岡県立美術館 054-263-5857（担当：植松）
当日用連絡先（050-5361-6257）

※野点当日
（9月27日）以外は静岡県立美術館までご連絡ください。

撮影：加藤和夫

占部史人 with 静岡大学絵画ゼミ学生有志による壁画プロジェクト
「『箱の生活』“Life in the Boxes”」

これまで場をつくるような作品を多く発表してきたアーティスト・占部史人。今年5月から、
自身が教える静岡大学教育学部の絵画ゼミ
学生有志とともに、
ヒロバの
「コンテナ・アートベース」
の外壁に壁画を描くプロジェクトを展開中です。9月には、壁画の完成とともに、
アートベース内ギャラリーも使って展覧会も開催します。

【場

所】東静岡アート＆スポーツ／ヒロバ「コンテナ・アートベース」外壁

【制作期間】2020年5月〜9月
完成記念展覧会

【場

所】 東静岡アート＆スポーツ／ヒロバ
「コンテナ・アートベース」内ギャラリー

【会

（土）〜10月11日
（日）
期】 2020年9月19日
10：00〜16：00 （金土日祝のみ開催）

【お問合せ】 公益財団法人静岡市文化振興財団
054-255-4746（平日8：30〜17：30）
詳細はめぐるりアート静岡ホームページ（https://megururi.net/）
をご覧ください。
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静岡市民ギャラリー
〒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/000̲002244.html
（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
●開館時間／10：00〜18：00
●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

9月

8

主 …主催

入場無料

13

火

問 …お問合せ

14

日

ハクビ和紙
ちぎり絵
静岡ブロック展
第２・３展示室

10：00〜16：00（最終日15：00まで）
無料
主
問

㈱ハクビ
080-3915-8336

28

月

10/

ハクビ携帯

4

第１展示室

問

月

4

22

火祝

静岡市版画協会
展覧会
第４展示室

10：00〜17：00（最終日16：00まで）
無料
主

日本醉墨会静岡支部

10/

火

問

静岡市版画協会
054-258-6751 土屋

日

竜爪絵画クラブ

10：00〜17：00
（初日13：00〜、最終日15：00まで）
無料
主

第１展示室

10：00〜17：00
（初日13：00〜、最終日16：00まで）
無料

28

芹沢美術館
友の会展

15

日

日本醉墨会展
静岡支部

主

日

20

月

芹沢美術館友の会
054-259-6618 水鳥

第２展示室

10：00〜17：00
（初日12：00〜、最終日15：00まで）
無料
主
問

竜爪絵画クラブ
054-261-6952 萩原
2020年7月15日現在 ※記載の内容は、主催者の都合により変更・追加・中止されることがありますので、
ご了承ください。

まちは劇場

ON STAGE SHIZUOKA

まちかどコンサート

静岡市内を中心に活躍する音楽家たちがオープンスペースで演奏するまちかどコンサート♪
クラシック、ポップス、懐かしのメロディ、隠れた名曲などなど……
出演者の解説つきで幅広いジャンルの音楽をみなさまにお届けいたします。午後のひととき、ぜひお立ち寄りください。

JR静岡駅北口地下広場

9月25日（金）16:00〜16:30
やま だ

ゆ

き

こ

いちかわ

よしただ

は

せ

入場無料

がわ はるか

山田 祐規子（コロラトゥーラソプラノ） 市川 善忠（オルガン） 長谷川 悠（バロックヴァイオリン）

申込不要・直接会場へお越しください
※出演者やスケジュールの変更をさせていただく場合がございます。また当日の天候によって延期させていただく場合がございます

主催：静岡市
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企画制作・お問合せ：公益財団法人静岡市文化振興財団

054-255-4746

静岡 チケットでスマイル 検索

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。

【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」
ットメニューは除く
ドリンクメニュー20％oﬀ セ
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

美容室 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

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.054-250-0283
10:00〜22:00

5

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

静岡市葵区御幸町11-14 サールナートホール3F

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

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1品あげる☆

18 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

寿し割烹 八千代 寿し鐵
特選駿河湾地魚１貫サービス

地図に記載はありません。

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

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

Men s Beauty Salon Ochiai
イヤーセラピーサービス

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.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.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

20 ラッツァロッサ
食事代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

地図に記載はありません。

TEL.054-285-1823 静岡市駿河区中田1丁目10-17
8:30〜19:00、
月曜日･第2･3火曜日定休

23

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.054-255-7580 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.054-281-6067 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

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（期間）から3ヶ月間有効

TEL.054-253-5556 静岡市葵区七間町8-25 PISAビルⅡ 4F
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.090-7672-3454 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
11:00〜22:30、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
ディナー
ランチ
またはソフトドリンク50％oﬀ
またはソフトドリンク1杯サービス
タイム グラスワイン
タイムグラスワイン

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
10:00〜20:00、
月曜日・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

22

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
10:00〜最終受付18:00、火曜日定休

四川料理･火鍋 躍飛
24 GROW STOCK
フライドポテトプレゼント
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.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 ワイン食堂 GAV
食事代10％oﬀ

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
15:00〜24:00、
日曜日･第2月曜日定休

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

26 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
TEL.054-260-5203
11:00〜23:00

29

28

静岡市葵区御幸町4-6 デンビル1F

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
火〜金 15:00〜22:00、土・日 11:00〜22:00、
月曜日定休

ラ･ソムリエール
スパークリングワイン1杯プレゼント

地図に記載はありません。

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

静岡市葵区黒金町47 JR静岡駅ASTY東館

36 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

ご注文時にお伝えください

※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

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

37

12 to go
クラフトビール1杯目100円引き

アオイブリューイング カフェ
34 TEN ROSEs（テンローズ）
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
8:00〜23:00

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

TEL.054-204-8188 静岡市葵区紺屋町7-14
11:00〜23:00、
月曜日定休

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
8:00〜18:00、
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

馬場製菓合名会社
商品代金10％oﬀ

HUG HOP
ハーフパイント1杯サービス
TEL.054-221-7373 静岡市葵区紺屋町11-1 浮月ビル1F
日〜木12:00〜25:00 金・土12:00〜26:00

駐車場
38

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

39
車高1550㎜まで
（ハイルーフ車不可）

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

40

※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

※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

静岡市葵区紺屋町17-1

ポーラ ザ ビューティ
41 静岡店（1F）
TEL.0120-566-227

しゃぶしゃぶブッフェ
43 しゃぶ葉 静岡（B1）
TEL.054-205-3262

ECC外語学院
45 葵タワー静岡校（7F）
TEL.054-254-6144

中島屋グランドホテル

11:00〜15:30
（L.O.15:00）

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）
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

17:00〜21:30
（L.O.20:50）
42 そば処 岩久本店（B1） ※1月1日、火曜日定休
TEL.054-275-1560
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）
44 入船鮨 葵タワー店（B1）ランチ：スタンプ2倍
TEL.054-251-9178

ランチ以外：アイスクリームサービス

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

静岡市葵区紺屋町3-10

TEL.054-253-1151

46 日本料理 四季

ランチ 11:30〜14:30
ディナー 17:00〜21:00

48 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

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

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
47 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7月15日現在）

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）

17

車高2050㎜まで

TEL.054-260-4242 静岡市葵区黒金町61-5
年中無休・7:00〜23:00

ご提示の上お申し付けください。

TEL.054-252-0120 静岡市葵区黒金町1-6
年中無休・24時間営業

葵タワー

中西ガレージ
駐車料金 100円引券プレゼント

お昼のひとときを、心豊かに過ごしてみませんか？

12：00〜12：50 静岡市役所清水庁舎 3階 清水ふれあいホール

入場無料

裕子
［ 要予約 ］9月4日
（金）9：00〜
9月16日（水）鈴木
井内 竜次
9月17日（木）琉球伝統歌舞集団 琉神
（二胡）

（編曲・キーボード）

主催：静岡市

静岡市コールセンター（054-200-4894）へ
※駐車場はありません。
電話申込（申込順） 公共交通機関をご利用ください。

企画・制作・問合せ：公益財団法人静岡市文化振興財団

054-255-4746
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背景色Aパターン

い！
見て楽し

●

● ●
あれ？

ふしぎ！！

さわろう！つくろ
う！
ほど！
る
な
て
い
聞

遊べる！ 学べる！ 50の展示物で科学体験！ くわしくはHPへ！
動画公開中
静岡科学館る・く・る
公式YouTube
チャンネルはこちら

〒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
るくるHPへ
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

国 道 1号線

P

静岡音楽館
AOI

ホテルアソシア静岡

多目的トイレ

JR 静岡駅

至名古屋

スルガ銀行
エ スパティオビル 8〜10F

静岡銀行

P

車イス貸出

科学系図書

おむつ替え台

至東京

南口
ロ ー タリ ー

※静岡市内在住の70歳以上の方は無料
静岡市内在住・在学者は
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を
「静岡市子どもカード」提示で無料
受けている方と その付添者1名は無料
※年間パスポート、
20人以上の団体料金あり
開館時間 9：30〜17：00
（最終入館16：30）
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

発行/

松坂屋

石田街道

入 館 料 【大
人】520円
【小・中学生】120円
【 未 就 学 児】無 料

る・く・るには以下の施設・サービスがあります。

静岡市
美術館

P
P

ホテル
センチュリー
静岡

休 憩 所

授 乳 室

ベビーカー貸出

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

は提携している
JR静岡駅南口より徒歩１分 駐車場です。
P

※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。

〒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/

