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。
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し ず お か

年ぶりに︑
る・く・るへ
恐竜がやってくる！

あなたの﹁となり ﹂にも恐 竜はいる

この冬はる・く・るで最 新の研 究でわかってきた恐 竜の姿 を

﹁みる・きく・さわる﹂
で体感してみませんか？﹁となりの恐竜展﹂
開幕です！

！？
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イラスト／ツク之助

静岡市民文化会館「第18回 静岡市民芸能発表会」ほか ― P❸-❹

静岡科学館る・
く
・る

静岡市清水文化会館マリナート「第8回清水にぎわい落語まつり」ほか ― P❺-❻

企画展
「となりの恐竜展」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「ホルンが奏でるアニメ・ポップスコンサート」ほか ― P❼-❽
静岡市美術館「ライデン国立古代博物館所蔵 古代エジプト展」― 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
街かど 特集「蒲原」― P⓭
「しずぶんツアーvol.3 するが文化の散歩道スタンプラリー」― 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

「となりの恐竜展」

企画展
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19 土 〜 23 火 祝

時間：9:30〜17:00（初日のみ10:00〜）
会場：9階 企画展示室・イベントホールほか

見どころ紹介

恐竜ビフォーアフター

恐竜のキホン
恐竜ってそもそもどんな生き物？どんな時代に生きていた？
知っているようで知らない恐竜の基本を紹介します。
全長７ｍのタルボサウルスや４ｍのニッポノサウルスの
全身骨格もやってくる！

色々くらべとミニ体験

恐竜学の研究の進歩や新たな発見により
考えられている恐竜の姿も変化してきています。
恐竜はどのような姿を
していたのでしょうか？
研究から分かってきた
恐竜の姿と進化に
ついて紹介します。

発掘体験

本物の恐竜の大きさや足跡、
食べ物の違いによる
歯の形など比べてみよう！
化石をさわったり、
化石のクリーニングや
恐竜骨格パズルも体験できるよ！

化石はどんな場所でどうやって発掘しているのでしょう？
発掘体験では本物のアンモナイト化石や恐竜の歯のレプリカを
探せるよ！

イラスト／ツク之助

となりの恐竜展 coming soon!
静岡科学館る・く・る

エデュケータ

代島 慶一

日
（火・祝）
まで開催します。
この数十年は恐竜ルネサンスと言われるくらい新たな発見、新し
い説の発表が続いていて、
日本でも次々と恐竜が発掘されるように
なってきました。中でも1 9 9 6 年 以 降 、羽 毛を持った恐 竜の化 石 が

皆さんは恐竜ってどんな姿をイメージしますか？ ゴジラのように

次々と見つかり、鳥が恐竜から進化したという説を裏付ける証拠の

しっぽを引きずって2 足でのっしのっしと歩く獰 猛なイメージが

発 見も多くあって、私たちの近くで飛び回っている鳥たちが、実は

あったり、
ジュラシックパークに出てきたように鳴き声を交わしなが

恐竜の子孫であることが分かってきています。

ら集 団で狩りをしたり猛スピードで獲 物を追いかけたり、はたま

「となりの恐竜展」では、
「そもそも恐竜ってどんな生き物なの？」

た、全身羽 毛に覆われたモフモフの恐 竜だったり。実は、恐 竜の

「鳥との違いは何なの？」
「恐竜ってどんな色をしていたの？」
「どう

姿は研 究や新しい化 石の発 見によってどんどん変わってきてい

やって発 掘しているの？」
「日本ではどこで恐 竜が見つかっている

て、同じ恐 竜のはずなのに大 人と子どもでイメージする姿が違う

の？」といった素朴な「？」をもとに、色々な博物館などから恐竜の全

こともしばしばです。
静岡科学館る・く・るでは、10年ぶりに恐竜をテーマとした企画
展「となりの恐竜展」を、
この冬12月19日
（土）から2021年2月23
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※都合により内容を変更する場合があります。

身骨格や歯をはじめとした化石やレプリカ、模型、体験展示をお借
りしてきています 。ぜひ、
ご家 族でそれぞれがイメージする恐 竜の
姿とどう違うのか確かめに来てもらえればと思います。

〒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：12月1日（火）、8日（火）、9日（水）、15（火） 臨時開館日：12月21日（月） 年末年始休館日：12月28日（月）〜2021年1月4日（月）

企 画 展 関 連 イ ベ ント
わくわく科学工作

おいかけて恐竜！にげてカンちゃん！
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！
磁石を使った工作で、磁石の反発する力について学びます。
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13 日 27 日

時間：13:00〜15:30受付
会場：8階 ワークショップスペース

体験ワークショップ

恐竜の足跡化石の発掘現場を再現！
恐竜の姿、形、大きさを考えてみよう
足跡化石から、
恐竜がどんな姿だったのか考えよう！
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20 日

時間：①13:00 ②13:30 ③14:00
④15:00 ⑤15:30（各回20分程度）
定員：各回16名
講師：延原尊美さん（静岡大学）
会場：8階 ワークショップスペース

体験教室

化石から生物の姿を復元しよう！ 要申込
パズルを組み立てながら、絶滅した生き物の姿を復元しよう。
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土

時間：①10:00〜12:00 ②13:30〜15:30
対象：小学生およびその保護者
定員：12組24名
会場：8階 実験ルーム及び9階 企画展会場

申込方法：12/12（土）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）
協力：静岡西ロータリークラブ

科学茶房

恐竜絶滅の謎に迫る！ 要申込

恐竜絶滅の原因と言われる6600万年前、白亜紀末に起きた小惑星の衝突。
メキシコのユカタン半島に落ちたと言われる小惑星のクレーターやその後の環境変動の
証拠について現地調査している講師に、大量絶滅の最新研究を紹介してもらいます。
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17 日

時間：13:00〜14:30
対象：小学校中学年〜大人におすすめ
定員：80人（定員を変更しました。）
講師：後藤和久さん（東京大学 理学部 教授）
申込方法：12/6（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）
※都合により内容を変更する場合があります。
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第18回 静岡市民芸能発表会
市内で活動している文化団体や市民サークルが
日ごろから練習してきた成果を発表します。
子どもから大人まで様々な世代のグループが、
ヒップホップやストリートダンス、
フラダンスや伝統芸能など
幅広いジャンルで出演します。

12月5日（土）、6日（日）
両日ともに9:30〜17:00（予定）

会

場：静岡市民文化会館

中ホール

入 場 料：全席自由席、無料
申

込：不要
（直接会場にお越しください）

主

催：静岡市

企画・制作：公益財団法人静岡市文化振興財団
問 合 せ：静岡市民文化会館

054-251-3751

静岡大学吹奏楽団

ハートフルコンサート2020「尽きせぬ想ひ」
2020年度、静岡市民文化会館では、新型コロナウイルス感染症の影響で様々なホール公演が中止を余儀なくされました。吹奏楽の
コンサートも例外ではなく、中学・高校などで懸命に部活動等に打ち込んできた皆さんの成果発表も、規模の縮小など、満足な形で
開催できない例が数多くありました。
この公演は、
そうした学生吹奏楽部員の皆さんへの応援と、広く吹奏楽を愛好される皆さんへの
感謝の気持ちを込めて、入場無料で開催します。

12月13日（日）
開場12:30

会

開演14:00

場：静岡市民文化会館

大ホール

出 演：静岡大学吹奏楽団
入場料：全席自由席、無料
（ただし要整理券）
申

込：静岡大学吹奏楽団または
静岡市民文化会館2階事務室にて
11/1
（日）
より整理券配布。
※その他の配布場所については、
お問い合わせください。

共

催：静岡市民文化会館・静岡大学吹奏楽団

問合せ：静岡市民文化会館
静岡大学吹奏楽団
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※都合により内容を変更する場合があります。

054-251-3751
090-8023-3680

新型コロナウイルス感染症予防対策を実施し、公演を行います。
今後の状況によっては、開演時間・座席数など公演に関する
情報が、やむをえない事情により変更する場合がございます。
変更した際には、静岡市民文化会館ホームページ等でお知らせ
いたしますので、あらかじめご了承くださいますようお願いします。

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。
年末年始休館日：12月28日（月）〜2021年1月4日（月）

12 月
【ホール】

2

水〜

主 …主催 問 …お問合せ
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静岡市民劇場第427回例会 劇団銅鑼「センポ・スギハァラ」鑑賞会

木

中ホール 12/2（18：00）18：30〜20：50 12/3（12：30）13：00〜15：20 会員のみ
主 NPO法人 静岡市民劇場
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Hiromi Go Concert Tour 2020-2021 "The Golden Hits"

木

大ホール （17：30）18：30〜20：30 指定席：8,000円（3歳以上有料、3歳未満入場不可）
主 J-スタッフ
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問 054-253-6839

土〜
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問 054-271-5133

第18回静岡市民芸能発表会

日

中ホール 9：30〜17：00（予定） 無料
主 静岡市

（静岡市民文化会館）
問 054-251-3751

ハートフルコンサート2020「尽きせぬ想ひ」

13 日

大ホール （12：30）14：00〜16：00（予定） 無料（ただし要整理券）
主 静岡市民文化会館／静岡大学吹奏楽団

（静岡市民文化会館）
問 054-251-3751

090-8023-3680（静岡大学吹奏楽団）

日本の心と美の祭典 全日本きもの装いコンテスト・きものフェスティバル 東海・中部大会

13 日

中ホール （11：30）12：00〜16：30 自由席：1,000円
主 公益社団法人 全日本きものコンサルタント協会

（鈴木）
問 054-247-2288

吹奏楽ウインターコンサート2020
静岡東高・静高・農高・橘高・静岡学園・市高・城北高・他

19 土

大ホール （15：00）15：30〜19：30 前売：300円 当日：400円
主 静岡東高校 吹奏楽部

（中本）
問 054-261-6636

Six Unlimited コンサートツアー2020 〜オールスターズの企て〜

22 火

中ホール （14：30）15：00〜17：00（18：30）19：00〜21：00 指定席：7,500円
主 株式会社静岡リビング新聞社

問 054-255-1231

【展示室】

9

水〜

11 金

ファランドール
（花もめん）即売会
Ａ展示室 12/9 11：00〜17：00 12/10 10：00〜17：00 12/11 10：00〜15：30 無料
主 ファランドール

問 0120-771-908
※都合により内容を変更する場合があります。

4

第８回清水にぎわい落語まつり
若手から知名度抜群の落語家まで、個性豊かな落語家たちが今年も清水に集結！
笑う門には福来る！ 2公演以上ご来場いただいた方には、特製手ぬぐいプレゼント☆

11月 21日（土）開場13:00

開演13:30

出 演：三遊亭白鳥、桃月庵白酒、昔昔亭A太郎、春風亭昇也
会 場：静岡市清水文化会館マリナート 小ホール
料 金：全席指定3,000円 ※未就学児入場不可

11月 22日（日）開場13:00

開演13:30

出 演：春風亭百栄、林家二楽（紙切り）、三遊亭萬橘、桂伸衛門
会 場：サウンドシャワーアーク（エスパルスドリームプラザ P1立体駐車場1F）
料 金：全席指定2,500円 ※未就学児入場不可

11月 23日（月・祝）2回公演

① 開場11:00 開演12:00 ② 開場15:30 開演16:30
出 演：三遊亭小遊三、春風亭昇太、林家彦いち、立川生志、春風亭昇々（1回目）
、春風亭昇吉（2回目）
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 Ｓ席各5,000円、Ａ席各4,000円、Ｂ席各2,500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+電話 TEL054-353-8885 （9:00〜22:00 月曜休）
・エスパルスドリームプラザ1階駿河みやげ横丁（電話予約不可、10:00〜20:00、お問合せ:054-355-3005）
・チケットぴあ https://t.pia.jp （Pコード:502-985）
・ローソンチケット https://l-tike.com （Lコード:42204）

前月11月号から収容人数制限に一部変更がございました。
各会場、
収容人数を緩和してチケットを販売しています。
必ずマスクを
ご着用の上、
ご鑑賞下さいますようご協力をお願いいたします。
今後も新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
上記掲載事項に
変更が生じる可能性がございますので、
マリナートHP(https://www.marinart.jp)より最新情報をご確認下さい。
主
催：清水にぎわい落語まつり実行委員会
お問合せ：静岡市清水文化会館マリナート TEL：054-353-8885（9:00〜22:00月曜休）

TOKAIグループPRESENTS

静岡交響楽団 三大交響曲スペシャルコンサート

マリナートのフランチャイズオーケストラ、
「 静岡交響楽団」によるスペシャルコンサート。
時代を切り拓いた作曲家たちの不朽の名作で、
この1年を締めくくりませんか。

12月26日（土）開場13：00
出
会
料

開演14：00

演：高関 健（指揮）
、静岡交響楽団（管弦楽）
場：静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
金：全席指定 A席4,500円、B席3,500円、B席学生1,500円
※当日500円増（学生券同額）※未就学のお子様の入場はご遠慮ください
※学生料金は大学生まで

【曲 目】A.ドヴォルザーク：交響曲第9番 ホ短調op.95「新世界より」
F.シューベルト：交響曲第7番 ロ短調D.759「未完成」
L.v.ベートーヴェン：交響曲第5番 ハ短調op.67「運命」
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
当初予定していた独唱・合唱を伴う
ベートーヴェンの第九から上記曲目に変更となりました。
何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

©Rikimaru Hotta

＜チケット取り扱い＞ 好評発売中！
主
催：特定非営利活動法人静岡交響楽団
・静岡交響楽団 TEL：054-203-6578（平日10：00〜17：00） 特別協賛：TOKAIグループ
・静岡交響楽団ホームページ https://www.shizukyo.or.jp
お問合せ：特定非営利活動法人静岡交響楽団
・チケットぴあ TEL：0570-02-9999（Pコード：177-787）
TEL：054-203-6578（平日10：00〜17：00）
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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。
年末年始休館日：12月28日（月）〜2021年1月4日（月）

12 月
【ホール】

2
3
5
6

水

木

土

日

13 日
18 金
19 土
19 土
20 日
25 金
26 土
27 日
27 日

主 …主催 問 …お問合せ

学校法人補陀学園

若竹幼稚園

大ホール （9:00）9:30〜13:00

生活発表おゆうぎ会

主 学校法人補陀学園

若竹幼稚園

問 054-367-1696

関係者のみ

清水年金協会第11回芸能大会
小ホール （9:15）10:00〜14:00

主 清水年金協会
問 054-353-6656

会員のみ

0歳から入れる親子クラシックコンサート
大ホール （10:00）11:00

主 特定非営利活動法人

静岡交響楽団

問 054-203-6578

事前申込制（入場無料） ※受付終了

第26期しみずかがやき塾

（平日10:00〜17:00）

第7回講座

主 しみずかがやき塾
問 054-353-6700

大ホール 未定 会員のみ

S音楽教室

音楽発表会

小ホール （12:30）13:00〜15:30

主 S音楽教室

（清水）
問 090-4083-5663

関係者のみ

【振替公演】
太田克樹 デビュー5周年ホールワンマン 「拝啓、
5年前の僕へ」
小ホール （18:00）19:00

静岡交響楽団

指定席

主 サンデーフォーク

プロモーション

問 054-284-9999

前売 5,000円 当日 5,500円

（月〜土12:00〜16:00）

第100回定期演奏会

大ホール （13:00）14:00〜16:00

指定席

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

問 054-203-6578

（平日10:00〜17:00）

ジャー・パンファン 二胡コンサート
小ホール （13:00）13:30

主 ミンファプラン

藤井フミヤCONCERT TOUR 2020-21
大ホール （15:00）15:30

問 03-5378-5690

自由席 4,000円 ※未就学児入場不可

"ACTION"

主 サンデーフォーク

プロモーション

問 054-284-9999

※一般発売日未定

清水国際高等学校吹奏楽部

（月〜土12:00〜16:00）

第9回クリスマスコンサート

主 清水国際高等学校

吹奏楽部

問 054-366-4155

小ホール （17:00）17:30〜19:30（予定） 自由席 300円

静岡交響楽団

（漆畑・笠井）

三大交響曲スペシャルコンサート

大ホール （13:00）14:00〜16:00

指定席

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

問 054-203-6578

（平日10:00〜17:00）

ROSARIO+CROSSデビュー5周年記念ホールワンマン
「書きかけのペーパーバック」

（月〜土12:00〜16:00）

常葉大学ウインド・サウンズ・アンサンブル 第39回定期演奏会
関係者のみ

プロモーション

問 054-284-9999

小ホール （16:30）17:00 指定席 5,000円

大ホール （17:00）18:00〜20:00

主 サンデーフォーク

※未就学児入場不可

主 常葉大学ウインド・

サウンズ・アンサンブル

問 054-297-6292

【ギャラリー】

17 木 〜 20 日

清水南高等学校芸術科美術展
全 面 9:00〜17:00

※最終日は15：00まで

主 静岡県立清水南高等学校

無料

問 054-334-0431

※都合により内容を変更する場合があります。
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子どものためのコンサート

ロナルド･カヴァイエ＆ヴァレリア･セルヴァンスキー
ピアノ･デュオ･リサイタル

世界各地で意欲的にピアノ･デュオ･コンサートを行っているロナルド･カヴァイエ＆ヴァレリア･セルヴァンスキーがお贈りする子どものため
のコンサート。
親交の深いハンガリーの作曲家G.クルタークの作品
《遊び》
では、
オーディションで選出された子どもピアニストと共演する。

12/5

15:00開演（14:00開場）
全指定￥2,500（静岡音楽館倶楽部会員￥2,250、22歳以下￥1,000）親子券￥3,000

※このコンサートは小学校高学年から中学生を主な対象としています。
※3歳児からご入場いただけます（チケットが必要です）。
※演奏中、静かにご鑑賞いただけなくなった場合は、一旦ご退席くださいますようお願いいたします。

曲目
出演
《ドリー》組曲 op.56
ロナルド･カヴァイエ、
ヴァレリア･セルヴァンスキー（ピアノ） G.フォーレ：
1.子守歌 2.ミーアーウ 3.ドリーの庭 4.キティ･ワルツ 5.優しさ 6.スペインのワルツ
遠藤紗和（子どもピアニスト）
M.ラヴェル：
《マ･メール･ロワ》
（マザーグース がちょうおばさんのおはなし）
星野紘行（子どもピアニスト）
1.眠りの森の美女のパヴァーヌ 2.おやゆび小僧 3.レドロネット、パゴドの皇妃 4.美女と野獣の対話 5.妖精の国
G.クルターク：
《遊び》
より
（子どもピアニストとの共演）
C.ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲
小組曲
1.小舟にて 2.行列 3.メヌエット 4.バレエ

静岡音楽館AOI「子どものための音楽ひろば」特別演奏会

ホルンが奏でるアニメ･ポップスコンサート
いまどきのアニメ･ソングやポップスをホルンでかっこよく歌い上げる、
ぜったい聴きたくなるコンサート！

12/6

15:00開演（14:00開場）※16:00 終演予定
全指定￥500 ※静岡音楽館倶楽部会員割引はありません。

対象：小学校1年生〜中学校3年生およびその保護者
（大人のみの入場は不可）
※3歳児からご入場いただけます。 ※このコンサートは休憩がありません。

曲目
出演
で学ぶ音楽の秘密！
（大野克夫：名探偵コナン）
大野雄太（ホルン） 「名探偵コナン」
より
〈私のお気に入り〉
川瀬由紀子（ピアノ） R.ロジャース：ミュージカル《サウンド･オブ･ミュージック》
A.メンケン：ディズニー映画「美女と野獣」
より メインテーマ
イワツボコーダイ／吹野クワガタ：明日へ（Little Glee Monster） ほか

オルガン￥500コンサート

クリスマス★コンサート 水野均

完売

AOIが誇るパイプオルガンの調べを￥500で体感できる！

12/12

14:00開演（13:00開場）
全自由￥500 ※静岡音楽館倶楽部会員割引はありません。

※未就学児はご入場いただけません。 ※このコンサートは休憩がありません。

曲目
出演
L-C.ダカン：グラン･ジュとデュオによるノエル
水野均（オルガン）
長瀬正典（サクソフォン） R.ジャゾット：アルビノーニのアダージョ ト短調
J.S.バッハ：神のひとり子なる主キリスト BWV601
イエス･キリストよ、賛美をうけたまえBWV604
甘き喜びのうちに BWV608
高き天よりわれは来たれり BWV606
E.ボザ：アリア
C.フランク：前奏曲、
フーガと変奏 ロ短調
E.モリコーネ：ガブリエルのオーボエ
クリスマス･キャロル ジャズ風クリスマス（水野均 編）

日本人と自然 〜自然、
そして人間に対する、
あたたかく、
深い、
こまやかな思いやりの歌〜

聲明《月の光言》― 明恵上人集より ―
「冬の月」
三首と光明真言が描く新作聲明《月の光言》。
天台・真言両宗の僧侶による荘厳な聲明の世界をご堪能ください。

12/19

15:00開演（14:00開場）※16:40 終演予定
全指定￥3,500（静岡音楽館倶楽部会員￥3,150、22歳以下￥1,000）

※未就学児はご入場いただけません。 ※この公演は休憩がありません。
※開演後、途中入場はできませんので、時間に余裕をもってご来場ください。

演目
出演
声明の会・千年の聲（聲明） 聲明《月の光言》―明恵上人集より―
新作聲明 唄〈あかあかや〉、法則〈光明〉、語り
〈生死〉、回向伽陀（桑原ゆう 作曲）
新井弘順（聲明）
古典聲明 散華、錫杖、釈迦念仏、諸真言（天台魚山聲明、真言豊山聲明）
田村博巳（構成･演出）

14:30〜14:45

桑原ゆう
（作曲家）
と田村博巳
（演出家）
によるプレ･コンサート･トークがあります。

※本公演のチケットが必要です。
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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。
年末年始休館日：12月28日（月）〜2021年1月4日（月）

12 月

3

主 …主催 問 …お問合せ

木

5

土

6

日

8

火

10 木
12 土
13 日
16 水
17 木
19 土
23 水

常葉大学短期大学部音楽科第30回定期演奏会
ホール （18：00）18：30〜21：00

主 常葉大学

短期大学部音楽科

問 054-263-1125

1,000円

子どものためのコンサート ロナルド・カヴァイエ＆ヴァレリア・セルヴァンスキー ピアノ・デュオ・リサイタル

静岡音楽館AOI「子どものための音楽ひろば」特別演奏会 ホルンが奏でる アニメ・ポップス・コンサート
ホール （14：00）15：00
※16：00終演予定

全指定500円
※3歳児からご入場いただけます。
（チケットが必要です。
） ※大人のみの入場は不可。

クラシックとセイロンティーVol.24 エキゾティッククリスマスコンサート
ホール （17：30）18：30〜20：30

19：00〜20：30

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

無料（要申込）

※15：00終演予定

均 完売

主 静岡音楽館AOI

全自由500円 ※未就学児はご入場いただけません。

静岡フィルハーモニー管弦楽団特別演奏会
ホール （13：00）14：00〜16：00

指揮 大山平一郎 オルガン 大木麻理

第15期ピアニストのためのアンサンブル講座（第8回） 講義・実技レッスン
聴講 一般・会員：1,000円、22歳以下：無料
※実技レッスンだけの場合、会員無料。 ※未就学児はご入場いただけません。 ※当面の間、聴講を停止しております。

聲明《月の光言》
−明恵上人集より− （プレ・コンサート・トークあり）
ホール （14：00）15：00
※16：40終演予定

全指定3,500円、会員3,150円、22歳以下1,000円
※未就学児はご入場いただけません。

サークル“この1曲”をとことん語る
講堂

19：00〜20：30

問 054-251-2200

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

無料（要申込）

ふたりでピアノは親しみの音楽
静岡音楽館AOI

主 静フィル 事務局

主 静岡音楽館AOI

聴講 一般：1,000円、会員・22歳以下：無料
※会員無料。 ※未就学児はご入場いただけません。 ※当面の間、聴講を停止しております。

講堂・ホール 10：00〜19：30

問 054-251-2200

問 054-270-3151

2,000円

第15期ピアニストのためのアンサンブル講座（第7回） 実技レッスン
ホール 13：30〜19：30

問 054-251-2200

日本親善クラブ
赤石千穂
問 090-1742-8421

3,000円

オルガン¥500コンサート クリスマス★コンサート 水野
ホール （13：00）14：00

主 静岡音楽館AOI

主 スリランカ

講演会「作曲家入門：E.エルガー」
講堂

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

ホール （14：00）15：00 全指定2,500円、会員2,250円、22歳以下1,000円、親子券3,000円
※3歳児からご入場いただけます。
（チケットが必要です。
）

学芸員

小林

旬

連弾とは1台のピアノをふたりで演奏すること。4手ともいう。
シュー
ベルトの軍隊行進曲やブラームスのハンガリー舞曲ならクラシック
音楽をほとんど聴かない人でも
「あ〜、
なんか聴いたことある♪」
と
いう連弾曲。家族や友人と演奏することが多く、19世紀にはインター
ネットはもちろんレコードもラジオもなかったので、交響曲などを家庭で
愉しむのにも、連弾に編曲されたものを自分たちで演奏してみたり
していたのです。
フランスではなぜか連弾曲は、家庭のなかでも子どものための音楽
という傾向もあって、
とくにすてきなのはラヴェルの《マ･メール･ロワ》。
世界じゅうの子どもたちに親しまれている「マザー･グース」のこと
で、つまり
「がちょうおばさんのおはなし」。
ラヴェルはそのたくさん

の童話から
「眠れる森の美女」
と
「親指小僧」、
ほかに「美女と野獣」な
ど5曲を作曲しました。
ビゼーの小組曲《子どもの遊び》は〈ぶらんこ〉、
〈回転木馬〉、
〈しゃぼん玉〉
といった短い12曲からなる組曲で、
ドビュッ
シーの小組曲はそれにならったのかもしれません。
これはヴェルレーヌ
の詩集『 艶めく宴 』からの幻想的な
〈小舟にて〉
と、猿と子どものいた
ずらな
〈行列〉。それと、バロックへのあこがれを感じさせる
〈メヌエット〉
と
〈バレエ〉
の4曲。
フォーレの組曲《ドリー》は、
のちのドビュッシーと結婚
するエンマの娘の誕生日ごとに捧げられました。
どれも、子どもたちへの優しい想いでつくら
れた極上のプレゼントです。それぞれの作品の
もとになっている物語や言葉をイメージしながら
聴いてみると、彩どり豊かな世界が心のなかにひ
ろがる音楽です。静岡音楽館AOIで、
こうした作
品を1 2月5日に演 奏します（ビゼーはありませ
ん）。ぜひ、親子で聴きにきてください。
※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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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。
年末年始休館日：12月28日（月）〜2021年1月1日（金・祝）

ライデン国 立 古 代 博 物 館 所 蔵

古 代 エ ジ プト 展
しずび初の文明展

最 新 技 術 で 解 き 明 か すミイラ の 秘 密

ヨーロッパの5大エジプト・コレクションで知られるオランダ・ライデン国立古代博物館は、世界で最も
古い国立博物館の一つです。本展では質・量ともに優れた古代エジプト・コレクションより、人や動物
のミイラや棺、石碑、貴重なパピルスなど約250点を選りすぐり、3000年にわたり繁栄した古代
エジプトの世界を展観します。
また同 館 の 長 年 の 調 査 研 究で 明らかになった古 代 エジプト人 の 生 活や 社 会 、死 生 観などを紹 介
します。さらに、本展に出品されるミイラをCTスキャンし、その成果をデジタル画像処理した映像で
世界初公開するなど、最新の科学技術による、当時の人々の医学的な知識や
ミイラ作りの過程、色やかたちに込められた美意識なども解き明かします。

《 王の書記パウティのピラミディオン》 新王国時代
すべてライデン国立古代博物館

《 パディコンスの『 死者の書 』》 第3中間期

会
休

期：
館

《ホルの外棺 》 後期王朝時代

All images©Rijksmuseum van Oudheden （Leiden, the Netherlands）

2020年12月19日(土)−2021年3月31日(水)

日：毎週月曜日（ただし1/11（月・祝）、3/29（月）は開館）、1/12（火）、年末年始（12/28−1/1）

開 館 時 間：10：00−19：00(入場は閉館の30分前まで)
観

覧

料：一般1,500(1,300)円、大高生・70歳以上1,000(800)円、中学生以下無料
＊(

)内は前売料金

＊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

展示室内の混雑緩和のため、日時指定制（web予約）を導入しています。詳細はHPをご覧ください。
前

売

券：11月13日（金）から12月18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：42224]、セブンチケット[セブンコード：086-176]、
チケットぴあ[Pコード：685-395]、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、大丸松坂屋静岡店友の会、中日新聞販売店

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、テレビ静岡、

中日新聞東海本社、ライデン国立古代博物館
後

援：外務省、オランダ王国大使館、静岡市教育委員会、静岡県教育委員会

協

賛：大日本印刷、静岡銀行

協

力：ヤマトグローバルロジスティクスジャパン

※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）
哲学対話塾2020

12/19（土）

（全1回）

13：00〜17：00

12/22（火）〜25（金）の スタディルームあおい 冬
10：00〜16：00

（全1回）

・19（火）
・26（火）の
1/12（火）

美と健康を作る
骨盤底筋エクササイズ

10：00〜12：00

（全3回）

「生きるとは」など、人の営みの中
で、存在の根源をプラトンの著書
を題材に会読し、哲学対話を行い
ます。

15人

一般500円
学生無料

勉強に取り組む、出入り自由の学
習環境を提供します。
※宿題や課題は持ち込みになり
ます。

小学生
（定員30人）

無料

骨盤底筋を鍛えながら、健康生活
を維持するためのストレッチを行
います。

成人
20人

1人500円

12/22(火)、
10:00〜・申込順

12/10(木)必着

・20（水）
・27（水）の
1/13（水）

シニアストレッチ
（全3回）

中高年代層に向けて、健康維持を
推進します。

60歳以上の方
20人

1人500円

12/23(水)、
10:00〜・申込順

・22（金）
・29（金）の
1/15（金）

みんなで賢い
消費者になろう！

安心安全な市民生活の過ごし方
を学びます。

成人
10人

1人500円

12/18(金)、
10:00〜・申込順

パソコン初級講座
（基礎編）

ファイル管理、インターネット利用
などパソコンの基礎的な操作方
法を学びます。

14人

1人1,000円

12/18(金)必着・
1枚1人

パソコン初級講座
（Excel編）

Windowsの
Excelを用いた表の作成方法や、
基本的な操作を
簡単な数式の活用方法を学び
取得済みの方
ます。
14人

1人1,000円

12/18(金)必着・
1枚1人

伝統工芸の一閑張で篭をつくり
ます。

1人2,500円

12/19(土)必着・
年代も記入

13：30〜15：30

10：00〜12：00

（全3回）

1/15〜2/12の
毎週金曜日
10：00〜12：00

（全5回）

1/15〜2/12の
毎週金曜日
13：30〜15：30

（全5回）

・23（土）
・30（土）の
1/16（土）

初めての一閑張

1/31（日）

我が家の地域の
防災対策

（全3回）

13：30〜15：30

10：00〜11：30

2/7（日）

13：00〜15：00

（全1回）

家庭で取り組める防災対策や避
難所での生活について学びます。

葵生涯学習センター×静岡科学館
お天気カフェ
サイエンストーク。常葉大学山根
「気象観測のススメ
悠介准教授に気象観測について、
〜天気をはかってみよう〜」 体験工作もしながらお話いただき
（全1回）

成人
15人

開館時間／9：00〜21：30
休館日／第2・第4月曜日
年末年始休館日 12月28日（月）〜2021年1月4日（月）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
年末年始休館日 12月28日（月）〜2021年1月4日（月）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
年末年始休館日 12月28日（月）〜2021年1月4日（月）
30人

無料

12/19(土)、
10:00〜・申込順

30人

無料

12/20(日)、
10:00〜・申込順

12/8(火)、
10:00〜・申込順

ます。

西部生涯学習センター
・26（火）
・2/9（火）の
1/12（火）
10：00〜12：00
※2/9雨天時2/12（金）

1/15（金）・2/19（金）・3/19（金）の
10：30〜12：00

1/20〜3/17の
隔週水曜日
19：00〜21：00

1/23（土）

10：00〜12：00

はじめての
花壇づくり講座

花の手入れや土作り等、ガーデニ
ングの基礎を学びます。最終回は
センター花壇にみんなで花を植
えます。

15人

1人1,000円

冬の親子お料理ごっこ

未就学児（1歳から）の料理体験
講座です。

未就学児（1歳から）
と
その保護者4組8人

1組3,500円

（全3回）

（全3回）

西部ときめき
女子カレッジ
（全5回）

親子で学ぶ
おこづかい講座
〜おこづかい帳のつけ方〜
（全1回）

心もからだも、もっと美しく、もっ
と輝く
「わたし」になるために！女
性が知っておきたい、身に着けた
い知識や暮らしの「ヒント」を学び、
仕事や生活に活かしましょう！

成人女性
20人
※託児あり

おこづかいの使い方、おこづかい帳
のつけ方を学び、実際に模擬貨幣
を使ってお買い物を体験し、記帳し
ます。また、保護者同士でおこづか
いの与え方やおこづかい帳につい
て話し合います。

小学生と
その保護者
15組

12/14(月)必着･
1枚1組・
子の名前と年齢と月齢、
アレルギーの有無も記入

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
年末年始休館日 12月28日（月）〜2021年1月4日（月）

1人2,000円
（託児希望の場合は 12/14(月)必着、
託児希望の場合は
1人につき
別途500円/回） 子の名前と
年齢(月齢)も記入

1組700円

12/16(水)、
10:00〜・申込順

※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

東部生涯学習センター
①12/23（水）

いざという時に役立つ
防災クッキング

災害でライフラインが止まった時
に役立つ調理法や防災について
のミニ知識を学びます。

各回
8人

1人500円

12/9(水)、
10:00〜・申込順

いまさらきけない
「Zoom」の基本

Web会議システム「Zoom」を使用
した会議・セミナーの「ホスト」
とし
て知っておくべき機能やノウハウ
を学びます。

16人

無料

12/13(日)、
14:00〜・申込順

パパのための
ベビーマッサージ

赤ちゃんと楽しくスキンシップを
図りた い パ パ の た め の ベ ビ ー
マッサージ体験講座です。

生後2か月〜
ハイハイ前の
子どもとその父親
10組20人

1組800円

12/12(土)、
10:00〜・申込順

13：30〜15：30

整理収納で減災！
安心安全な暮らし作り

日常生活にも非常時にも役立つ
整理収納を学ぶ女性向け講座
です。

成人女性
20人

無料

12/8(火)、
14:00〜・申込順

・22（金）
・30（土）の
1/15（金）

楽しく備える！
子育てママの防災講座

日常生活や子どもとのレジャーに
も役立つ防災知識を学びます。最 小学生までの子の母親
16人
終回はお子様も一緒に参加可能
です。
（子の同伴は1人まで）

1人500円

12/11(金)、
10:00〜・申込順

無料

12/12(土)、
14:00〜・申込順

10：00〜12：00

②12/25（金）

（各全1回）

10：00〜12：00

12/26（土）
13：30〜15：00

（全1回）

1/9〜30の
毎週土曜日
10：00〜11：00

・19
（火）
1/12（火）
の

10：00〜11：30

・23
（土）
1/16（土）
の
13：30〜15：00

（全4回）

（全2回）

（全3回）

東部防災講座
ご自宅やご近所など身近に暮らす
地域で暮らすペットと防災 ペットの防災について学びます。
麻機自然観察会
〜冬鳥の観察〜

・2/6
（土）
1/23（土）
の
10：00〜11：30
※2/6雨天時2/14(日)

（全2回）

ワードを活用！
チラシ作成講座

1/27〜2/17の
毎週水曜日
13：30〜15：30

1/31（日）

10：00〜11：30

20人

（全2回）

（全4回）

目の錯覚でアートしよう
（全1回）

麻機遊水地で見られる野鳥につ
3歳以上20人
いて、講義とバードウォッチング （小学生以下保護者同伴） 1人200円
で学びます。

12/19(土)、
10:00〜・申込順

ワードを使い、チラシの作り方を
学びます。

パソコンの
文字入力ができる方
12人

1人1,000円

12/23(水)、
13:30〜・申込順

人間の目のつくりを学び、目の錯覚
を利用した工作をします。

小学生
15人
（保護者同伴）

1人300円

12/25(金)、
10:00〜・申込順

今川義元の生涯、今川時代の静
岡のくらし・文化・祭について、マ
ンガを使ってわ かりや すく学 び
ます。

中学生以上
20人

1人500円

12/16(水)、
10:00〜・申込順

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
年末年始休館日 12月28日（月）〜2021年1月4日（月）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
年末年始休館日 12月28日（月）〜2021年1月4日（月）

北部生涯学習センター
マンガで学ぶ！
『今川義元』

・24（日）
・31（日）の
1/17（日）
10：00〜12：00

1/19〜2/16の
毎週火曜日
10：00〜11：30

（全3回）

親も学ぶ 子育て講座
（全5回）

幼少時に大人がどう関わるかは大事なポ
イントです。
子どもを見守るとは？外遊び、 3歳〜小学3年生の
保護者20人
生活習慣、幼少時にこそ教えたい「性」
1人1,000円
※託児あり
のことなど、幼少期の関わりの中で大切 （1歳以上・要予約・有料）
にしたい視点から、子育てを考えます。

12/15(火)、
10:00〜・申込順

藁科生涯学習センター
1/10〜2/7の
毎週日曜日
13：30〜15：30

学ぼう！自分を鍛える
体幹トレーニング
（全5回）

最近よく耳にする「プランク」、
「クラン
チ」等の体幹トレーニングを学んで、身
体を鍛えてみませんか？トレーニング
の手法の確認と、その効果を静岡市体
育協会の講師がコーチします。

50代までの成人
15人

1人2,500円

12/13(日)、
14:00〜・申込順

地域の歴史、
くずし字の読み方の
解説をとおして、古文書を読むポ
イントを学びます。

20人

1人500円

12/4(金)、
10:00〜・申込順

1人500円

12/9(水)、
10:00〜・申込順

静岡市に在住する
60歳以上の方
20人

無料

12/16(水)、
14:00〜・申込順

12人

1人2,000円

12/4(金)、
14:00〜・申込順

3歳〜小学3年生の
保護者20人
※託児あり
（1歳以上・要予約）

1人1,000円

12/17(木)、
10:00〜・申込順

中学生以上
10人

1人500円

12/13(日)必着・
1枚1人
多数抽選

30人

無料

12/18(金)、
14:00〜・申込順

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
年末年始休館日 12月28日（月）〜2021年1月4日（月）

西奈生涯学習センター（リンク西奈）
1/8〜2/12

古文書解読講座

の
おおむね毎週金曜日
10：00〜11：30

（全4回）

基礎から学べる！
スマホ・タブレット

・2/3
（水）
1/20（水）
の
10：00〜12：00

・2/17
（水）
1/27（水）
の
13：30〜15：30

（全2回）

文字入力からLINEの使い方まで、 スマホ・タブレット
初心者
スマホ・タブレットの基本操作や
10人
活用方法を学びます。
「発掘調査からみる戦国末期の駿

みのり大学体験公開講座 府のまち」、
「『令和』
と静岡の万葉
（全2回）

集」について学びます。

南部生涯学習センター
12/18（金）・1/15（金）・2/19（金）の
18：30〜20：30

1/14〜2/18の

毎週木曜日
（2/11を除く）
10：00〜11：30

（全3回）

西洋の書道ともいわれるカリグ
ラフィー。季節や挨拶のカードを
作ってみたい方を対象とした入
門講座です。

子育てとお金について、教育学や
家庭教育学級
金融、ライフプランニング等の分
〜子育てとお金のはなし〜 野から専門家を招き、楽しく学び
（全5回）

ます。

1/17（日）

はじめての水引細工
（全1回）

初心者向けの水引細工講座です。
梅結びのブローチを作ります。

1/22（金）

しずび出前講座
国宝の名刀

日本刀の奥深さや鑑賞の楽しみ
方などを学ぶ講座です。

13：30〜15：00

19：00〜20：30

11

カリグラフィー入門

（全1回）

※都合により内容を変更する場合があります。

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
年末年始休館日 12月28日（月）〜2021年1月4日（月）

日

時

講

座

名

内

容

対

象

会

費

申込方法

長田生涯学習センター
プログラミングと
スクラッチ体験

1/24（日）

10：00〜12：00

（全1回）

プログラミングとスクラッチ体験 小学1〜2年生の子と
その保護者
をします。
10組

1組500円

1/11(月・祝)必着、
学年も記入

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
年末年始休館日 12月28日（月）〜2021年1月4日（月）

大里生涯学習センター
子どもたちがネットトラブルに巻

子どもとネットの関わり方 き込まれないようにするための対

1/23（土）

（全1回）

13：30〜15：00

策について考えます。

小中学生の子の
保護者
30人

無料

12/18(金)、
10:00〜・申込順

女性
15人

1人300円

12/22(火)必着・
年齢も記入・
1枚1人

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）
楽しく学ぶ免疫力UPの
為の食事のコツ

1/22（金）

10：00〜12：00

（全1回）

免疫力を高めるポイントや食事の
方法について学びます。
※聴講型講座です。

健康文化交流館「来・て・こ」
（駿河生涯学習センター）
いつでもどこでも！
すこやか体操

1/7〜2/18の

木曜日
（2/11を除く）
13：30〜15：30

（全6回）

全身のストレッチや脳、体幹のト
レーニングなどを通じて健康を保
つための運動について学ぶ。

医師からの
運動制限のない方
15人

1人2,000円

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
年末年始休館日 12月28日（月）〜2021年1月4日（月）

12/3(木)、
13:30〜・申込順

南部勤労者福祉センター
◆フィットネス講座
日

19歳以上の健康な人

各12人

時

コース

1/18 〜 3/22

休講日

会 費 ※施設使用料別途

ピラティス月曜（全10回）

①

月曜日19：30〜20：30

②

〜
木曜日13：30〜14：30

入門ヨガ木曜（全10回）

2月11日（木・祝）

3,500円

③

〜
火曜日19：30〜20：30

1/12 3/23

ヨガ火曜（全10回）

2月23日（火・祝）

3,500円

④

〜
金曜日 ①18：10〜19：10 ②19：30〜20：30

1/8 3/12

ヨガ金曜（全10回）

⑤

〜
木曜日19：30〜20：30

1/7 3/18

入門エアロ木曜（全10回）

⑥

〜
土曜日10：30〜11：30

1/9 3/13

初級エアロ土曜（全10回）

2,000円

⑦

〜
水曜日19：30〜20：30

1/13 3/17

中級エアロ水曜（全10回）

2,000円

1/7 3/18

申込方法：

3,500円
2月11日（木・祝）

2,000円
開館時間／9：00〜21：30
休館日／日曜日
年末年始休館日 12月27日（日）〜2021年1月5日（火）

12/10（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

◆初心者対象パソコン相談室
日

時

①13：30〜14：30
（金）
②14：45〜15：45

1/8

1/22

（金）

申込方法：

3,500円

①13：30〜14：30
②14：45〜15：45

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⑲
初心者対象
パソコン相談室⑳

内

容

会

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。

費

100円
（施設使用料）

12/11(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

「家庭教育学級公開講座

高濱正伸子育て講演会」

静岡市葵生涯学習センターでは9月8日
（火）
に「高濱正伸子育て講演
会〜母親だからできること〜」
を開催しました。
子育てをしていると、
「本当にこれでいいのかな？」
と悩む瞬間が度々訪れ

イベ ントレポ ー ト
静岡市葵生涯学習センター

山河 彩加

こと。子育てに追われる中、母親も自分の心を安らげられる支えを持ってお
きたいということ。
そして、
「 我が子がとても心配」
なだけで十分立派な母親
であるということ。笑いあり、感動ありであっという間の90分でした。

ます。私自身二人の子の母親ですが、子育てと仕事の両立のため、
いつも

講演アンケートには、
「いつも子どもにガミガミ言ってしまい、
自己嫌悪の

時間と戦い、頭の中は毎日の生活をこなす段取りでいっぱい。いつも笑顔

日々。先生のお話は思い当たることが多すぎて笑ってしまいました。今日から

でいたいのについ怒ってしまったり、理想通りにいかずイライラしてしまった

変わってみたい。」
「 母は太陽。笑顔で過ごしていきたい。」
「とても前向きに

り、
自分を責めてしまうことは少なくありません。同じ迷いや悩みを抱えている

なりました。子どもに会うのが楽しみです。」
「 夫婦でよく話し合いたいと思い

たくさんのお母さん、
お父さんを元気にしたい。
そんな思いからこの講演会を

ます。」等、多くの感想が寄せられました。毎日奮闘するお母さん、
お父さん

企画しました。

が、少しでも勇気づけられる機会となっていれば、嬉しく思います。

講演会当日は、
コロナ禍の中、多くの方にご来場いただきました。親だか

本講演会を皮切りに8つの生涯学習センターで、子育て中の保護者を

らできることをテーマに、
自立した子どもに育てるために親ができることは何

対象にした
「家庭教育学級」
がスタートします。センターによって
「育ちの土

か、多方面からお話しいただきました。子どもの成長に合わせて、経験を積ま

台づくり」
「 思春期講座」
「 家庭学習の手立て」のどれか一つをテーマにし

せていく必要があること。夫婦が一緒に子育てするために信頼関係が重要

ています。
それぞれの家庭に合った子育てのあり方が見つかる手助けにな

なこと。
とは言っても違う人間、
いつも分かり合えるとは限らないと知っておく

れば何よりです。

※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、蒲原について特集します。

堀川・堀河とは︑人工的に開削された
河川のことをいいます︒自然河川に対し
て︑農業用の水路や水運の運河＝水道
として使うために掘削されたもので︑疏
通・疏水とも呼ばれます︒
新 蒲 原 駅の南に位 置 する蒲 原三丁
目に﹁ 堀 川 ﹂と通 称される地 区があり︑
自治会館も﹁ 堀川会館 ﹂といい︑地区内
に堀川が築かれています︒
この堀 川は﹁ 庵 原 郡 中ノ郷 村より蒲
原 宿に至る一等 富 士 川 筋 新 疏 通 ﹂とし
て︑1 8 7 3 年 月﹁ 請 願 人 駿 河 国 庵
原 郡 蒲 原 宿 塩 坂 長 兵 衛 外六人 甲 斐
国山梨郡住吉村坂本敬蔵外三人﹂
が築
造の計画を出願しています︒﹃ 明治初期
静岡県史料 ﹄第二巻が
﹁ 山梨郡佳吉村 ﹂
とするのは︑誤植でしょう︒
今まで︑富士川上流の鰍沢・青柳・黒
柳の三河岸からの積み荷
︵下げ米︶
は︑
水
運で岩淵まで運ばれ︑
ここで駄馬に積み
替え︑蒲原浜まで陸運が行われていまし
た︒蒲 原 浜からの積み荷︵ 上 げ塩 ︶
は逆
コースで︑
甲斐へ搬送されていました︒
庵原郡中ノ郷村付近に新しく運河を
整備して︑岩淵河岸〜蒲原浜の搬送を
陸運から水運に替えるために堀川を築
こうというのです︒その規模は︑﹁堤延長
千四百七十九間 馬踏六尺 高三尺七寸
敷一丈三尺弐寸／川長千七百九十三間
三尺 ﹂︑費用は﹁ 金壱万三千三拾五円五
拾八銭弐厘﹂︑償却のため1875年か
ら﹁四ヶ年間︑塩一俵金弐銭六毛八糸﹂を
徴収しようという計画です︒
12

1 8 7 4 年 3 月 許 可 ︑ 月工事 着
工︑翌 年 落 成し︑﹁ 通 船 相 開き︑食 塩を
始め諸 荷 物 共 ︑運 輸の便 をなし︑然る
処 ︑先 般 取 調べ候 潰れ地 相 成るべく 反
別の内 ︑船 溜より百 十五間 ︑水 路 を 疏
通︑従前の谷川え合併し︑
それより海面
え余水相落ち候処︑昨八年七月中暴風
の際︑海浪打揚げ︑遂に口両岸杭柵︑悉
く破損に及び候に付き︑即時修繕差加
へ候処︑素より海辺え接近の地にて︑杭
柵 占︵ママ︶
り等もこれ無く ︑保ち方も相
成り難く︑竟に颶風怒涛泝り︑船溜は勿
論︑其他会社設立の敷地及び田畑等迄
潰れ頽て及ぶべし︒因て現 今の余 水 吐
を閉鎖し︑別紙絵図面朱印の通り向田
川末流え更に弐百八十五間︑水路を疏
通し︑同川え合併︒それより海面え余水
落し候得ば︑今後風浪の為め崩壊の害
12

を除き︑
毎歳修繕の冗費を省き︑
水道永
続の目途相立ち候に付 ︑潰れ地相成る
べく地所持主共え示談の上︑買受け︑其
余 入 費 共 ︑結 社 人 共 ︑悉 皆 自 費を以て
水 路 疏 通 致し度き段 ︑願 出し候 間 ︑官
員 派 遣 ︑実 地 検 査 致し候 処 ︑申 立ての
趣︑事実相違無く︑且つ近隣故障の筋こ
れ無きに付き︑願意承り︑届け申し度き
伺いの通り御許可相成り候はば︑
減租の
儀︑大蔵省え相伺ひ候様︑仕るべく候︒
静岡県令 大迫貞清
明治九年
︵1876︶
八月廿五日
内務卿 大久保利通殿﹂

運河の運用開始早々︑暴風波浪によ
り船 溜が破 損し︑堀 川の水が駿 河 湾に
吐き出せないという悪況に陥ってしまい︑
向田川末流
︵実際には山居沢川︶
の流れ
を利用した修繕の出願をし︑
九月﹁自費
を以て水 道 堀 継ぎの儀 ︑聞 届け候 ︒⁝
潰れ地︑⁝減租の儀は大蔵省え申出ず
へき事 ﹂と内務卿の指令が届きました︒
新水路となる潰れ地は減免です︒
ただちに︑富士川運輸会社による﹁蒲
原 地 内 疏 通 新 設 ﹂工 事 が 行 わ れ ︑翌
1 8 7 7 年 6 月に落 成しました︒この
﹁ 蒲 原 宿 地 内 水 路 堀 継 疏 通 ﹂の船 溜が
設 置されたところが︑蒲 原三丁 目の堀
川地区です︒
七難坂とよばれる岩淵〜蒲原の山越
えは︑馬による陸運から船による水運へ
と搬 送 法を変えて︑運 河が作られまし
たが︑時 代は車 両による輸 送の時 代で
す︒1873年蒲原〜鈴川の便道が開
通 ︒水 運の富 士 川 運 輸 会 社に対して︑
鰍沢の送達会社が岩淵に分社を置き︑
陸 送 業 務を行い︑さらに1 8 8 1 年 拡
達会社となり︑1889年東海道鉄道
の開 通で貨 物 輸 送が主 流となり︑舟 運
の時代は終わります︒
水 運の役 目 を 終えた堀 川 地 区の船
溜の痕 跡は︑北 側は鉄 路のために確 認
できませんが︑南側の海浜側には堤状の
遺 構があり︑廻 船が停 泊していた地 形
を 残しており︑運 河の跡は排 水 路とし
て︑水路疏通
︵疏水︶
の景観を形成して
います︒
また︑富 士 市 立 富 士 川 第一中 学 校 付
近でも運河の跡を見ることができます︒
堀川の疏通
︵疏水︶
景観は︑蒲原宿の
近代和風建築群とともに︑蒲原の近代
化景観のひとつです︒
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曽根 辰雄（大阪歴史学会・地域文化財学専攻）

堀川 −水路疏通
（疏水）
景観のまち−

ばら

蒲原

かん

現在の堀川運河（静岡県「しずおか河川ナビゲーション」HPより引用）

次回もお楽しみに。

「しずおか中部連携中枢都市圏ビジョン」登載事業

するが
文化の散歩道
スタンプラリー
静

しずぶんツアー vol.3

岡県中部は、
日本近代史に名を残した文化人にゆかりがある地域です。

静岡市、焼津市、藤枝市にある各館を巡るスタンプラリーを通して、彼らの
作品やそれらを育んだ風土を体感し、静岡の魅力を再発見してみませんか。

期 間

会 場

12月9日

〜2021年3月14日

中勘助文学記念館、静岡市立芹沢銈介美術館、焼津小泉八雲記念館、
藤枝市郷土博物館・文学館

期間中、訪れた施設数に応じて、
ノベルティをプレゼントします！
詳しくは、チラシ・HP等をご確認ください。

しずぶんツアーとは？
静岡にゆかりの文化人ならびに静岡の文化をみなさんに知ってもらい、その魅力を紹介するツアー。
静岡の文化に親しみ、新たな静岡の魅力を見つけられるきっかけとなれば幸いです。
※今回は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、
スタンプラリー形式で実施します。

主

催：静岡市、焼津市、藤枝市

協

力：静岡県立大学 細川ゼミ

企画・制作：公益財団法人静岡市文化振興財団、静岡市立芹沢銈介美術館、焼津小泉八雲記念館、藤枝市郷土博物館・文学館
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）
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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
年末年始休館日 12月29日（火）〜2021年1月3日（日）

12 月

入場無料

8

主 …主催

火

問 …お問合せ

15

10

火

木

13

日

静岡県建築士
事務所協会主催
建築系高校生設計コンペ

第28回黄和会、
墨楽印社書道
篆刻作品展

第１展示室

第４展示室

10：00〜17：00（最終日16：00まで） 10：00〜17：00
無料
（初日14：00〜、最終日15：00まで）
無料
主 一般社団法人
主 黄和会
静岡県建築士事務所協会
問 054-251-9190
問 090-9268-2160 黄 教奇
2020年10月13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。
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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
15:00〜21:00、
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
11:30〜13:20、15:00〜22:00、
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

静岡市葵区紺屋町3-10

41 ビュッフェレストラン クロスロード

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

※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。

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

中島屋グランドホテル

中西ガレージ
駐車料金 100円引券プレゼント

TEL.054-253-1151

※定休日はHPをご確認ください。

ランチビュッフェ
（90分制）
11:30〜14:30
（L.O.14:00）

200円oﬀ

ディナービュッフェ
（120分制）
17:00〜20:30
（L.O.20:00）

ソフトドリンク付き300円oﬀ、飲み放題付き500円oﬀ
葵タワー

静岡市葵区紺屋町17-1

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

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

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

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

11:00〜15:30
（L.O.15:00）

17:00〜21:30
（L.O.20:50）
43 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）
45 入船鮨 葵タワー店（B1）ランチ：スタンプ2倍
TEL.054-251-9178

英会話無料体験レッスン1回

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

※情報は変更になる場合があります。
詳しくは各店舗にご確認ください。

（2020年10月13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

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

入場無料
お 昼 の ひ と と き を 、心 豊 か に 過 ご し て み ま せ ん か ？
静岡市役所静岡庁舎 新館1階ラウンジ

12：00〜12：50
12月 9日（水）環弦楽四重奏団 ・沼野 朱音 ：ヴァイオリン・鈴木香奈江 ：ヴィオラ
※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
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・近藤 由理 ：ヴァイオリン ・生田

（弦楽四重奏）
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奉子 ：チェロ

12月10日（木）YOKO JK ：ヴォーカル ［ 要予約 ］12月2日（水）9：00〜
さかい

あつ

堺

主催：静岡市

お

敦生 ：ピアノ

静岡市コールセンター（054-200-4894）へ電話申込（申込順）

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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