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

静岡音楽館AOI

コンサートシリーズ2021-22

2021-22

第1期 発売開始!!
一般発売

3/20

土・祝

静岡音楽館倶楽部会員先行発売
3/13（土）

©ヒダキトモコ

©Nikodaj Lund

静岡市美術館 「英国王室が愛した花々 シャーロット王妃とボタニカルアート」 ― P❸-❹

静岡音楽館AOI

コンサートシリーズ2021-22
第1期 発売開始
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。
公益財団法人静岡市文化振興財団の各
施設では、新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止のための対策を実施して
おります。

静岡市清水文化会館マリナート 「もっと！ノンタン みんなだいすき！」ほか ― P❺-❻
静岡市民文化会館 「令和3年度 静岡市民文化会館 自主事業」― P❼-❽
静岡科学館る・
く
・る 「なるほど！展示物ガイド」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
街かど 特集「銭座町」― P⓭
「令和3年度文化振興事業費助成制度 申請者募集」― 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

2021-22

コンサートシリーズ 2021-22
第 1 期 発売開始!!

3/20（土･祝）より発売（静岡音楽館倶楽部先行発売3/13（土）より）
ライジング･スター

5/30

葵トリオ（ピアノ三重奏）演奏会

15:00開演（14:15開場）
（会員￥3,150、22歳以下￥1,000）
全指定￥3,500［Pコード：187-134］

※未就学児はご入場いただけません。

曲目
W.A.モーツァルト：ピアノ三重奏曲第4番 変ロ長調 op.15-1, K502
B.マルティヌー：ピアノ三重奏曲第1番《5つの小品》H.193
F.シューベルト：ピアノ三重奏曲第2番 変ホ長調 op.100, D929
出演
葵トリオ／小川響子（ヴァイオリン）
伊東裕（チェロ）
秋元孝介（ピアノ）

©Nikodaj Lund

©Nikodaj Lund

徳永二男 ヴァイオリン･リサイタル

6/13

15:00開演（14:15開場）
（会員￥3,600、22歳以下￥1,000）
全指定￥4,000［Pコード:189-901］

※未就学児はご入場いただけません。

曲目
T.ヴィターリ：シャコンヌ ト短調
C.フランク：ヴァイオリン･ソナタ イ長調 FMV8
C.サン＝サーンス：序奏とロンド･カプリチオーソ イ短調 op.28
P.I.チャイコフスキー：メディテーション
（瞑想曲）ニ短調 op.42-1
W.A.モーツァルト／F.クライスラー：ロンド
（セレナード第7番 ニ長調 K.250 より）
H.ヴィエニャフスキ：レゲンデ（伝説曲）op.17
P.サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン op.20
出演
徳永二男（ヴァイオリン）
坂野伊都子（ピアノ）

©ヒダキトモコ

オルガン￥500コンサート
7/28

11:30開演（10:45開場）※12：30終演予定
全自由￥500 3/20（土･祝）より発売（静岡音楽館倶楽部先行発売3/13（土）より）

※3歳児からご入場いただけます（チケットが必要です）。

曲目
M.ムソルグスキー／J.ギユー：
《展覧会の絵》
より
〈プロムナード〉
スタジオジブリ ジブリのうたメドレー
ディズニー映画 白雪姫メドレー

G.F.ヘンデル／J.ギユー：
《水上の音楽》
より
〈アラ･ホーンパイプ〉
近藤岳：
《きらきら星》の主題による変奏曲
L.ヴィエルヌ：オルガン交響曲第1番 op.14 より 第6楽章〈フィナル〉ほか

出演
原田真侑（オルガン）

IL DEVU CONCERT イル･デーヴ コンサート

8/21

15:00開演（14:15開場）
（会員￥2,700、22歳以下￥1,000）
全指定￥3,000［Pコード:187-190］
3/20
（土･祝）
より発売
（静岡音楽館倶楽部先行発売3/13
（土）
より）

※未就学児はご入場いただけません。

曲目
木下牧子 作･編：さびしいカシの木（やなせたかし 詞）
中島みゆき：時代（信長貴富 編、中島みゆき 詞）
岡野貞一：朧月夜（B.チルコット 編）
A.L.ウェバー：LOVE CHANGES EVERYTHING ほか
出演
IL DEVU／望月哲也（テノール）
大槻孝志（テノール）
青山貴（バリトン）
山下浩司（バスバリトン）
河原忠之（ピアノ）
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※都合により内容を変更する場合があります。

©Nikodaj Lund

〒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。

静岡音楽館AOIでは、政府及び静岡市の方針を踏まえ、感染予防と拡大防止のための対策を実施しております。詳しくはHPに掲載しております。

4月

1
3

主 …主催 問 …お問合せ

木

土

17 土
18 日
21 水
24 土
25 日
29 木 祝

第4回静岡高校クラシックギター部定期演奏会
ホール （18：00）18：30〜20：30

第11回

梶山

問 090-9264-5193

無料（どなたでも）

静岡東高校マンドリン部
ホール （18：00）18：30〜20：30

主 静岡高校クラシックギター部

第20回定期演奏会

主 静岡東高校

500円

2台ピアノを楽しむ会

ホール （13：30）14：00〜16：00

主 ピアノ研究会
問 054-283-6034

無料（どなたでも）

ナーシャムジカ・マンドリンコンサート
ホール （12：30）13：30〜15：30

主 静岡マンドリン協会

一般前売1,500円、学生前売500円

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

武蔵野音楽大学静岡県支部中部地区第51回新人演奏会
1,000円

（佐藤）

問 080-1585-4057

第43回静岡県演奏家協会志太榛原支部コンサート〜春によせて〜
一般2,000円、学生1,000円

2021年、春･夏のコンサート
静岡音楽館AOI

学芸員

竹内

静岡県支部中部地区

主 フェスティバル実行委員会

1,000円

ホール （12：30）13：30〜15：30

主 武蔵野音楽大学

（青木）
問 054-366-3088

第17回静岡県フルートフェスティバル in 静岡
ホール （9：30）9：45〜16：10

問 054-259-7541

主 静岡音楽館AOI

無料（要申込）

ホール （12：30）13：30〜15：30

マンドリン部

問 054-261-6636

啓

2021年度、
シーズンの幕開けは5月30日
（日）の「葵トリオ」によるピ
アノ三重奏の演奏会。2018年に超難関として知られるミュンヘン国
際音楽コンクールで優勝し、それ以来国内外で引っ張りだこのライ
ジング･スターが、静岡音楽館AOIに初めて登場する。
トリオ名は、
メンバーの名字の頭文字（秋元孝介、小川響子、伊東裕）
をとって
命名されたということだが、当館AOI（ エーオーアイ）はもとより、駿
府静岡の皆様にとっても、
「葵（あおい）」を冠したこのトリオには親
近感を覚えることだろう。
この若き才能の清々しくも地に足のついた
演奏を是非聴きに来ていただきたい。
続いては6月13日
（日）、
うってかわって日本ヴァイオリン界を代表
する巨 匠、徳 永二男によるヴァイオリン･リサイタルをお贈りする。
2017年5月の「徳永二男のタンゴ」、2021年1月の「ベートーヴェン：

主 静岡県演奏家協会

志太榛原支部

（滝沢）
問 080-5110-9253

交響曲全集Ⅲ」でのヴァイオリン･ソロ
（いずれの公演もチケット完売）
の名演は記憶に新しいところ。満を持しての単独リサイタルでは、
ヴァ
イオリンの名曲「ツィゴイネルワイゼン」をメインに、
ヴァイオリンのマス
ターピースの数々を皆様にお届けする。
毎年完売が続く人気シリーズ「オルガン￥500コンサート」。7月28日
（水）の夏休みコンサートは、昨年、所沢市民文化センターミューズ第4
代ホールオルガニストに就任した原田真侑が登場する。
プログラムは
バッハやヴィエルヌのオルガン曲の名作からディズニー、
ジブリまで、古
今東西の秀作を集めたもの。夏休みのひととき、老若男女問わず、特
にご家族でお楽しみいただきたい。
8月には総重力約500kg、
日本中で売切公演続出の重量級クラシッ
ク･ヴォーカル･グループ、
IL DEVU
（イル･デーヴ）
が待望の当館初登場。
じつは2020年3月にコロナの影響で公演直前で中止となったが、改め
て実現してほしいという多くの静岡のファンの声をうけ、開催する運び
となった。
日本を代表するオペラ歌手の煌びやかで力強い歌声と温
かいハーモニーが、皆様の心を解き放ってくれることだろう。
※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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キュ ー ガ ー デ ン

英 国 王 室 が 愛した花々
シ ャ ー ロ ット 王 妃 と ボ タ ニ カ ル ア ー ト
ユネスコ世界遺産にも登録されている英国王立植物園「キューガーデン」
は、18世紀半ばの開園以来、世界の植物学研究をリードし続け、植物標本
のほか20万点以上のボタニカルアート（植物画）を収蔵していることでも
知られています。本展は、18〜19世紀に描かれたボタニカルアートのほか、
キューガーデンの拡張に寄与した国王ジョージ3世の妃シャーロットが愛した
ウェッジウッドのクイーンズウェアなど約130点の作品を通して、啓蒙思想を
背景とした英国における自然科学の発展やキューガーデンの歴史を紐解き
ます。
科学的視点で描かれた植物たちは、写真誕生以前、貴重な記録であり研究

トマス・ハーヴェイ夫人《ローザ・ケンティフォリア（キャベツローズ）
と
ローザ・ガリカ（フレンチローズ）の栽培品種（バラ科）》1800年
キュー王立植物園 © The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew

資料のひとつでしたが、植物学の歴史を培うなかで次第に芸術性を見出さ
れるようになりました。観察に基づいた精緻な描写と美しさが融合するボタ
ニカルアートの世界をどうぞお楽しみください。

期： 2021年4月15日
（木）−6月6日（日）

会
休

館

日：毎週月曜日（ただし祝日の場合は開館）、5月6日（木）

開 館 時 間：10：00−19：00（入場は閉館の30分前まで）
観

覧

料：一般

1,300（1,100）円

大高生・70歳以上

900（700）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

シデナム・ティースト・エドワーズ《チョウマメ
（マメ科）》1813年
キュー王立植物園 ©The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew

＊静岡市美術館HPより日時指定予約ができます
前

売

券：3月13日（土）から4月14日（水）まで販売
静岡市美術館、ローソンチケット［Lコード：41781］、セブンチケット［セブンコード：087-914］、
チケットぴあ［Ｐコード：685-535］、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
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主

催：静岡市、静岡市美術館

後

援：静岡市教育委員会、静岡県教育委員会、ブリティッシュ・カウンシル

協

力：日本航空

※都合により内容を変更する場合があります。

指定管理者（公財）静岡市文化振興財団、Daiichi-TV

企 画 協 力：株式会社ブレーントラスト

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。

ゲオルク・ディオニシウス・エーレット
《チューリップ属の栽培品種「Bisard Adelaar」
（ユリ科）》1740年
キュー王立植物園
© The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew

ラムゼイ・リチャード・ライナグル《スワンプリリー（ユリ科）》1799年
ロバート・ジョン・ソーントン編『フローラの神殿』
より
個人蔵 Photo Michael Whiteway

ウェッジウッド《蓋付き深皿（クイーンズウェア）1765-1770年頃
個人蔵 Photo Brain Trust Inc

関 連 イベ ント
講演会

「 植 物 を 愛 し 、キ ュ ー で の 日 々 を 愉 し ん だ 王 妃 シ ャ ー ロ ット」

本展学術監修者の大場秀章氏を講師に迎え、展覧会の見どころや精綴な描写と美しさが融合するボタニカルアートの世界をお話しいただきます。

日

時：4月25日（日）

14：00−15：30（開場

13：30）

おお ば ひであき

講

師：大場秀章 氏（東京大学名誉教授・本展学術監修者）

会

場：静岡市美術館

定

員：50名（予定）

参

加

多目的室

料：無料

申 込 締 切：4月8日（木）必着

※申込方法の詳細は当館ホームページをご覧ください。

S h i z u b i シ ネ マ ア ワ ー vol. 27「 語 り か け る 庭 」
①『フラワーショウ！』（ヴィヴィアン・デ・コルシィ監督／2014年／アイルランド／100分）
②『シェイクスピアの庭』（ケネス・ブラナー監督／2018年／イギリス／101分）
日

時：①5月15日（土）、②5月16日（日）いずれも14：00−（開場

会

場：静岡市美術館

定

員：各回50名（予定）

参

加

多目的室

13：30）

※簡易映像設備での上映になります。

料：各回500円
4月15日（木）より静岡市美術館受付にて整理券を配布
（定員になり次第配布終了）
※参加料はイベント当日にお支払いください。

企 画 協 力：（株）サールナートホール

フラワーショウ ©2014 Crow's Nest Productions

※体調のすぐれない場合はご来館をお控えください。ご来館時は必ずマスクをご着用ください。
※混雑時は展示室のご入場を制限させていただく場合があります。
※ご来館の際は、最新の開館状況および注意事項を当館ＨＰまたはお電話にて必ずご確認ください。
※都合により内容を変更する場合があります。
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刊行45周年記念 ノンタン絵本の世界展

「もっと！ノンタン みんなだいすき！」
『ノンタンぶらんこのせて』の刊行から45周年をむかえる
「ノンタン」絵本。
会場では「ノンタン」シリーズの絵本原画や作者ゆかりのもの、絵本のラフ
などを展示。またフォトスポットコーナー、ぬりえ&おりがみコーナー、ノンタン
絵本と展示会限定品を含むグッズの販売など、盛りだくさんの内容です！
お得な「る・く・るde割」
と
「ま・あ・るde割」も好評開催中！
ぜひご家族そろってお出かけ下さい。

3月20日（土・祝）〜 4月11日（日）

10：00〜17：00（入場は16：30まで）
2歳以下
会期中無休
無料

会
場：静岡市清水文化会館マリナート 1階ギャラリー
入 場 料：当日券･税込 一般800円、中高大生 600円、小学生 300円
※小学生以下のみでの単独入場はご遠慮ください
※障がい者手帳をお持ちの方はご本人のみ無料

＜チケット取り扱い＞ 好評発売中！
・マリナート窓口 TEL054-353-8885
・チケットぴあ
セブンイレブン各店のマルチコピー機にて
（Pコード：993-011）
・ローソンチケット ローソン各店のLoppiにて
（Lコード：42896）

＋

連 携 企 画！

る・く・る d e 割

ま・あ・る d e 割

①る・く
・る入館券を持参で、大人も子どもも
当日料金から100円引き！

①ま・あ・る市民証を持参で、
大人も子どもも100円引き！

※割引は、入館券1枚につき2名様まで。
有料入館券のみ割引対象。

※割引は当日券に限り、
市民証1枚につき2名様まで。

②ノンタン絵本の
世界展入場半券を
る・く
・るに持って行くと、
オリジナルグッズがもらえます！
※引換期間：3/20(土・祝)〜4/30(金)

②ノンタン絵本の
世界展入場半券を
ま・あ・るに持って行くと、
ノベルティプレゼント
！
カンちゃん

るくるん

※引換期間：3/20(土・祝)〜4/30(金)

主
催：静岡市清水文化会館マリナート、
テレビ静岡
共
催：公益財団法人静岡市文化振興財団、K-MIX
お問合せ：静岡市清水文化会館マリナート TEL054-353-8885、
テレビ静岡事業部 TEL054-261-7011
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※都合により内容を変更する場合があります。

予約しないと
ま・あ・るで遊ぶことが
できないよ！
詳しくはま・あ・る
HPを見てね

まあるん

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。

4月
【ホール】

10 土
29 木 祝

主 …主催 問 …お問合せ

ルナ・ハープアンサンブルコンサート
主 ルナ・ハープアンサンブルクラブ

大ホール （14:30）15:00〜17:00 自由席 無料

静岡聖光学院吹奏楽部

第48回定期演奏会

大ホール （13:30）14:00〜16:00 自由席 前売 400円
当日 500円

主 静岡聖光学院中学校・高等学校
問 054-285-9136

【ギャラリー】
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20 土 祝 〜4 11 日

全面

会期中無休
静岡県文化プログラム

舞踊と音楽と演劇の祭典

刊行45周年記念 ノンタン絵本の世界展
もっと！ノンタン みんなだいすき！
全 面 10:00〜17:00

当日 一般
800円
中学・高校・大学生 600円
小学生以下
300円

主 静岡市清水文化会館マリナート
問 054-353-8885

※入場は16:30まで
※2歳以下無料
ご本人のみ無料でご入場いただけます。
※障がい者手帳をお持ちの方は、
※小学生以下のみでの単独入場はご遠慮ください。

（9:00〜22:00 月曜休館）

ふじのくにものがたり

開催決定

万葉集や静岡県に関わる歌曲、かぐや姫伝説等、
ふるさと静岡の心の宝物を舞台芸術として創作し、上演。
国内外に静岡県の芸術文化の魅力を発信します。

5月23日（日）午後開催

会
場：静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
監
修：佐藤典子
台 本・演 出：大岡淳
〈宮城嶋遥加〉
作
曲：渡会美帆
出
演：静岡県現代舞踊協会、静岡混声合唱団TERRA
（予定）
ゲストアクター：宮城嶋遥加
（SPAC）
、奥野晃士
（SPAC）
他
※3歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。
料
金：全席自由・税込
大人3,000円、高校生以下1,500円

〈奥野晃士〉 ©加藤孝

＜チケット取り扱い＞ 発売日等の詳細については、マリナートＨＰに掲載いたします。

主 催：ふじのくにものがたり実行委員会
共 催：公益財団法人静岡県文化財団、静岡県文化プログラム推進委員会、静岡市、静岡市清水文化会館マリナート
後 援：静岡県、静岡県教育委員会、静岡県文化協会
問合せ：ふじのくにものがたり実行委員会事務局 TEL054-288-7188 ((株)SBSプロモーション)
※都合により内容を変更する場合があります。
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令和3年度 静岡市民文化会館 自主事業
静岡市民文化会館では、今年度も多岐に渡る自主事業を予定しています。
今 回はその中から一 部を抜 粋してご 紹介！

古典芸能
＜ 落 語 ＞「 春 風 亭 昇 太 一 門 会 」公 演（ 7 月 予 定 ）
静岡市出身で多方面に活躍されている春風亭昇太さん率いる
春風亭昇太一門会 公演。なんと、春風亭昇々さん・
春風亭昇吉さんお2 人の真打お披露目公演でもあります。

＜ 狂 言 ＞「 万 作 の 会 」公 演（ 2 0 2 2 年 3 月 予 定 ）
人間国宝の野村万作さん、人気の高い野村萬斎さんらの公演です。
本 格的な狂言公演を堪能できる良い機会になること間違いありません。

音楽
「 静 岡 フ ィル ハ ー モ ニ ー 管 弦 楽 団 」公 演（ 9 月 予 定 ）
ここ静岡を拠 点として活 動している地 元団 体 の 静岡フィルハーモニー管 弦 楽団。
定 期 演 奏 会を中 心に、これまでの 公 演回 数は19 0 回を超えています。静岡市民
文化 会 館で、芸 術の 秋にぴったりな1日をお過ごしいただけることでしょう。

演劇
ラ ウド ヒ ル 計 画「 B I R D M E N 」（ 11 月 予 定 ）
静岡市民 文化 会 館で継 続している市民 参 加 型事 業 ラウドヒル計画 から
「 B I R D M EN」をお届けします。初 演 時、満員御 礼となったこの 公 演、
静岡ゆかりの 航 空 隊「 芙 蓉 部 隊」をテーマとする信 念の 物 語を、
是 非お見 逃しなく！
各 催 事 の 詳 細 は 、決 定 次 第 、当 館 の ホームページ 等 で お 知らせ いたします。

ラウドヒル計画3年ぶりの大型新作品
テーマは「アベハナ」! !
静岡市民文化会館

鈴木 芳徳

静岡市民文化会館を拠点に、市民参画による完全オリジナル舞台
作品を発信し続ける
「ラウドヒル計画」。2021年度は、
3年ぶりの大型新
作品の制作に取り組みます。今回の主題は「安倍川花火大会」。静岡
にとっての希望の光「アベハナ」
を軸に、
熱いキャラクターたちが、
野心
と激情、笑いと涙あふれる物語を展開します。公開は10月末を予定。
今後の詳細発表にどうぞご期待ください！
！
今回の企画は、
他の多くの文化活動と同じく、
新型コロナウイルスの
影響に大きく揺さぶられました。2019年秋、東京五輪開催に合わせた
夏公演として参加者を募りましたが、
始動から間もなく、
国内の感染拡
大を受けて稽古は長期休止に。五輪のない夏を経て、稽古場に皆が
戻ったのは、
ようやく小康が見えた2020年秋のことでした。
コロナ禍の
影が大きく社会を覆い、
出口の見えない閉塞感が多くの人の表情を陰
らせています。
そんな中、
どうすれば元気あふれる舞台を届けられるの
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※都合により内容を変更する場合があります。

か。――思い至ったのは、戦災からの復興と慰霊の祈りを込めて続けら
れてきた「安倍川花火大会」でした。
いま、明るくひらけた日々の再来を望む私たちの思いは、戦時中に抑
圧され、
空襲の恐怖と隣り合わせだった市民の胸中と、
どこか重なるかも
しれません。戦争がようやく去ったとき、
静岡の空に打ち上げられた大きな
花火。私たちはこれを、
ひとの心に希望をともす象徴的な営みとして、新
たな物語に組み込みたいと考えたのです。舞台は約半世紀後のシズオ
カ。花火大会は、すべてバーチャル
（仮想空間）
で展開されるようになっ
た世界です。
そこで主人公たちは、
リアルな火薬花火の輝きを夜空に取
り戻そうと奔走します。天候等の影響もあり、残念ながら現実のアベハナ
も2017年の開催以降行われていません。今夏こそ再開を、
と願う気持ち
も、
近未来の主人公たちに託したいと考えています。

ラウドヒル計画 大型舞台劇第5弾
「FLASH ! 」
(仮)
2021年10月30日(土)、31日(日) 静岡市民文化会館中ホールで公開予定
※3月〜4月にかけて、参加者の追加募集を行います。公演情報と合わせ、詳細は決定次第、
当館ホームページ等でお知らせします。

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。

4月
【ホール】

主 …主催 問 …お問合せ

第54回 静岡雙葉中学校・高等学校吹奏楽部 定期演奏会

2

金

大ホール （16：30）17：30〜19：30 全席自由：500円
主 静岡雙葉中学校・高等学校

6

（林）
問 054-255-0305

JUJU HALL TOUR 2021 ジュジュ苑「俺のRequest」
火

大ホール （17：30）18：30 全席指定：8,900円（税込）
主 サンデーフォークプロモーション

7

問 054-284-9999

令和3年度 静岡デザイン専門学校 入学式
水

中ホール （12：30）13：30〜15：00 関係者のみ
主 静岡デザイン専門学校

問 054-252-1766

静岡産業技術専門学校 入学式

9

金

中ホール （12：30）13：30〜15：00 関係者のみ
主 静岡産業技術専門学校

22 木 〜 23 金

（前島）
問 054-261-8222

静岡市民劇場第429回例会
NLTプロデュース
『しあわせの雨傘』
鑑賞会
中ホール 4/22（18：00）18：30〜21：00 4/23（12：30）13：00〜15：30 会員のみ
主 NPO法人 静岡市民劇場

問 054-253-6839

静岡学園高等学校 ウインドオーケストラ 第19回定期演奏会

25 日

中ホール （16：30）17：00〜20：00 全席自由 前売：500円 当日：600円
主 静岡学園高等学校 吹奏楽部

問 054-200-0191(顧問：和田）

※都合により内容を変更する場合があります。
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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：4月6日(火)、13(火)

なるほど！展示物ガイド

イロイロシャドー
4
時
会

10 土

展示物には科学のふしぎがいっぱい！
イロイロシャドーで色々な道具を使って光であそぼう。

間：11:00、14:30（各回15分程度）
場：9階 展示場内

テーブルサイエンス

光のふしぎ
4
時
会

17 土 18 日

私たちの生活に欠かせない光。
その面白い性質を一緒に調べてみよう！

間：12:00、13:00、14:00、15:00（各回20分程度）
場：8階 体験ステージ

サイエンスショー

ふわふわビューン！空気であそぼう
4
時
会

24 土 25 日

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！
空気と身近な材料を使った科学あそびをたくさん紹介します。

間：11:00、14:00（各回30分程度）
場：9階 イベントホール

わくわく科学工作

偏光板でアート！〜色変わりステンドグラス〜
4
時
会

29 木 祝

る・く・るナビゲーターとお話しながら工作に挑戦！
偏光板をつかって、ステンドグラスのようなきれいな模様をつくろう！

間：13:00〜15:30受付（1回20分程度）
場：8階 ワークショップスペース

《申込が必要なイベント》

科学茶房

古人骨から解き明かす！縄文時代人の食生活
4

18 日

縄文時代の人々は何を食べ、
どのような暮らしをしていたのでしょうか？
同位体分析という方法で、発掘された骨や歯を分析することにより
縄文時代の人々の生活を明らかにすることができます。
古人骨の同位体分析やそこから分かる縄文時代の人々の食生活などについてお話します。

時 間：13:00〜15:00
講 師：日下宗一郎さん（東海大学海洋学部 講師）
定 員：30名
会 場：8階 創作ルーム
申込方法：3/20（土・祝） 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）
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要申込

※都合により内容を変更する場合があります。

ホテルグランヒルズ
静岡

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（ふりがな）、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）
4/28（水）〜来年3/16（水）の
毎月1回水曜日
9：45〜11：00

おやこ音楽ひろば
〜音のおもちゃ箱〜

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

3歳までの子と
その保護者
15組

1組100円

今川氏10代の軌跡

時代考証の第一人者小和田哲男
氏による、今川氏の盛衰を辿る講
演を4回に分けて開催します。

150人

1人2,000円

シニアのための
スマートフォン講座

スマートフォンの基本的な操作と、
代表的なアプリなどの活用方法
を学びます。

60歳以上の方
15人

無料

4/21(水)、
10:00〜・申込順

ちゃんと知りたい。
こどもの発達障害

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
り添うため、関連する知識と適切
なサポートを学びます。

発達の気になる子
（3歳〜小学3年）の
保護者25人
※託児あり
（要予約）

1人1,000円

4/24(土)、
10:00〜・申込順

1人1,600円

4/12(月)必着、
1枚2人

（全12回）

5/11〜6/22の
隔週火曜日
13：30〜15：30

（全4回）

5/19（水）

10：00〜11：30

（全1回）

5/25 7/13

〜
の
おおむね隔週火曜日
10：00〜11：30

（全5回）

※詳細は
お問合せください。

開館時間／9：00〜21：30
休館日／第2・第4月曜日

4/27(火)必着

西部生涯学習センター
19：00〜21：00

筋トレ初心者のための
食のおはなし

筋肉を付ける食べ物や正しい食
事方法を学び、筋肉を作るたんぱ
く質を豊富に含むプロテインを
使ったスイーツ作りを体験します。

16人

・19
（水）の
5/12（水）

英国キューガーデンと
ボタニカルアート

英国キューガーデンの歴史やボ
タニカルアート(植物画)の魅力に
迫ります。※2回目は静岡市美術
館(葵区紺屋町)集合・解散。

30人

体験!初めての文化箏!

初心者向けの文化箏体験講座で
す。弾き方の基本を習い、楽曲を
練習して文化箏を楽しみましょう!

10人

・25
（火）の
5/11（火）

13：30〜15：00

・6/1（火）
・15（火）の
5/18（火）

（全2回）

（全2回）

（全3回）

13：30〜15：30

無料
※2回目は
別途観覧料が 4/14(水)、
10:00〜・申込順
かかります

無料

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

4/20(火)、
10:00〜・申込順

東部生涯学習センター
5/7〜7/16の
隔週金曜日
10：00〜12：00

5/8（土）

10：00〜12：00

5/8（土）

13：30〜15：30

5/12〜7/14の
毎月第2・4水曜日
13：30〜14：30

5/16（日）

14：00〜16：00

おもてなしの英会話
（全6回）

母の日に贈る
寄せ植えをつくろう!

外国人をもてなす際に役立つ、初
成人16人
1人1,500円
（未就学児同伴不可）
心者向け英会話を学びます。

母の日のプレゼントになるおしゃ
れな寄せ植えを作ります。

4/9(金)、
10:00〜・申込順

小学生
20人

1人500円

4/10(土)､
10:00〜・申込順

おしゃれで簡単
台所をおしゃれに彩り、そのまま
キッチンガーデンづくり 食卓にも活用できるハーブのキッ

20人

1人1,500円

4/10(土)､
14:00〜・申込順

音楽に合わせて体を動かし、ヒッ
シニアのための
プホップダンスの優しい振り付け
ヒップホップダンス講座 を覚えて踊り、健康的な身体作り

60歳から
79歳までの方
20人

1人1,000円

4/14(水)、
14:00〜・申込順

講座「パイプオルガンって
パイプオルガンについて工作や
どんな楽器?」
座学を通して学びます。

小学3年生以上
20人

無料

4/18(日)､
14:00〜・申込順

様々な分野の講師から子育ての 10歳〜中学生の子の
保護者
ヒントとなる話を聞き、思春期の
20人
子どもとの向き合い方を考えます。

1人1,000円

4/13(火)、
10:00〜・申込順

静岡音楽館AOIのホール等の施
成人15人
設を見 学します。※ 静 岡 音 楽 館 （未就学児同伴不可）
AOI(葵区黒金町)集合解散

無料

4/16(金)、
10:00〜・申込順

（全1回）

（全1回）

（全5回）

チンガーデンを作ります。

を目指します。

（全1回）

わが子の思春期、
親ができること

5/18〜6/15の
毎週火曜日
10：00〜11：30

（全5回）

AOI探検ツアー

5/21（金）

（全1回）

10：00〜12：00

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

北部生涯学習センター
働く女性のための
ホルモンバランスの話

女性の年齢に応じた体の変化、ホ
ルモンバランスの変化を知り、イ
ライラ解消などの対処法を学び
ます。

女性
16人

1人500円

4/9(金)、
10:00〜・申込順

5/18（火）〜6/15（火）の

はじめての中国語講座

日常で使える初心者向けの中国
語を学びます。

成人
20人

1人1,000円

4/20(火)、
10:00〜・申込順

5/28（金）

しずび出前講座
判じ絵ー江戸を絵解く

江戸の歴史、文化の知識などを紹
介しつつ、江戸のなぞなぞ・判じ
絵を読み解きます。

成人20人

無料

4/30(金)、
14:00〜・申込順

・21
（金）の
5/7（金）
19：00〜21：00

19：00〜21：00

14：00〜16：00

（全2回）

（全5回）

（全1回）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

※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

藁科生涯学習センター
10：00〜11：30

はじめての
スマートフォン

5/15（土）

四季の星座〜春の巻〜

・26
（水）の
5/19（水）

考えよう人生の
エンディング

5/12（水）

18：30〜20：30

（全1回）

（全1回）

13：30〜15：30

（全2回）

講演会
「人の暮らしと竹」

5/22（土）

10：00〜12：00

（全1回）

知っておきたい
「勉強」のはなし

5/26（水）〜7/28（水）の
期間中全5回
10：00〜11：30

（全5回）

5/26〜6/16の

おとなの折り紙

毎週水曜日
14：00〜16：00

（全4回）

スマートフォンの使い方の基礎と
便利なアプリケーションを紹介し
ます。

15人

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

無料

4/14(水)、
10:00〜・申込順

春の夜空の観望と星座の話。曇天
小学生以上30人
時は室内で映像を見ながら星の （小学生は保護者同伴）
話をします。

無料

4/17(土)、
14:00〜・申込順

超高齢社会の現状や相続につい
て学びます。

20人

無料

4/14(水)、
14:00〜・申込順

古くから人々の暮らしに関わりの
ある「竹」について、その特性と暮
らしの中での活用方法について
学びます。

50人

無料

4/27(火)、
10:00〜・申込順

子どもの発達や家庭学習の土台 5歳〜小学4年生までの
子の保護者
づくりについて、全5回の講義をと
1人1,000円
15人
おして学びます。
※託児有（有料・要予約）

4/21(水)、
10:00〜・申込順

折り紙の基本を学び、繊細な立体
作品に取り組みます。

成人
15人

1人1,500円

4/21(水)、
14:00〜・申込順

第2の人生を見据えて、将来を見
直し、年金・蓄えをどのように活か
していくかを考えます。

60歳以上
30人

無料

4/8(木)、
13:00〜・申込順

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

西奈生涯学習センター（リンク西奈）
セカンドライフの

・20（木）
・27（木）の
5/13（木）
マネープランと資産運用
10：00〜11：30
（全3回）

南部生涯学習センター
パソコン初級講座
エクセル編

インターネットの活用をはじめ、
パソコンで
Excelの基礎から簡単な計算式、 文字入力ができる人
14人
グラフ作成等を学びます。

1人1,000円

4/8(木)、
10:00〜・申込順

パソコン初級講座
基礎編

電源の入れ方から文字入力、イン
ターネットの閲覧方法、簡単な文
章作成を学びます。

パソコン初心者
14人

1人1,000円

4/8(木)、
14:00〜・申込順

・25
（火）の
5/18（火）

英国キューガーデンと
ボタニカルアート

英国キューガーデンの歴史やボ
タニカルアート(植物画)の魅力に
迫ります。※2回目は静岡市美術
館(葵区紺屋町)集合・解散

30人

5/23〜6/20の

デジタル一眼レフを
使いこなそう
（全5回）

プロの写真家からデジタル一眼
レフカメラの機能や操作を学び
ます。

一眼レフカメラを
お持ちの方
20人

こどもが伸びる
親の関わり

子どもを伸ばすためにできること
は何か、様々な視点から考えます。

1、2年向け電子工作＆
プログラミング

プログラミングと電 子 工 作をし
ます。

小学1〜2年の子と
その保護者
10組

1組3,500円

4/26(月)必着・
年齢も記入

じいじ・ばあばと
じゃがいも掘り体験

小坂で、おじいちゃん、おばあちゃ
んと一緒にじゃがいも掘りを体験
します。(駿河区小坂三丁目現地集
合・解散)

3歳〜6歳の子と
その祖父母
15組

1組1,000円

4/26(月)必着・
年齢も記入

大里心の乙女塾
〜女性のための教養講座〜

一般教養から現代的課題まで、毎月1回
様々なテーマを学ぶ女性のための総合
教養講座です。新たな知識の習得はも
ちろん、仲間づくりの場としてもご活用
ください。

女性50人

1人2,000円

5/13〜6/10の
毎週木曜日
10：00〜12：00

（全5回）

5/13〜6/10の
毎週木曜日
13：30〜15：30

13：30〜15：00

（全5回）

（全2回）

毎週日曜日
9：30〜12：00

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

無料
※2回目は
別途観覧料が 4/16(金)、
10:00〜・申込順
かかります

1人4,000円

4/23(金)、
10:00〜・申込順

長田生涯学習センター
5/13〜6/10の
毎週木曜日
10：00〜11：30

5/16（日）

13：30〜15：30

（全5回）

（全1回）

5/22（土）

10：00〜11：30

（全1回）

3歳〜小学3年までの
子をもつ保護者
1人1,000円
15人
※託児有（有料・要予約）

4/8(木)、
10:00〜・申込順

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

大里生涯学習センター
5/12〜来年3/9の
毎月第2水曜日
19：00〜21：00

5/14〜6/11の
毎週金曜日
10：00〜12：00

5/18（火）

13：30〜15：00

（全11回）

パソコン初級講座
エクセル編
（全5回）

シニア向け
初めてのスマホ教室
（全1回）

インターネットの活用をはじめ、
パソコンの
Excelの基礎から簡単な計算式、 文字入力が出来る方
14人
グラフ作成等を学びます。

4/9(金)必着

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

1人1,000円

4/20(火)、
10:00〜・申込順

スマホ操作が
未経験で概ね
70歳位までの方
15人

無料

4/16(金)、
10:00〜・申込順

60歳以上の
健康な方
20人

1人500円

4/2(金)、
10:00〜・申込順

楽しく親子で英会話を学びます。 小学1〜2年の子と
家庭でできる英語遊びもご紹介し
その保護者
14組
ます。

1組1,500円

4/12(月)必着・
学年も記入

訪日外国人をもてなすための英
会話を学びます。

成人
14人

1人1,500円

4/13(火)、
10:00〜・申込順

オリンピック・パラリンピックの正
式種目であるボッチャについて紹
介します。

20人

無料

4/16(金)、
13:30〜・申込順

文字入力やメールの送り方、イン
ター ネットの 検 索 方 法 など、ス
マートフォン(Android)の基本操
作を学びます。

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）
4/23〜6/4の
隔週金曜日
10：00〜11：30

（全4回）

5/8〜7/17の

おやこで英会話

5/11〜7/20の

実用！
おもてなしの英会話

隔週土曜日
10：00〜11：30

隔週火曜日
10：00〜12：00

（全6回）

（全6回）

13：30〜15：30

ボッチャって
どんな競技？

5/22（土）

水引で結ぶ
〜花のブローチ〜

5/14（金）

13：30〜15：30
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シニアのための
健康体操

（全1回）

（全1回）

※都合により内容を変更する場合があります。

健康を維持するための体操講座
を行います。

中学生以上
基 本 の 梅 結 びを教わり、花 のブ
15人
1人1,500円
ローチを作ります。
（中学生は保護者同伴）

4/24(土)、
13:30〜・申込順

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

日

時

講

座

名

内

容

対

象

会

費

申込方法

健康文化交流館「来・て・こ」
（駿河生涯学習センター）
4/17〜来年3/19の
毎月第3土曜日
10：00〜11：30

健康づくりに役立つラジオ体操を
指導士より教わります。

各回
10人

無料

初めての
こども将棋教室

初めてのこどもを対象に、楽しい
将棋教室を行います。

小学生
10人

無料

4/10(土)、
10:00〜・申込順

メモスタンドにスイーツデコパー
ツを飾り付けて、母の日プレゼン
トを作ります。

4歳〜小学3年生の子と
その男性保護者
15組

1組700円

4/10(土)、
10：30〜・申込順

スキルを活かして運動講座の講
師をしてみませんか？講座企画の
ノウハウを学びます。

運動指導に
興味がある人
10人

無料

（全12回）

5/8〜7/17の
土曜日
10：00〜11：30

（全6回）

スイーツデコで
母の日プレゼント！

5/8（土）

10：00〜11：30

（全1回）

運動でつながる
〜スキルを活かそう〜

5/19〜6/30の
隔週水曜日
10：00〜11：30

開館時間／9：00〜21：30
休館日／日曜日

おとなもこどもも
来・て・こでラジオ体操

（全4回）

5/8(土)〆切
※多数抽選

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

時

各5人
パソコン講座

休講日

OS

会 費 ※テキスト代別途

①

〜
木曜日13：30〜15：30

5/13 6/17

ワード入門（全6回）

Win10

3,700円

②

〜
水曜日19：00〜21：00

5/12 6/30

ワード中級（全8回）

Win10

4,800円

③

金曜日10：00〜12：00

5/14〜6/25

エクセル入門（全7回）

Win10

4,200円

④

木曜日19：00〜21：00

5/6〜6/24

エクセル中級（全8回）

Win10

4,800円

④

金曜日19：00〜21：00

5/21〜7/9

パワーポイントビジネス活用（全8回）

Win10

4,800円

申込方法：

4/15（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

5/14（金）②14：45〜15：45
①13：30〜14：30

5/28（金）②14：45〜15：45
申込方法：

パソコン初心者

各2人

コース

内

容

会

費

初心者対象
パソコン相談室③
初心者対象
パソコン相談室④

初心者を対象に、パソコンの基本的な操作などの疑問、
相談に応じます。

100円
（施設使用料）

4/9(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

「生涯学習センター全館連携事業 ショパン〜生涯の旅〜」

イベ ントレポ ー ト

静岡市葵生涯学習センター

令和2年度、静岡市美術館で開催された展覧会「ショパン―200年の

杉山 峰之

終了後のアンケートには、久しぶりに生の音楽に触れることができた喜びが

肖像」に合わせ、生涯学習センター全11施設ではショパンのピアノ楽曲を

多数綴られていました。苦しい状況が続く中、皆さんの心の癒しになったの

楽しむコンサートシリーズを
「静岡の名手たち」
オーディション合格者を演奏

ではないでしょうか。

者として招いて開催……する予定でした。
5月より開催予定だったシリーズは、新型コロナウイルス感染症の流行を
受け、全11回中の内前半6回が安全確保のため中止。9月から11月にか
けての5回はなんとか開催にこぎ着けることが出来ました。
開催にあたっては、密集を避けるために定員を減らして客席の距離を取
る、密閉を避けるためにコンサート中に換気休憩を設けるなど、
コロナ禍以
前のコンサートとは大きく異なる様相となりました。来場された方の中には、
これまでと勝手の異なる様子に戸惑う姿も見受けられました。

生涯学習センターでは、消毒の徹底や三密の回避などの対策を取りな
がら各種講座を開催しています。参加者の皆さんにもマスクの着用や検温
の実施など協力をお願いしていますが、
その中でも参加してくださる皆様の、
学びに対する意欲の強さ
をひしひしと感じています。
新型コロナウイルスの
流行はまだ終息の見通し
が立ちませんが、
ご参加い

しかし、始まってしまえば「静岡の名手たち」の演奏があっという間に聴衆

ただき、皆さんの生活を充

を引き込んでしまいました。5つの会場でそれぞれ別の演奏者、来場者層も

実させる助けになればうれ

様々でしたが皆さん一様に名手たちの巧みな演奏に聞き入っていました。

しく思います。

※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、銭座町について特集します。

や

つ やま

駿府城の
﹃鬼門﹄︵東北方位︶
に谷津山が
あることは︑
皆さん周知のとおりである︒
こ
の山の北側﹃北街道﹄
に面して
﹃銭座町﹄
が
ある︒
ここがかつて貨幣の鋳造が行われてい
た処である︒
寛永の新銭鋳造を駿府の町人に請け負
わせて︑
銭を鋳こんだ場所である︒記録によ
ると︑
この年駿府町人に百五十万貫
︵一九
〇〇トン︶
の発注があり︑
そのうち二十万貫
く つの や
︵七五〇トン︶
を沓 谷 村で鋳 造させたとい
う︒それは耳白銭に似ている文銭であった
︵千代田村史︶
︒
当時は金・銀・銅による通貨であり︑﹃ 金
貨﹄
などはなかなかお目にかかれるものでは
なかった︒なお︑﹃ 金 ﹄
は江戸であるが︑関西
地方は
﹃銀﹄
が中心だった︒金は安倍川上流
の
﹃梅ケ島﹄
が有名である︒
◆繁栄の秘密は通貨に

当時︑
駿府はなかなか繁栄したところで
あり︑
ここから
﹃ 江戸 ﹄
に移っていったものが
少なくないことは︑
周知のとおりである︒
あの
﹃ 吉原 ﹄
も︑駿府が移転したもので︑
残ったところは︑﹃二丁町﹄
と呼ばれている︒
江戸の遊廓は駿府のそれが移転したもので
ある︒銀座・金座も栄えていた︒
その後︑貨幣の鋳造が無くなり︑駿府の
銭座は寂れていった︒
こうして︑
そのまま宅
地や農地にならないので放置されていたの
だが︑
ある日
﹃山師
︵鉱山開発師︶
﹄
がここを
通り︑
銅クズのあるのを見て︑
銅の回収を思
いたったのである︒役所も利用できないで放
置しているよりはと︑
鋳造所跡地開発を認
めたのである︒
五年ほどかけて︑
土をフルイにかけ金属片
を回収したという︒随分の利益を生んだと
言われているが︑詳しい記録はない︒その跡
地は農地や宅地になって現存している︒
この
﹃貨幣鋳造﹄
は︑
駿府繁栄の大きな支
えになったのであるが︑
これまでいろいろな
資料や文献を見ても︑
あまり注目されてい
ない︒
◆まだ埋もれている史実
まさに
﹃静岡研究の盲点﹄
である︒江戸時
代︑
ここの繁栄は極めて光るものがあり︑
こ
れからの研究課題だろう︒﹃梅ケ島金山﹄
と
ともに︑
大いに研究したいところである︒
例えば︑
家康が︑
江戸でなく
﹃駿府﹄
に晩
年居住し︑﹃ 久能山東照宮 ﹄
に多額の金品

を置いていたことは︑
あの由比正雪の騒動で
よく知られている︒
彼は家康の隠し金を狙ったのである︒そ
の家康は
﹃さまざまな方法﹄
で︑
徳川家の資
金を作ってきたのであった︒
もう一つ考えてほしいのは︑
後の将軍たち
は
﹃緊縮財政﹄
であるが︑
家康は積極的に経
済交流をしていることである︒
江戸に銀座を作ったのも︑
その一 例だ︒
それとあまり注目されていないが︑海上交
通を盛んにして︑
関西の優れた商品を普及
させている︒
今なお残る
﹃くだらない﹄
という言葉は︑
関西の優れた商品に及ばないことから来て
いるのは周知のとおりだ︒

◆正しい認識を持とう

もう一つ考えたいのは︑徳 川による﹃ 鎖
国 ﹄政策だが︑
これは当時の世界情勢から
考えれば︑
当然である︒
今なお
﹃歴史家﹄
が取り上げないのは︑
流
入してきた西洋人の
﹃日本人奴隷化 ﹄
であ
る︒海外へ希望しないままに送られた日本
人は少なくない︒今もマカオには︑
その時送
られた日本人の墓がある︒
そして︑
考えたいのは︑
外国発祥の史実は
知っていても︑﹃ 日本人による歴史 ﹄
を戦後
教育は十分教えていないことである︒
﹃ 与えられたもの﹄
は知っていても自分か
ら
﹃ 考える﹄
ことの大切さを認識したいも
のだ︒
その自分を
﹃知る﹄
ことは︑
足下の歴史と
史実を知ることから始まるのである︒静岡
は素晴らしいところだ︒
まず祖先たちの
﹃祈り・願い﹄
を知る努力
を続けたいものである︒

◆静岡を好きになろう

実は︑静岡と
﹃マウントフジ﹄
は外国人に
も有 名である︒かつて駿 府は外 国にも知
られていて︑静岡の知名度は高かったので
ある︒
明治以降︑
西洋にばかり目を向けている
が︑自国のことや︑地域のことについての理
解は不 足したままである︒例えば学 校 音
楽を見ても︑西洋音楽は知っているが︑地
域やアジアのそれはまだ﹃ 棚上げ﹄された
ままである︒本 誌に目を通される皆さん
は︑その点頼もしく︑足下の文化や歴史︑
先人の
﹃ 祈り・願い﹄を大切にしていただき
たいものである︒
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静岡県立大学名誉教授

髙木 桂蔵

銀座発祥の地・駿河銭座町

まち

銭座町

ざ
ぜん

銭座稲荷神社

次回もお楽しみに。

令和3年度文化振興事業費助成制度 申請者募集
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3年4月1日（木）〜令和4年3月31日（木）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を持たず（公益財団法人、NPO法人は内容を鑑みる）、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。

◇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へ。
（郵便番号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 / TEL054-255-4746）

◇募集期間

4月1日
（木）〜5月7日
（金）選考あり
初申請の方は、事前にお電話ください。
申請書・申請の手引きは財団HPからダウンロードできます。
令和2年度助成事業
静岡フィルハーモニー管弦楽団 特別演奏会

令和3年度

公益財団法人静岡市文化振興財団文化振興事業費助成制度

事 前 説 明 会 を 開 催します。

日

時： 3月6日
（土）14：00 -16：00

会

場：静岡市民文化会館

第1会議室（駐車場は有料です。）

申込方法： 参加ご希望の方はお電話で申込ください。

事 前
申込制

お問合せ 公益財団法人静岡市文化振興財団 助成金担当 054-255-4746（平日8：30〜17：30）
：
申 込 先
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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

4月

1

主 …主催

入場無料

4

木

問 …お問合せ

日

書三昧
芳春色紙展
第1・2展示室

火

11

日

12

月

18

18

日

25

日

太田つぎ枝の
淳社書展
ミニチュアドレス展
第3展示室

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

090-3937-2612

13

日

第2展示室

金

岡田

第1・2・3・4展示室

6

日

10：00〜17：00
（最終日16：00まで）
無料
主 淳社
問 080-5160-5740
岡田

火

18

日

第5展示室

5

2

第28回
静篆会・篆刻・
刻字・書道展

第2展示室

火

18

日

第115回
チャーチル会静岡
春季絵画展

10：00〜17：00
（初日13：00〜、最終日15：00まで）
無料
主 油絵ぐるーぷしゃい
問 090-8159-0787
藤浪

木祝

11

10：00〜17：00
（初日13：00〜、最終日15：00まで）
無料
主 ボタニカルアート静岡葵
問 054-281-7929 永野

13

日

油絵ぐるーぷ
しゃい

29

火

ボタニカルアート
静岡葵

第4展示室

10：00〜17：00
（初日13：00〜、最終日16：00まで）
無料
主 木之華会
問 080-5157-2541 河合

23

4

10：00〜17：00
（最終日15：00まで）
無料
主 もくせい会
問 090-2136-2856 事務局 蝦名

第65回
木之華会 絵画展

第4展示室

金

もくせい会
学生部展

第3展示室

10：00〜16：30
(初日13：00〜、最終日15：00まで)
無料
主 絵を愛する会
問 054-346-0324
酒井

金

2

日

10：00〜17：00
（最終日15：00まで）
無料
主 墨游会
問 054-353-0201 望月

絵の城展

16

4

木

第17回
「墨游展」

10：00〜17：00
（最終日15：00まで）
無料
主 書三昧
問 054-352-6466 望月

6

1

第4展示室

10：00〜17：00
（初日13：00〜、最終日16：00まで）
無料
主 チャーチル会静岡
問 054-237-2442
飯塚

日

第2・3展示室

10：00〜17：00
（初日13：00〜、最終日15：30まで）
無料
主 静篆会
問 054-256-2075 清水
2021年2月10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。ご利用前に各店舗にご確認ください。
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

地図に記載はありません。

こまちや化粧品店
粗品進呈

TEL.054-282-7123 静岡市駿河区南町5-32
8:00〜19:00、
日曜日定休

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

14

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

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、
日曜日定休

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
10:00〜19:30、
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

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
17:00〜23:00、
日曜日定休
（月曜日が祝日の場合は営業、翌日休み）

駿河呑喰処 のっち
コース料理10％oﬀ（要予約）

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

居酒屋 とんからり
おすすめ豚料理1品あげる☆

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

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

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

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

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

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

16

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

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

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

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
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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）
店内商品10％oﬀ
アオイビールパイントサイズ100円引き又はカレーご注文でコーヒー無料
TEL.054-270-7769
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

駿府大御所刀工館
入館料100円割引、年間パスポート1,000円割引
TEL.054-251-9700 静岡市葵区駿府町1-19 駿府共同山梨ビル1F
11:00〜17:00（入場は閉館の30分前まで）、月曜日・火曜日、年末年始（12/26〜1/7）休館

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

11:00〜15:30
（L.O.15:00）

10:00〜18:00
水曜日定休

17:00〜21:00
（L.O.20:30）
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

11:00〜17:00
（ご入店16:00まで）
17:00〜23:00
（ご入店22:00まで）

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

ハンドマッサージ施術無料（女性限定）

ランチ5％oﬀ、
ディナー10％oﬀ

11:00〜21:00

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

（2021年2月10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）
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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

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

Shizuoka Traverso Ensemble
3月9日（火）（フルー
ト＆トラヴェルソ）
あお しま ゆ

か

あお た じゅん こ

いし わ

み

わ

しま むらじゅん こ

3月10日（水）Fée de lapin

［ 要予約 ］3月2日
（火）9：00〜

フェ

デ

いし かわ り

ラパン

な

うえ の

さ あや

石川里奈（フルート）、上野沙彩（ピアノ）

せき

青島由佳、青田純子、石和美和、嶋村順子、関ちえ

入場無料

静岡市役所清水庁舎3階
清水ふれあいホール

静岡市コールセンター（054-200-4894）へ電話申込（申込順）

※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

※しずおかイベントニュース3月号に掲載のHOTひといきコンサートの会場表記につきまして、下記のとおり誤りがございました。
お詫びの上、訂正させていただきます。

誤）静岡市役所静岡庁舎
主催：静岡市

新館1階ラウンジ

正）静岡市役所清水庁舎3階

企画・制作・問合せ：公益財団法人静岡市文化振興財団

清水ふれあいホール

054-255-4746
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7

はマップ外

18

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/

