静 岡 文 化 情 報 誌 しずおかイベントニュース

し ず お

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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CONCERT SERIES

静岡音楽館AOI

コンサートシリーズ 2021-22

2021-22

第2期 発売開始！
！
一般発売

6/19

土

静岡音楽館倶楽部会員先行発売6/12
（土）

©Ryoichi Aratani ©Takanori Ishii ©S.Ohsugi © 長澤直子

©N.Ikegami

静岡市清水文化会館マリナート 「岩合光昭写真展「こねこ」」ほか ― P❸-❹

静岡音楽館AOI

コンサートシリーズ 2021-22
第2期 発売開始！
！

静岡市民文化会館 「春風亭昇太一門会 春風亭昇々・昇吉真打昇進披露公演」ほか ― P❺-❻
静岡市美術館 「没後70年 吉田博展」ほか ― P❼-❽
静岡科学館る・
く
・る サイエンスショー「さがせ！光のワンダーランド」ほか ― P❾
静岡市生涯学習センター 講座情報 ― P❿-⓬

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。

静岡市民ギャラリー 催事カレンダー ― P⓯
街かど 特集「小坂」― P⓭
「まちかどコンサート、
静岡市民文芸作品募集」― 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

コンサートシリーズ 2021-22

2021-22

第2期 発売開始！
！

6/19（土）より発売（静岡音楽館倶楽部会員先行発売6/12（土）より）
静岡･室内楽フェスティバル2021

静岡･室内楽フェスティバル2021
ランチタイム･コンサート

上野耕平（サクソフォン）
ライヴ＆トーク

9/4

土

11：30開演
（10：45開場）

AOI･レジデンス･クヮルテット

11/13

©S.Ohsugi

W.A.モーツァルト：弦楽四重奏曲第18番 イ長調 K.464
F.シューベルト：弦楽四重奏曲第15番
ト長調 D.887, op.161

曲目／D.ミヨー：スカラムーシュ op.165b ほか
出演／上野耕平
（サクソフォン）
山中惇史
（ピアノ）

出演／AOI･レジデンス･クヮルテット
[松原勝也、小林美恵
（ヴァイオリン）
、
川本嘉子
（ヴィオラ）
、河野文昭
（チェロ）
]

エドゥアルド･フェルナンデス＆福田進一
ギター･デュオ･リサイタル

オーディション合格者による
コンサート

11/25

16：00開演
（15：15開場）

全自由￥1,800

（会員￥1,620、22歳以下￥1,000）

〜オーケストラとともに〜

[ 会場：静岡市清水文化会館マリナート大ホール ]

指定A￥7,000（会員￥6,300）
指定B￥6,000（会員￥5,400、22歳以下￥1,000）

ⓒYoshinobu Fukaya

静岡･室内楽フェスティバル2021

東京六人組 演奏会

〜木管五重奏とピアノの調べ〜

10/29 金
19：00開演
（18：15開場）

全指定￥4,000

（会員￥3,600、22歳以下￥1,000）

曲目／F.プーランク：六重奏曲 FP100
M.ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ ほか
出演／東京六人組
〔上野由恵（フルート）、荒絵理子（オーボエ）、金子平（クラリネット）、
福士マリ子（ファゴット）、福川伸陽（ホルン）、三浦友理枝（ピアノ ）〕
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19：00開演
（18：15開場）

全指定￥4,000

（会員￥3,600、22歳以下￥1,000）

15：00開演
（14：15開場）

曲目／W.A.モーツァルト：歌劇《ドン･ジョヴァンニ》
K.527より
〈シャンパンの歌〉
L.v.ベートーヴェン：歌劇《フィデリオ》op.72より
四重唱〈不思議な想いが私を満たす〉
G.ロッシーニ：歌劇《セヴィリアの理髪師》
より
〈今の歌声〉
G.ヴェルディ：歌劇《リゴレット》より
四重唱ほか
出演／沼尻竜典
（指揮）、砂川涼子
（ソプラノ）
、
中島郁子
（メゾソプラノ）
、
山本康寛
（テノール）
、斉木健詞
（バス）
、
東京交響楽団

ⓒRyoichi Aratani

木

（E.フェルナンデス 編）
曲目／J.S.バッハ：プレリュードとフーガ第22、23番（《平均律クラヴィーア曲集》より）
J.ブラームス：主題と変奏 op.18（J.ウィリアムス 編）
（ソナタ第2番
op.150-2
よ
り
）
A.ディアベリ：メヌエット
F.ソル：幻想曲《2人の友》op.41
T.アデス：ダークネス･ヴィジブル（E.フェルナンデス 編）
M.カステルヌォーヴォ=テデスコ：プレリュードとフーガ 嬰ハ短調（《平均律ギター曲集》より）
L.ブローウェル：4つのミクロピエサス〜ダリウス･ミヨーへの讃歌
吉松隆：アトム･ハーツ･クラブ･デュオ op.70a ほか
出演／エドゥアルド･フェルナンデス、福田進一
（ギター）
©Takanori Ishii

オペラ･アリア･コンサート

10/10

※都合により内容を変更する場合があります。

撮影：日置真光

静岡･室内楽フェスティバル2021 発売延期

第25回「静岡の名手たち」

日

全指定￥3,500

（会員￥3,150、22歳以下￥1,000）

（松原勝也 編）

（会員￥1,620、22歳以下￥1,000）

出演・曲目／未定

18：00開演
（17：15開場）

曲目／J.S.バッハ：イギリス組曲第6番 ニ短調 BWV811

全指定￥1,800

9/11 土

土

桑原ゆう
（作曲家）、田村博已（演出家）による
プレ･コンサート･トーク（14：30〜14：45）があります。

日本人と自然Ⅱ

本来の面目を詠ず

〜新しい日本の伝統音楽〜

12/4 土
ⓒN.Ikegami

15：00開演
（14：00開場）

全指定￥3,500

道元禅師（大本山 永平寺 蔵）

（会員￥3,150、22歳以下￥1,000）

演目･出演／八橋検校：箏組歌《四季曲》
山登松和
（箏、
うた）
尺八本曲《鹿の遠音》
（やまびこ入）
善養寺惠介
（尺八）
、
高橋翠秋
（胡弓）
民俗芸能 鹿踊)《礼庭》
金津流梁川獅子躍
（奥州･江刺、
岩手県指定無形民俗文化財）
桑原ゆう：
《五聖人の四季》−道元・西行・一遍・明恵・良寛−
（2021年度 静岡音楽館AOI委嘱作品･世界初演）
石川高（笙、聲）、中村仁美（篳篥）、角田眞美（龍笛）、黒田鈴尊（尺八）、
木村麻耶
（箏）
、
三瀬俊吾
（ヴァイオリン）
、
竹本聖子
（チェロ）
、
本條秀慈郎
（三味線）
、高田みどり
（打楽器）
、川城孝道、室生述成、
小路耕徳、
末廣正榮
（聲明）
構成･演出／田村博巳

子どものためのコンサート

ゆかいな低音デュオ

12/18 土

15：00開演
（14：15開場）

全指定￥2,500 親子券￥3,000

（会員￥2,250、22歳以下￥1,000）

曲目／湯浅譲二：天気予報所見
中川俊郎：3つのデュオローグ、7つのモノローグ、31の断片より
P.パラレリウス：花咲き乱れ 木ノ脇道元：TORERO
鈴木広志：百歳になって 新美桂子：砂漠の足踏みミシン
伊左治直：羊腸小径 團伊玖磨：ぞうさん
湯浅譲二：はしれちょうとっきゅう
C.サン＝サーンス：象
（組曲《動物の謝肉祭》より）
C.ドビュッシー：風変わりなラヴィーヌ将軍 ほか
出演／低音デュオ [松平敬
（声、
バリトン）
、
橋本晋哉
（チューバ、
セルパン）
]
藤田朗子
（ピアノ）

©長澤直子

〒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。

7月

11 日

14 水

16 金

18 日

21 水

24 土

25 日
28 水

主 …主催 問 …お問合せ

第19回洗足静岡コンサート

主 洗足学園音楽大学

同窓会静岡県支部

ホール （13：30）14：00〜15：50

問 054-287-7008

一般1,000円、学生500円

静岡県立清水南高等学校第33回芸術科演奏会
ホール （17：00）17：30〜20：00

主 静岡県立清水南

高等学校芸術科

問 054-334-0431

無料（どなたでも）

天満敦子お話と演奏の会〜ようこそ天満ワールドへ〜
ホール （13：30）14：00〜15：30

問 054-253-1221

3,190円

コレギウム・ムジクム静岡第31回定期演奏会
ホール （13：00）14：00〜16：00

主 オオウチ

19：00〜20：30

無料（要申込）

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

無料（要申込）

静岡県大学進学フェア
講堂

ジュン

問 054-246-6763

サークル“この1曲”をとことん語る
講堂

主 SBS学苑パルシェ校

主 ふじのくに地域・

大学コンソーシアム

（13：20）13：30〜15：30

無料（日本語学校在籍の外国人留学生及び教職員）

第38回久保田ギター教室発表会
ホール （12：30）13：00〜16：00

主 久保田ギター教室
問 054-262-0203

無料(どなたでも)

オルガン￥500コンサート

夏休みコンサート

ホール （10：45）11：30〜12：30 全自由500円 完売
※3歳児からご入場いただけます(チケットが必要です)。

問 054-249-1818

原田真侑

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

※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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岩合光昭写真展「こねこ」
動物写真家・岩合光昭さんがライフワークとして撮影を続ける最も身近な動物「ねこ」。

本展では、岩合さんがこれまでに出会った世界各地域の“こねこ”たちに焦点を当てて紹介します。

愛くるしく元気いっぱいに暮らす“こねこ”、
その日々の冒険を約１５０点の作品にてお楽しみください。

また、会場では写真集やオリジナルグッズなども販売いたします。

2021

8/7

土

〜22 日

10：00〜17：00（入場は16：30まで）
チケット情報など詳細は、
マリナート HP をチェック！
https://www.marinart.jp/

会期中
無休
「アイスランド、
レイクホルト」

ⒸMitsuaki Iwago

会 場：静岡市清水文化会館マリナート 1階ギャラリー
入場料：前売券 一般 600円、中高大生 400円、小学生 200円 ※未就学児無料
※当日券は全ての券種で200円増し ※小学生のみでの単独入場はご遠慮下さい
※障がい者手帳をお持ちの方は本人のみ無料
主 催：静岡市清水文化会館マリナート 共 催：テレビ静岡 企画制作：クレヴィス
問合せ：静岡市清水文化会館マリナート 054-353-8885 / 9：00〜22：00
月曜休館(月曜祝日の場合は翌平日休館)
■岩合光昭（いわごうみつあき）
プロフィール
1950年東京生まれ、動物写真家。野生動物の息吹を感じるその写真は、世界的に高く評価されている。半世紀
以上続けているネコの撮影にも力を入れ、2012年、NHK BSプレミアム「岩合光昭の世界ネコ歩き」が放送開
始。
『ねこ』
『 ふるさとのねこ』
『 ねこの京都』
『 岩合光昭の世界ネコ探し』
『こねこ』
『 岩合さんちのネコ兄弟 玉三
郎と智太郎』他、著書多数。2019年「ねことじいちゃん」、2021年「劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き あるが
ままに、水と大地のネコ家族」で映画監督をつとめる。
岩合光昭 公式ホームページ
［IWAGO］ http://iwagomitsuaki.com

かけがえのない日常の瞬間に出会う
中勘助文学記念館
来館ノススメ
静岡市清水文化会館マリナート
公益財団法人静岡市文化振興財団
事務局

杉浦文香
中嶋
佳那

新型コロナウイルス感染症の影響により、今までの生活が変化し、
楽しみやワクワクが思うように得られないと感じることが多くなっていま
す。その中で私たちはどこかに、温かい言葉やまなざし「愛」を置

岩合さんは、撮影でねこと向き合う時「撮らせてもらってもいい？」「い
いこだね。」
「かわいいね。」
と、
ねこと会話する姿がとても温かく印象的で、
それが作品にも表れているように感じます。ねこと同じ目線でカメラを握
る岩合さんの作品は、今まで気づかなかった動物の視点や、彼らの日
常があることを気づかせてくれました。
今回開催する岩合さんの写真展「こねこ」では、生まれたばかりの

いてきてしまったように感じます。心が狭くなる自分を感じている時、

こねこたちの日常が、冒険の毎日であることを教えてくれます。今は新

動物写真家である岩合光昭さんのこねこの写真に、ふと目が留まりま

型コロナウイルス感染症の影響で外に出る機会が少なくなってしまいま

した。

したが、こねこの目線で冒険を楽しみ、彼らの愛を是非感じて下さい。

こねこのふわふわの毛、好奇心に満ちた瞳、しなやかな体、のび

3

ⓒIwago Photographic Oﬃce

会場では、世界中のこねこの日常を紹介します。彼らの日々を垣間見て、

のびとした動き…どれをとっても愛らしさに溢れていて心が洗われるよ

その愛くるしさに癒されていただけると嬉しいです。私たちの日常もかけ

うでした。岩合さんの撮るねこたちは、
やんちゃだったり、
おしとやかだっ

がえのないものであり、愛に満ち溢れていることにきっと気づかせてくれ

たりと性格が全く違い、彼らのありのままの瞬間を切り取っています。

るはず。温かな空間で、皆様をお待ちしております。

※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。

7月【ホール】

4

日

10 土
17 土

主 …主催 問 …お問合せ

A.K.T ballet K studio mini 発表会2021

主 A.K.T ballet K studio

大ホール （17：00）17：30〜19：00 関係者のみ

問 090-2773-5180(伴野)

令和3年度 静岡県障害者技能競技大会(2021アビリンピック静岡大会）
【ギャラリー同時開催】

主 静岡県/独立行政法人高齢・障害・

小ホール （9：00）9：30〜17：00

自由席

無料

高関健 首席指揮者就任記念 富士山静岡交響楽団 第104回定期演奏会

大ホール （13：00）14：00〜16：00 指定席 前売 A席4,500円 B席3,500円 B席学生1,500円（当日 各500円増 B席学生1,500円 ）※未就学児入場不可

18 日

バンビーニスタジオ リトミックピアノ発表会

21 水

清水市民劇場第314回例会オペラシアターこんにゃく座「アルレッキーノ」

小ホール （13：00）13：30〜16：30

大ホール （18：00）18：30〜21：15

30 金

第26回「海の日」式典

31 土

大ホール （12：30）13：30〜15：30

問 054-203-6578

(平日10:00〜17:00)

問 054-348-0806

会員のみ

第27期しみずかがやき塾

主 一般財団法人富士山静岡交響楽団

主 バンビーニスタジオ

関係者のみ

24 土

求職者雇用支援機構 静岡支部

問 054-280-3622

第2回講座

主 清水市民劇場
問 054-351-8191
主 しみずかがやき塾運営事務局
問 054-353-6700

会員のみ

主 海の日清水港実行委員会

大ホール （12：30）13：30〜15：30 関係者のみ

問 054-352-0175
(事務局：静岡運輸支局 清水庁舎)

こども劇場ワークショップ
「みんなで楽しもう！ダンス・ダンス・ダンス」

主 静岡市清水文化会館マリナート

小ホール （13：30）14：00〜15：30 参加者 500円 対象：小学1〜6年生まで（事前予約制）

問 054-353-8885

【ギャラリー】

1 木 〜 4 日 日本硬筆社展
AB区画 9：00〜17：00

10 土

主 日本硬筆社

※初日は12：00から、最終日は15：00まで

無料

問 0545-64-4131

令和3年度 静岡県障害者技能競技大会(2021アビリンピック静岡大会）
【小ホール同時開催】

主 静岡県/独立行政法人高齢・障害・

全面 9：00〜17：00 無料

問 054-280-3622

求職者雇用支援機構 静岡支部

こども劇場ワークショップ

みんなで楽しもう
！ダンス・ダンス・ダンス
7月31日（土）14：00〜15：30

会 場：静岡市清水文化会館マリナート 小ホール
対 象：小学1〜6年生まで （事前予約制）
※参加費は当日会場にてお支払い。
参加費：500円

講師：大前光市さん（舞踊家）

※車いす席をご利用の場合は、事前にマリナートまでご連絡ください。

予約
受付中

電話で予約

静岡市清水文化会館マリナート 054-353-8885

①氏名②学校名③学年④付添人数（※1）⑤住所⑥電話番号⑦撮影の承諾（※2）
をお伝えください。
（※1）小学生以外の付添2名まで無料、3名以上は1人につき500円
小学生の付添は不可（参加者としてご予約ください。）
（※2）
当日の様子を撮影し、広報媒体に掲載する場合があります。

WEBで予約

マリナートホームページ専用フォームからご予約ください

マリナート https://www.marinart.jp
主 催：静岡市清水文化会館マリナート
共 催：静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・る
企画・プロデュース：永井聡子
（静岡文化芸術大学教授、静岡市清水文化会館マリナートアドヴァイザー）
特別協力：静岡文化芸術大学
後 援：静岡市教育委員会
お問合せ：静岡市清水文化会館マリナート 054-353-8885

マリナート HP

ダンスってちょっと恥ずかしい？難しい？
ダンスをやったことなくても大丈夫！
体いっぱい使って表現するって楽しい！
心を開放するって気持ちいい！
2016リオパラリンピック閉会式に出演し、今年聖
火ランナーも務めた大前さんと一緒にダンスを
語り、
ダンスを観て、
ダンスを体験しよう！

〇37.5度以上の発熱または平熱比1度超過の場合 〇呼吸困難、だるさや咳、咽頭痛などの症状がある場合 〇同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
※過去14日以内に感染が拡大している国・地域 (注1) への訪問歴や移動歴がある､またはその方との濃厚接触があった場合等は特に注意。(注1)静岡県発表の警戒レベル「特に慎重に行動」及び「回避」地域

※都合により内容を変更する場合があります。

4

春風亭昇太一門会

春風亭昇々・昇吉真打昇進披露公演

様々なメディアで活躍されている静岡市出身の落語
家・春風亭昇太氏の一門会による落語公演。2021年
5月より真打となる春風亭昇々、春風亭昇吉の2人の
真打披露でもあります。人気の春風亭昇太氏一門会
の落語公演をお楽しみください。

7月24日（土）

日時：

開演14：00（開場13：30 予定）
会場：静岡市民文化会館 中ホール
出演：春風亭昇太、春風亭昇々、春風亭昇吉
料金：一般席（1 階席）3,000 円、一般席（2 階席）1,000 円、
高校生（1 階席・2 階席ともに）1,000 円
チケット発売日：6 月 12 日
（土）10：00 より
※静岡市民文化会館での電話予約は 6 月 13 日（日）9：00 より受付開始
チケット取り扱い：静岡市民文化会館、チケットぴあ【P コード：506−183】
主催：静岡市民文化会館 指定管理者 静岡市文化振興財団共同事業体
問い合わせ：静岡市民文化会館 054-251-3751

ラウドヒル計画

大型舞台劇 第5弾「FLASH！」
静岡から完全オリジナル舞台作品を想像・発信する、静岡市民文化会館

「ラウドヒル計画」。
コロナ禍に揺れた2020年を乗り越え、3年ぶりに挑
む大型舞台作品「FLASH！」
（仮）。今回の題材は、静岡の希望の光「安
倍川花火大会」
！ 困難に挫けず、夢と皆の笑顔に向けて一途に駆ける、
とことん熱いキャラクターの明朗快活エンターテインメントです。

10月30日（土）、31日（日）

日時：
公開予定
会場：静岡市民文化会館 中ホール
主催：静岡市民文化会館 指定管理者 静岡市文化振興財団共同事業体
問い合わせ：静岡市民文化会館 054-251-3751
チケット料金・発売日等の詳細は、決まり次第、静岡市民文化会館のホームページ等でお知らせいたします。

合）の段階は「前座見習い」→「前座」→「二ツ目」→「真打」。前座見

真打昇進披露公演
静岡市民文化会館

習いは楽屋に入ることもありません。着物の着方やたたみ方、落語・
岩科直子

鳴物の稽古などの落語の基本がある程度できるようになった後に、前
座として高座に座ることができるようになります。そうして 4 年ほどで二ツ

伝統芸能というと、鑑賞や体験の機会があっても敷居を高く感じて

目に。前座と二ツ目の大きな違いは着物で、紋付・袴・羽織の着用が

躊躇される方も中にはいらっしゃるかもしれません。しかし伝統芸能の

でき、皆が知っている 落語家 の姿になります。二ツ目はそれまでと

中の1 つである落語は、皆さんよくご存知の長寿テレビ番組や、
アニメ・

は違い、時間に余裕ができ自らのことに時間を使うことが可能になるそ

漫画やドラマの作品題材になることも多く、老若男女問わず身近に感

うです。そしてここでの時間の使い方が今後の落語家としての流れを

じるものではないでしょうか。規模の大小はありますが、各地で寄席

左右するのだとか。そして 10 年ほどして、いよいよ真打に。

も開催されていますから、実際に足を運ばれて生の落語を楽しまれた

真打になると、寄席で最後に登場する資格を有し、また弟子を取る

経験がある方も多いことでしょう。静岡市民文化会館では、7 月 24

ことも出来るようになります。「いよいよ真打登場だ」という言葉が示すよ

日（土）に「春風亭昇太一門会 春風亭昇々・昇吉真打昇進披露

うに、押しも押されもしない 落語界の最高位 のイメージが強いので

公演」を開催します。この催事名にもある 真打昇進 。落語に詳

すが、真打は到達点ではなくむしろここからが落語家としてのスタート、

しくない方もどこかで見聞きしたことがあるワードだと思います。

と捉える面もあるそうです。…と、いうことで、当館で 7 月開催の落語

では、真打とは何なのでしょうか。昇進というからには、落語家の
階級ということは想像がつきますよね。真打になるまで（※東京の場
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イメージイラスト：yazwo

※都合により内容を変更する場合があります。

公演は春風亭昇々さん・昇吉さんの晴れ舞台！皆さま、是非とも静岡
市民文化会館に足をお運びいただけますと幸いです。

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。

7月

3

主 …主催 問 …お問合せ

masayuki suzuki taste of martini tour
2020/21〜ALL TIME ROCKʼNROLL〜

土

大ホール （17：00）18：00

指定席 8,800円（税込）

主 Daiich-TV/K-mix/サンデーフォークプロモーション 問 054-284-9999（サンデーフォークプロモーション）
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LOVE PSYCHEDELICO 20th Anniversary Tour

日

中ホール （17：00）18：00〜20：30

指定席 6,900円

主 株式会社 ジェイルハウス 問 052-936-6041
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HIROMI GO CONCERT TOUR 2021 “Beside The Life”

火

大ホール （18：00）18：30〜20：30

指定席 10,000円 ※3歳以上有料、3歳未満入場不可
問 054-271-5133
（J-staﬀ）

主 静岡第一テレビ/K-mix/J-staﬀ

8

木〜

11 日

『劇団四季 The Bridge 〜歌の架け橋〜』静岡公演
大ホール 7/8（12：45）13：30〜15：00 7/10（12：15）13：00〜14：30（15:45）16：30〜18：00 7/11（12:15）13：00〜14：30
指定席 S席：9,900円・A席：6,600円・B席：3,300円 ※公演当日3歳以上有料。2歳以下の入場不可。
主 劇団四季
（共催：静岡新聞社・静岡放送/静岡市民文化会館）

15 木 〜 16 金

問 0570-008-110
（劇団四季静岡オフィス）

静岡市民劇場第431回例会
オペラシアターこんにゃく座 オペラ『アルレッキーノ』鑑賞会
中ホール

7/15（18：00）18：30〜20：55

7/16（12：30）13：00〜15：25

主 ＮＰＯ法人 静岡市民劇場 問 054-253-6839

会員のみ

KIKKAWA KOJI LIVE 2021 BELLING CAT TOUR

18 日

大ホール （16：30）17：00

指定席 8,800円（税込）

主 サンデーフォークプロモーション

問 054-284-9999

いけばな池坊巡回講座 - Ikenobo2021-

18 日

中ホール （11：30）12：30〜16：00

関係者のみ

主 池坊中央研修学院 華道家元池坊静岡支部

問 054-245-5319
（華道家元池坊静岡支部：鈴木）

第34回琴伝流コンサートin静岡

22 木 祝

中ホール （12：00）12：30〜15：40（予定） 指定席 3,000円
主 琴伝流大正琴全国普及会

問 0265-81-7500

20th Orchestra Tour HYDE ROENTGEN 2021

25 日

大ホール （18：00）19：06

指定席

SS席 25,300円（税込）・S席 14,190円（税込）・A席 9,350円（税込）

主 サンデーフォークプロモーション

8

30 金 〜 1

日

問 054-284-9999

第62回静岡県吹奏楽コンクール 中学校の部 中部大会
大ホール （9：45）10：00〜17：00 自由席 800円
主 静岡県中学校吹奏楽連盟

中部支部

（静岡市立南中学校：堀江）
問 054-237-4900
※都合により内容を変更する場合があります。
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世界を魅了した︑
多色摺木版の極致

没後
吉
田博展
年

70

明治から昭和期まで活躍した洋画家の吉田博（1876-1950）は、風景画の巨匠として
知られます。本展では後半生に没頭した木版画約 200 点を中心に、油彩画、水彩画、写
生帖、版木をあわせて紹介し、吉田博が捉えた美の世界を探訪します。
福岡県に生まれた吉田博は、洋画を志して明治 27（1894）年に上京、明治 32（1899）
年には日本で描きためた水彩画を携えて渡米し、自作を販売して渡欧資金を作るという快挙を
成し遂げます。
ヨーロッパ各地をめぐり明治 34（1901）年に帰国すると、太平洋画会や文部
省美術展覧会を舞台に活躍しました。大正後期からは、西洋画の写実的な描写と日本の伝統
的な木版技法を統合すべく研究を重ね、生涯に約 250 種もの木版画を制作しました。
自然へ
分け入って体得した風景を表現するため、吉田博は平均して 30 回以上、時には 100 回近く
も摺りを重ねました。精緻で清新な作品は世界中で愛され、かのダイアナ妃の執務室に吉田
博の木版画が飾られていたことも知られています。
若い頃から世界を旅し、日本人ならではの絵画を考え続けた吉田博にとって、木版画は一つ
の到達点でした。浮世絵以来の伝統技法に近代的な美意識を盛り込んだ、多色摺木版の極
致ともいえる名作の数々をお楽しみください。

吉田博《冨士拾景

■会

期：

朝日》大正15
（1926）
年

吉田博《溪流》昭和3
（1928）
年

2021年6月19日（土）〜8月29日（日）

■休館日：毎週月曜日 ＊ただし8月9日
（月・休）
は開館、10日
（火）休館

＊会期中、一部展示替えがあります。前期7月25日
（日）
まで、後期7月27日
（火）
から

■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

中学生以下無料

900（700）
円

＊リピーター割引：2回目以降、本展の有料観覧券半券提示で当日券200円引き
＊
（

）
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
＊静岡市美術館HPより日時指定予約ができます。

■前売 券：5月22日
（土）
から6月18日
（金）
まで販売

静岡市美術館、
ローソンチケット
［Lコード：41943］、
セブンチケット
［セブンコード：089-004］、

チケットぴあ[Ｐコード：685-621］、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
■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

■共
■協
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岡店、大丸松坂屋静岡店友の会、
中日新聞販売店

催：毎日新聞社

賛：ニューカラー写真印刷

※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、
テレビ静岡、
中日新聞東海本社、
日本経済新聞社

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。

吉田博《瀬戸内海集 帆船 朝》大正15
（1926）
年

吉田博《陽明門》昭和12
（1937）
年

吉田博《瀬戸内海集 帆船 夜》大正15
（1926）
年

関 連 イベ ント

担 当 学 芸 員 によ る ス ライドト ー ク
静岡市美術館学芸員が展覧会の見どころを解説します。
日 時：①7月17日
（土）、②8月9日
（月・休）いずれも14：00−（各回40分程度）
会 場：静岡市美術館 多目的室
定 員：各回50名（予定）
参加料：無料
※申込不要、先着順

吉田博と木版画
静岡市美術館

学芸員

山本香瑞子

制作に乗り出します。
また、自分でも職人に負けない木版技術を身
につけました。そうして誕生したのが、伝統木版の技法と西洋式の
写実的な描写を融合した独自の木版画でした。淡い色を何度も摺

大正12年の12月、吉田博は関東大震災の被災画家救済のた

り重ね、複雑な色合いを出す手法を完成させた吉田博は、時間や

め、仲 間の画 家たちの作 品を携えて渡 米、翌 大 正 1 3 年から約１

天 候によって表 情を変える大 気や雲、光、水 面の反 射などを縦 横

年間をかけてボストン、
シアトル、
シカゴなど各地でチャリティー販

無尽に表現しました。たとえば、連作《帆船》では、時に版を追加し

売の巡回展を開催しました。
しかし、震災のニュースから時 間が

ながら同じ版 木が色を変えて摺られ、
６種 類の異なる情 景が表さ

経っていたこともあり、絵の売れ行きは芳しくなかったといいます。

れています。

唯 一 好 評だったのは、吉田が原 画を描き、渡 邊 木 版 店という版

今回の展 覧 会には、4 9 歳から7 0 歳までのおよそ2 0 年 間に制 作

元から出版した木版画でした。すでにアメリカでは伊東深水や川

された約250種類の版画のうち200点ほどが出品されます。バレン

瀬巴水ら日本画系の画家による木版画が人気を博していたとい

で摺り出された紙の凹凸や、96度摺りの重厚感あふれる色彩など

います。

本物ならではの質感、木版画としては破格の特大版の迫力などを

帰国後、吉田は版元を頼らず、
自ら彫師と摺師を抱えて木版画

ぜひ会場でお確かめください。

※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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〒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）
臨時開館日：7月26日(月)

ホテルグランヒルズ
静岡

臨時休館日：7月6日(火)、13日(火)

申込のいらないイベント

サイエンスショー

さがせ！光のワンダーランド
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！
光が生み出す世界にはひみつがいっぱい！みんなで、光の世界を冒険しよう！
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24 土 25 日

時

間：11：00、14：00（各回30分程度）

会

場：9 階 イベントホール

定

員：80 名

申込の必要なイベント

科学茶房

夏休み宇宙講演会 はやぶさ２とその先の宇宙探査ロボット
見事に地球へとサンプルを持ち帰った小惑星探査機「はやぶさ２」。
着陸して飛び跳ねながらリュウグウを撮影したミネルバ２などを担当した久保田先生に、
はやぶさ２・ミネルバ２をはじめ、宇宙探査ロボットについて紹介してもらいます。
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18 日

時
間：13：00 〜 14：15
講
師：久保田孝さん（JAXA 宇宙科学研究所 教授）
定
員：80 名
対
象：小学校高学年〜大人におすすめ
会
場：9 階 イベントホール
申込方法：6/13（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）

る・く・る自 然 観 察 会
〔申込方法〕

定員：20 名（小学生以下は保護者同伴） 参加費：100 円（保険料）
共同主催：静岡県自然観察指導員会

※現地集合解散、雨天中止

往復はがきの往信用に①イベント名・日付、②参加者・保護者の氏名（漢字）、③全員の年齢、④電話番号、
返信用に住所・氏名を記入の上、静岡科学館「自然観察会担当」
まで申込。
※保護者氏名、年齢も必ずご記入ください。※応募者多数の場合は抽選。

みんなで探そう！なつのむし

夜に発見！セミの羽化

トンボやチョウなどの

夕暮れ時になると

夏の虫たちを、

這い出して来る

麻機遊水地で探して

セミの幼虫たちを、

観察します。

探して観察します。
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10 土

時

間：10：00〜11：45

会

場：麻機遊水地第4工区（葵区芝原）

申込方法：往復はがき 6/9（水）必着

9

※都合により内容を変更する場合があります。

7
時

30 金 31 土

間：18：30 〜 20：15
※両日とも同じ内容です。
いずれかご希望の日付を選んでお申込みください。
会
場：城北公園（葵区大岩本町）
申込方法：往復はがき 6/30（水）必着

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）
7/18（日）

13：00〜16：15

「誰もがセンセイ、誰もがセイト」

アース(明日)カレッジ2021 がコンセプト、海外情報やものづ
(全1回)

絵画指南塾

・25（日）
7/24（土）

(全2回)

10：00〜12：00

くりなど様々なプログラムを体験
できます。

「静岡の魅力」をテーマに過去に
訪れた場所や描きたい風景の写
真をお持ちいただき、風景画とし
て制作します。

どなたでも

無料

中学生以上15人

1人500円

小学生15人

1人500円

7/10(土)・希望の講座名も
記入※各講座についての詳
細と、お申し込みは各講座
のページをご覧ください。

開館時間／9：00〜21：30
休館日／第2・第4月曜日

7/11(日)必着

本を読んで、心動かされたことを、

・8/7（土）
・21（土）
7/31（土）
10：00〜12：00

読書感想画コンクールに 画用紙いっぱいに描いてみましょ
う。
読書感想画コンクール指定図書
挑戦
（全3回）

を読んで、感想を絵で表現します。
※本は事前に読んできてください。

13：30〜15：00

小学生向け
プログラミング講座

夏休みに自宅でプログラミングに
取り組めるよう、夏の初めにプロ
グラミングを学ぶ講座です。

小学4〜6年生15人

1人1,000円

8/8（日・祝）

創ろう！君だけのプラモ

普段は使用しない、
プラモデルの
端材を使用してオリジナルのプラ
モデルを作成します。

小学生15人

無料

8/4（水）・5（木）・6（金）

（全3回）

（全1回）

13：30〜15：30

9/10（金）

10：00〜12：00

子育て講演会
増田修治氏(白梅学園大学教授)
「笑って伸ばす子どもの力」 による子育て講演会です。
（全1回）

7/10(土)必着・
学年も記入

7/14(水)必着

7/25(日)必着・
学年も記入・1枚1人

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
100人
(子どもの同伴不可)

無料

小学1年生〜
中学3年生
15人

1人1,000円

7/10(土)
10：00〜・申込順

西部生涯学習センター
8/1（日）

13：30〜16：30

自分に似合う
Tシャツをデザインしよう
（全1回）

デザイナーとはどんな人たちかを
学び、自分に似合う色や模様を考
え、染め用クレヨンでTシャツに描
きます。

7/5(月)必着･1枚1人
・学年(年齢)・性別、
Tシャツのサイズ
（120〜160cm）
も記入

東部生涯学習センター
はじめての動画編集
夏の思い出を残そう

・8/21（土）
7/31（土）
10：00〜12：00

（全2回）

麻機自然観察会
〜昆虫と遊ぼう！〜

8/1（日）

10：00〜11：30
（※雨天時屋内講義）

・4（水）
8/3（火）
10：00〜12：00

8/3（火）

18：30〜20：00
（※雨天中止）

・9/7（火）
8/31（火）
10：00〜11：30

（全1回）

iPhoneまたはiPadと

撮影してきた夏の思い出の動画
iMovieを用意する
を親子で編集して作品として残し ことができる小学生と
ます。
その保護者10組
麻機遊水地で昆虫を採集し、観察
します。※麻機遊水地(葵区芝原)
集合解散

夏休みフォトスタンドを
「夏 休 み の 思 い 出」をテーマ に、
つくろう！
フォトスタンドをつくります。

1組1,000円

3歳以上30人
(小学生以下は
保護者同伴)

1人100円

小学生12人

1人800円

7/14(水)
10：00〜・申込順

小学生と
その保護者20人

1人100円

7/9(金)
14：00〜・申込順

成人20人

無料

7/27(火)
13：30〜・申込順

小学生とその保護者
8組

1組1,000円

7/7(水)
10：00〜・申込順

（全2回）

城北公園(葵区大岩本町)でセミの

セミの羽化を観察しよう！ 羽化を観察してみよう。
（全1回）

平家物語の世界
ー駿河の女性の物語
（全2回）

※現地集合解散

常葉大学の公開講座です。一の谷
で捕われた平清盛の息子・重衡と、
その介添えである駿河国手越長
者の娘・千手について紹介します。

7/12(月)必着
・メールアドレス、
年齢も記入・1枚1組まで

7/19(月)必着・メール
アドレス、年齢も記入・
1枚4人まで

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
7/31（土）

10：00〜12：00

郷島の秘在寺にある
「冷泉手漉き

親子で紙すき体験IN郷島 和紙工房」で紙すき体験と地域の
（全1回）

紙すきについての歴史を学びます。
※秘在寺(葵区郷島）集合解散

身近なヒーロー
消防団のお仕事！

消防団のお仕事をお話や体験を
通じて学びます。

小学4〜6年生20人

無料

7/11(日)
10：00〜・申込順

10：30〜12：00

夏休み英語体験
ALTとあそぼう！

ALT(外国語指導助手)と交流し、英
語を学習します。

小学2〜4年生30人

無料

7/15(木）
10：00〜・申込順

8/11（水）

夏休み子ども料理教室

手打ちうどんを作ります。

小学4〜6年生12人

1人500円

7/14(水)
10：00〜・申込順

・13（金）
8/12（木）

夏休み子ども科学教室

子ども向けの科学実験としてミニ
小学3〜5年生20人
実験ショーと科学工作を行います。

1人500円

7/16(金)
10：00〜・申込順

8/1（日）

10：00〜11：30

・6（金）
8/5（木）

9：30〜11：30

9：30〜11：30

（全1回）

（全2回）

（全1回）

（全2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。
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時

講
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内

容

対
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会

費

申込方法

藁科生涯学習センター
・28（水）
7/27（火）
10：30〜12：00

8/5（木）

13：00〜14：00

英語体験 ALTとあそぼう ALT(外国語指導助手)と交流し、
（全2回）

英語に触れます。

小学3〜4年生
20人

無料

7/2(金)
10：00〜・申込順

藁科おはなし広場
〜戦争のおはなし〜

戦争体験者のお話と戦争と平和
についてのおはなし会です。※服
織児童館(葵区羽鳥6丁目)集合解
散

小学生以上
15人

無料

7/8(木)
14：00〜・申込順

わらしな子ども
アートラボ

夏休みの子ども美術ワークショッ
プです。木とのこぎりを使ってひみ
つの宝ばこを作ります。

小学生15人
(小学1、2年生は
保護者同伴)

1人1,000円

7/14(水)
10：00〜・申込順

四季の星座
〜夏の巻〜

夏の夜空の観望と星座の話。曇天
時は室内で星の話をします。

小学生以上30人
(小学生は
保護者同伴)

無料

7/17(土)
14：00〜・申込順

雲のでき方や、地球温暖化につい
て実験を交えて学びます。

小学3〜6年生
20人

無料

7/4(日)
10：00〜・申込順

俳優をはじめ舞台に携わる人の
話を聴き、演劇の体験を行います。

小学3〜6年生
15人

1人600円

7/8(木)
10：00〜・申込順

（全1回）

・12（木）
8/11（水）
9：30〜15：00

（全2回）

8/14（土）

19：00〜21：00

（全1回）

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）
8/1（日）

天気のふしぎ

10：00〜11：30

（全1回）

舞台を創る人、

・13（金）
・14（土）
8/12（木）
演じる人に聞いてみよう!
10：00〜11：30
（全3回）

カカオ豆から作る
チョコレートの魅力

チョコレート職人に学び、カカオ
豆からチョコレートを作ります。

成人8人

1人1,600円

7/29（木）

親子で楽しむ絵本の世界
（全1回）

子育てに役立つ図書館の活用方
法や絵本の選び方、読み聞かせを
学びます。

未就園児と
その保護者
10組

無料

8/6（金）

子ども社会見学
結婚式場のお仕事

結婚式場を見学し、業務や設備に
ついて学びます。

小学4年生以上
20人

1人200円

30人

無料

8/28（土）

13：30〜15：00

（全1回）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

7/26(月)必着

南部生涯学習センター

10：00〜11：30

10：00〜12：00

（全1回）

7/8(木)
10：00〜・申込順

7/16(金)必着
学年も記入・1枚1人

海外旅行をもっと
楽しむコツ教えます

海外旅行の経験豊富な添乗員か
ら渡航先での楽しみ方をはじめ、
諸外国の文化について学びます。

7/1（木）〜8/31（火）

おさだ海の絵作品展
（全1回）

地域の園児が描く海の絵作品展
を行います。

どなたでも

無料

8/5〜9/2

声を活かす読みきかせ
ボランティア入門

読み聞かせのコツや声の出し方
を学びます。

成人15人

1人1,500円

7/8(木)
10：00〜・申込順

小学生と
その保護者
40人

1人1,000円

7/23(金・祝)必着・
年齢も記入・
1枚1組3人まで

8/22（日）

10：00〜11：30

（全1回）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

7/9(金)
10：00〜・申込順

長田生涯学習センター

毎週木曜日
10：00〜12：00

8/10（火）

10：00〜13：00
※荒天時延期

（全5回）

用宗漁港で
シラスを知ろう
（全1回）

用宗漁港でシラス漁船への乗船
体験とシラス漁について学びます。
※用宗漁港（駿河区用宗）集合解
散

直接会場(長田生涯
学習センター)へ
お越しください。

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
7/24（土）

冷茶で夏を楽しもう

8/17（火）

夏休み見学ツアー!
上下水道のしくみ

14：00〜15：30

9：20〜15：30

11

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

（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。

冷茶の美味しい淹れ方を学びな
がら、静岡県産の様々なお茶を楽
しみます。
門屋浄水場と中島浄化センター
を見学し、上下水道のしくみを学
びます。
※大里生涯学習センター集合・解
散

10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1,000円

7/1(木)
10：00〜・申込順

無料

7/20(火)
10：00〜・申込順

日

時

講

座

名

内

容

対

象

会

費

申込方法

1人500円

7/10(土)
10：00〜・申込順

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）
ふしぎ？ふしぎ！
とびだす絵本

・8/7（土）
7/31（土）
10：00〜12：00

小学生12人
しかけ絵本のしくみを学び、自分
(小学2年生以下は
だけのとびだす絵本をつくります。
保護者同伴)

（全2回）

8/1（日）

13：00〜16：00

楽しい電子工作＆
マイクロビット(基盤)を使って、
プ
プログラミング講座(低学年) ログラミングを体験します。

小学1〜2年生と
その保護者10組

1組3,500円

世界に1枚！
ゴミの減量について学び、雑紙か
古紙からハガキをつくろう らハガキをつくる体験をします。

小学4〜6年生
15人

無料

7/8(木)
10：00〜・申込順

無料

7/2(金)
13：30〜・申込順

7/13(火)
10：00〜・申込順

（全1回）

8/5（木）

10：00〜12：00

（全1回）

7/11(日)必着・
学年も記入・1枚1組

8/6（金）

たのしく学ぶ科学実験

実験を通して、たのしく科学を学
びます。

小学3〜6年生
20人

8/17（火）

AOI探検ツアー

静岡音楽館AOIの施設見学を行
います。※静岡音楽館AOI(葵区黒
金町)集合解散

小学生と
その保護者7組

無料

小学3〜4年生
とその保護者10組

1組3,500円

7/21(水)必着・
学年も記入・1枚1組

1組2,000円

7/29(木)
13：30〜・申込順

15人

1人500円

7/7(水)
13：30〜・申込順

小学3〜6年生
16人

1人500円

7/3(土)
10：30〜・申込順

（全1回）

13：30〜15：30

10：00〜12：00

（全1回）

楽しい電子工作＆
マイクロビット(基盤)を使って、
プ
プログラミング講座(中学年) ログラミングを体験します。

8/18（水）

10：00〜12：00

（全1回）

藍染職人にまなぶ！
おやこで藍染体験

・20（金）
8/19（木）
13：30〜15：30

小学生と

親子で藍染の手拭いをつくります。 その保護者各4組

（各1回、全2回）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

健康文化交流館「来・て・こ」
（駿河生涯学習センター）
8/4（水）

13：30〜15：30

納得！
日本一の茶どころ静岡

最近のお茶事情と“日本一の茶どこ
ろ”に向けた取り組みを学びます。

実験！発見！
最強の「のり」のレシピ

文房具の「のり」の研究者になって、
良い「のり」の商品開発をします。

（全1回）

8/7（土）

10：00〜12：00

（全1回）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／日曜日

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 各5人
日

時

パソコン講座

休講日

OS

会 費 ※テキスト代別途

8/19〜9/30

ワード入門（全6回）

9/23（木・祝）

Win10

3,700円

8/19〜10/7

エクセル入門（全7回）

9/23（木・祝）

Win10

4,200円

8/20〜10/8

エクセル中級（全8回）

Win10

4,800円

①

木曜日10：00〜12：00

②

木曜日13：30〜15：30

③

金曜日19：00〜21：00

申込方法：

7/15（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

7/2（金）

時

各2人

コース

①13：30〜14：30
②14：45〜15：45

①13：30〜14：30

7/16（金） ②14：45〜15：45
申込方法：

パソコン初心者

初心者対象
パソコン相談室⑦
初心者対象
パソコン相談室⑧

内

容

会

費

100円
（施設使用料）

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。

6/11(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

めざせ！セミのぬけがら博士
日

時

【会費】無料 【対象】20人（小学3年生以下の場合は保護者同伴）※西奈のみ小学生20人
セミの抜け殻を集めて、特徴や見分け方を学びます。 ※雨天の場合は室内講義

センター名

会

場

申込方法

8/2（月）10：00〜11：30 健康文化交流館「来・て・こ」
（駿河生涯学習センター） 小鹿モデル児童遊園 ※駿河生涯学習センター（駿河区小鹿二丁目）集合・解散
8/2（月）13：30〜15：00 葵生涯学習センター（アイセル21）

熊野神社

※葵生涯学習センター（葵区東草深町）集合・解散

8/3（火）9：30〜11：00 藁科生涯学習センター

羽鳥公園

※服織児童館（葵区羽鳥六丁目）集合・解散

8/3（火）14：00〜15：30 南部生涯学習センター

登呂公園

※登呂博物館（駿河区登呂）集合・解散

常葉大学
静岡瀬名キャンパス

※常葉大学静岡瀬名キャンパス
（葵区瀬名一丁目）
集合
西奈生涯学習センター
（葵区瀬名二丁目）
解散

菖蒲公園

※北部生涯学習センター（葵区昭府二丁目）集合・解散

竜南雨坪公園

※東部生涯学習センター（葵区千代田七丁目）集合・解散

8/4（水）10：00〜11：30

西奈生涯学習センター（リンク西奈）

8/4（水）14：00〜15：30 北部生涯学習センター
8/5（木）10：00〜11：30 東部生涯学習センター

7/13(火)10：00〜
参加を希望する
センターへ。
（申込順）

8/5（木）14：00〜15：30 北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和） 安倍口団地中央公園 ※北部生涯学習センター美和分館（葵区安倍口団地）集合・解散
8/6（金）10：00〜11：30 西部生涯学習センター

田町公園

※西部生涯学習センター（葵区田町三丁目）集合・解散

※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、小坂について特集します。

御坂堂

われます︵昨年は感染症の影響で軒並

各地で﹁祇園﹂と呼ばれるお祭りが行

六月の土曜日︑長田地区では︑毎週

実﹂を楽しく話してくれます︒これが

にも 会ってきたかのように﹁歴 史の事

どこで仕入れたのか︑大和武尊や家康

さて︑その小坂集落が途切れ︑急な

由縁︒

上り坂になる 分かれ道の所に︑﹁御 坂

つまり﹁語り部レストラン﹂と言われる

想像すると︑観光客を集めるわけでも

京都や博多︑あるいは吉原の祇園祭を

ないとても 地 味 なお祭りですが︑そこ

堂﹂という 看 板の掛かった建 物があり

み中止でした︒今年はどうでしょうか︶︒

に生きている人たちにとっては︑病害虫

する 茶 店で︑満 観 峰や日 本 坂 越 え を

ます︒ここは︑日曜の昼間だけ﹁営業﹂

目指すハイカーたちの立ち寄りスポット

中行事です︒地区ごとそれぞれに特徴

になっています︒ここも︑実は今紹介し

の憂い無く夏を越えるための重要な年

美しいと思うのは小坂の祇園︒

があるのですが︑その中でも私 が 一 番

﹁茶 店﹂と 言って も︑初 めての 訪 問

者はどの人が﹁店 員﹂なのか分からな

た﹁レストラン﹂の主が経営しています︒

に沿った灯籠︒梅雨入り前の湿気を含

物やちょっとした惣菜など︒あとはお代

いかも知れません︒売っているのは農 産

わずか数 件の出 店︑数 百メートル続

んだ空気の中に柑橘類の花の香りが漂

く狭い路地の低い提灯︑神社前︑階段

います︒浴衣姿の子どもたち︑散発的

周 辺の元 気な常 連さんたちが毎 週おい

いらずで座ればお茶が出ます︒ここは︑

しい物 を 持ち寄って︑会 話 を 楽しむお

に上がる花 火︒ふるさとでも何でも無

読者の皆さんの中には︑﹁小坂ってど

年寄りたちの大事な居場所でもありま

いのになぜか懐かしい風景︒

す︒そこにハイカーたちが加わり︑会話

代の峠の茶 屋というのも多 分こんな感

が生まれ︑情報が交わされる︒江戸時

駿河区小坂︵おさか︶は用宗と丸子の

間に位 置する谷あいの集 落です︒この

こ？﹂と思った人もいるかも知れません︒

谷筋は東海道よりも海側︑大崩よりは

山 側に位 置する︑古 代の東 海 道だった

じだったんだろうな︑と思わせてくれる

変 質が余 儀 な くされている現 状でも︑

感 染 症が常 態 化して︑日 常 生 活の

雰囲気があります︒

本坂の名称は日本武尊に由来し︑西側

続けているのだそうです︒人が集う 場

ここは屋外でもあり大きな変化もなく

口にあたります︒言うまでも無く︑日

かも知れない日本坂峠越えの東側の入

草 薙と並び古 代に思いを馳せることの

改めて認識させられます︒

所がある︑ということのありがたさを

の焼津辺︵やきつべ︶︑東側の安倍の市︑

個人店の宣伝になってもいけませんの

出来る場所と言えます︒

お祭りも 店 舗 も︑人が減ってしまえ

ん︒そこに暮らす人たちが︑自 分たち

ば困りますが︑かといって外からたくさ

のために続けてきたことにこそ 意 味が

で名称は省きますが︑小坂集落の中程

庭に面した 大 き な 広 間のある 古 民 家

ある︒文 化の本 質は︑案 外こういう所

ん来 れば良いというわけでもありませ

で︑民具なども配置された私設民俗博

にあるのかも知れません︒

あります︒板の間と台所に続く土間と

物 館の様 相︒そこで出されるのは︑家

に﹁語り部レストラン﹂を 名 乗 る 家が

康の食 事を再 現した料 理だそうです︒

ここの主は︑地元では有名な﹁歴女﹂︒
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小二田 誠二（静岡大学人文社会科学部 教授）

隠れ里の文化ステーション

さか

小 坂

お

祇園祭の様子

次回もお楽しみに。

まちは劇場 ON STAGE SHIZUOKA

まちかどコンサート

入場無料

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。

7月16日（金）
16：00〜16：30
JR静岡駅北口地下広場

静岡フィルハーモニー管弦楽団

フルートアンサンブル
申込不要・直接会場へお越しください

”昨年度の様子”

※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

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

静岡市民文芸作品募集中！
静岡市民文芸は、静岡市内在住または静岡市に通勤・通学してい
る方で、文芸活動を職業としていない中学生以上の方を対象にし
た、投稿作品によるコンクール形式の文芸誌です。入選作品は「静
岡市民文芸」に掲載され各区役所にて販売されます。

応募部門
●小説
●短歌
●児童文学
●俳句
●評論・ノンフィクション ●川柳
●随筆・エッセイ
●現代詩

賞

10代の方を対象にした
竹千代賞も♪

●市長賞（副賞：一万円相当）
●竹千代賞（副賞：五千円相当）
●奨励賞（副賞あり）
●佳作

※竹千代賞とは…各部門応募者の中から19歳以下の
応募者を対象に選考します。

応募方法

令和3年5月7日（金）〜9月2日（木）

（当日消印有効）
応募用紙等を当法人までご郵送いただくか、ご持参ください。
静岡市電子申請サービスでもご応募いただけます。
〒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
静岡電子申請サービスについてはこちらのHPをご覧ください
https://www.city.shizuoka.lg.jp/630̲000162.html

【主 催】 静岡市
【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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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

7月

3

入場無料

主 …主催

問 …お問合せ

11 日

土

星雲大師
ー筆字書道展
第４展示室

8

木

11 日

静岡大学
ＯＢによる
２０２１書展
第１・２・３展示室

10：00〜16：30
（最終日14：00まで） 10：00〜17：00
無料
（最終日16：00まで）
無料
主 ＮＰＯ法人国際ブリアー
主 静岡大学OBによる書展
問 0556-38-0777
問 054-366-1241 小杉
NPO法人国際ブリアー
2021年5月11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。

ヒ

ロ

バ

Art＠東静岡
ヒ ロ バ

『Art＠東静岡』では、静岡市の五大構想の一つである「まちは劇場」の下、
「東静岡アート＆スポー
ツ / ヒロバ」を、人と人／アーティストと市民／広場と広場など、様々な「モノ・コト」がつながる
場とすることを目指して、アーティストと市民が交流し、東静岡を新たな文化拠点とするために、現
代アートの手法を活用したアートプロジェクトを展開します。また、これからを担う学生・若いアー
ティストの活躍の場としても展開していきます。
【主催】東静岡アート＆スポーツ / ヒロバ実行委員会

【企画】公益財団法人静岡市文化振興財団

「『箱の生活』“Life in the Boxes”」
【場

所】東静岡アート＆スポーツ / ヒロバ「コンテナ・アートスペース」

【展示期間】2021 年 7 月 17 日
（土）、18（日）、22 日
（木）〜 25 日
（日）
【作

家】占部史人

（静岡大学教育学部美術教育専修 講師）

※「コンテナ・アートベース」外壁壁画

福宮杏悟

（静岡大学 3 年生）

※福宮杏悟氏の作品

【お問合せ】 公益財団法人静岡市文化振興財団
15

054-255-4746（平日 8:30 〜17:30 ）

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

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

英会話スクール BEELINE
入会金50％oﬀ（10,800円を5,400円に）

13

地図に記載はありません。

10

こまちや化粧品店
粗品進呈

12

ギター教室やまもと
初回レッスン料無料 チケットに記載の日付（期間）から3ヶ月間有効

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

路地裏韓居酒屋 韓唐韓
14
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

駿河呑喰処 のっち
コース料理10％oﬀ（要予約）

居酒屋 とんからり
おすすめ豚料理1品あげる☆

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

16

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

Men s Beauty Salon Ochiai
イヤーセラピーサービス

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

TEL.080-6904-7824 静岡市葵区両替町1-3-9 わかさビル205
10：00〜18：00、
日曜日定休

18

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

19

ランチタイムを除く

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

TEL.054-281-6067 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）

17

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

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

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）

15

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

TEL.054-282-1158 静岡市駿河区南町6-6
11：00〜14：00、17：00〜22：00、
日曜日定休

TEL.054-660-0608 静岡市駿河区大谷2-11-9
11：00〜20：00、
日曜日･祝日定休

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

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

20

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

22 GROW STOCK
21 四川料理･火鍋 躍飛
昼：ランチセットに杏仁豆腐とホットジャスミン茶をサービス 夜：その日のオリジナル前菜をサービス
フライドポテトプレゼント
TEL.054-251-3558 静岡市葵区呉服町2-5-22 ソシアルカドデビル1F
11：00〜14：30、17：00〜23：00

23 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
11：00〜25：00、
日曜日定休

24 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
火〜金18：00〜24：00、土・日15：00〜24：00、
月曜日定休

16

25 馬場製菓合名会社
商品代金10％oﬀ

地図に記載はありません。

静岡市葵区両替町1-6-10 M2ビル201
16：00〜23：00、木曜日定休

TEL.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

27

12
クラフトビール１杯目100円引き

28 12 to go
クラフトビール1杯目100円引き

TEL.054-204-8188 静岡市葵区紺屋町7-14
11：00〜15：00、17：00〜24：00、
月曜日定休

29

TEN ROSEs（テンローズ）
店内商品10％oﬀ

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
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

31

26 呑みや 闇よ棚
ビール1杯目を割引価格にて提供

ゴールデンネクター
クラフトビール グラス1杯プレゼント

※フードは1品以上ご注文ください

TEL.054-275-2759 静岡市葵区両替町2-1-6 マサキビル1F
ランチ：11：00〜15：00（土日祝は17：00まで）、ディナー：17：00〜23：00、月曜日定休

30 ラ･ソムリエール
スパークリングワイン1杯プレゼント

ご注文時にお伝えください

TEL.054-266-5085 静岡市葵区御幸町7-5 アイセイドウビル1F
12：00〜22：00、
日曜日定休 夏季休暇
（8月）
、冬期休暇
（1月）
有

32 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
33 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

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
※複数施設ご利用の場合はそれぞれ対象になります。
35 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

36 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

34 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
37 静岡店（1F）
TEL.0120-566-227

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

ECC外語学院
41 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

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

17：00〜21：00
（L.O.20：30）
38 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

11：00〜21：00

無休
（ただし、12月31日と1月1日は休業）
40 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

（2021年5月11日現在）

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

加盟料・年会費等は一切不要です。詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください。

◎事務局（TEL.054-255-4746） ◎静岡音楽館AOI（TEL.054-251-2200）

◎静岡科学館る･く･る
（TEL.054-284-6960） ◎静岡市美術館（TEL.054-273-1515）

17

「 チ ケ ット で ス マイル 」加 盟 店 の 情 報 は 、
（ 公 財 ）静 岡 市 文 化 振 興

財 団 が 毎 月 発 行 す る「 しず お か E V E N T

その他詳細は
こちらから！

NEWS」
（ 毎月7 , 5 0 0 部

発 行 ）に 掲 載 し 、静 岡 音 楽 館 A O I 、静 岡 科 学 館 る ･ く ･ る 、静 岡 市

美 術 館 の 3 館 で 配 布 す る ほ か 、市 内 公 共 施 設 、近 隣 市 町 村 文 化 施 設 、

「 チ ケ ット で ス マ イ ル 」加 盟 店 等 を 中 心 に 配 布 し て い ま す 。お 店 の
広 報 に ぜ ひ ご 活 用 くだ さ い 。
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