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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か

静岡科学館る・く・る

静岡市美術館 「没後70年

サイエンスフェスティバル
inる・く・る2021 ほか

静岡市民文化会館 「静岡フィルハーモニー管弦楽団特別演奏会」
ほか ―P ❼−❽

P ❶ー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。

吉田博展」
ほか ―P ❸−❹

静岡音楽館AOI 「AOIのオープン・デイ2021」
ほか ―P ❺−❻

静岡市清水文化会館マリナート 「岩合光昭トーク＆サイン会」
ほか ―P❾
静岡市生涯学習センター 講座情報 ―P ❿−⓬
静岡市民ギャラリー 催事カレンダー―P ⓯

街かど 特集「屋形町」 P⓭
事業レポート
「新文化島vol.0〜空の下、
文化でココロのうるおいチャージ〜」―P ⓮

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―P ⓰ー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

・
・
・
・
・
・
・
・ 夏は る・く・る でたくさんの科学体験をしよう！・
・
・
・
・
・
・
・
※参加費、申込など特に表記がないものはどなたでも無料で（入館料別途）参加できるイベントです。

申込のいらないイベント

サイエンスフェスティバルinる・く・る2021

「青少年のための科学の祭典」第25回静岡大会

科学が大好きなみなさんのために、学校の先生や市民ボランティアのみなさんが、
ふしぎな実験やおもしろい科学工作などのブースを出展する夏休み恒例の“科学のおまつり”です。
自由研究のヒントを探すのにもピッタリ！たくさんの実験や工作を体験しよう！
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7

土

8

日 祝

14 土 15 日

※イベント開催日4日間は、小中学生・高校生は
時
間：10：00〜15：30受付
身分証提示等により入館無料
対
象：どなたでも
共同主催：「青少年のための科学の祭典
静岡大会」実行委員会
公益財団法人日本科学技術振興財団

夏のサイエンス屋台村
「冷え冷えパックを作ろう」
「バランストンボ」など科学屋台が大集合！
科学コミュニケーターが分かりやすく科学の楽しさをご案内します！
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9

月 休

時
対
講

間：13：00〜15：30受付
象：どなたでも
（小学生や親子におすすめ）
師：しずおか科学コミュニケーター倶楽部

流れのふしぎ展

【工作教室】 要申込

空気や水の流れを利用した体験型の展示や
サイエンスショー、工作教室など、
「流れのふしぎ」を知ることができる２日間！
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21 土 22 日

時

間：10：00〜15：30受付
12：30〜13：30は休憩
対
象：どなたでも
共同主催：神奈川工科大学

定
員：各回10人
申込方法：7/25（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）
①ウインドカー
日
時：8月21日
（土）①10：00〜10：40 ②14：40〜15：20
対
象：小学校3年生〜中学生
②マグナスパイプ
日
時：8月22日
（日）①10：00〜10：40 ②14：40〜15：20
対
象：小学校3年生〜中学生
③浮沈子 (ふちんし)
日
時：8月21日
（土）、22日
（日）①11：50〜12：20
②13：30〜14：00
対
象：小学生以下（未就学児は保護者同伴）

申込の必要なイベント

科学茶房

夏休み講演会

「友達の友達はみな友達だ〜つながりの科学〜」
友達の友達は、みんな友達？人やモノの「ネットワーク」を研究すると、思わぬ繋がりが見えてきます。
知人のネットワークや空港のネットワークのような「複雑ネットワーク」を研究する先生が、
分かりやすくお話します。人との繋がりが希薄になりがちなコロナ禍の今、様々な「つながり」について
考えてみませんか？
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1

1

日

時
間：13：00〜14：15
対
象：どなたでも
（小学校高学年以上におすすめ）
定
員：80人
講
師：羽田野直道さん（東京大学生産技術研究所 教授）
申込方法：7/18（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。

〒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：8月2日(月)、10日(火)、16日(月)、23日(月)

ホテルグランヒルズ
静岡

臨時休館日：8月31日(火)

申込のいらないイベント

自由研究相談会

自由研究についての個別相談会を行います。
テーマ選びや自分の研究で悩んでいることを聞いてみよう。
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時
対
講

1

日

2

月

5

6

木

金

間：13：00〜15：00受付
象：どなたでも
師：静岡サイエンスミュージアム研究会の先生方 他

未来のエネルギー水素って知ってる？
水素を使って発電する燃料電池は、新しいエネルギーとして期待が高まっています。
「水素ってどんなもの？」
「どうやって電気を作るの？」目には見えない水素の性質を
実験を通して紹介します。実験を見て、水素について詳しくなろう！

8

3

火

4

水

5

時

木

間：11：30、13：30、14：30
（各回30分程度）
対 象：どなたでも
主 催：静岡市
企画・制作：（公財）静岡市文化振興財団

テーブルサイエンス

夏にオススメ！つめた〜い実験

スタッフとお話ししながら目の前で実験を見て、科学のふしぎや楽しさを見つけよう！
今回は家庭でもできるひんやりする実験を紹介します。

8
時
対

10 火 11 水 17 火 18 水
間：12：00、13：00、14：00、15：00（各回20分程度）
象：どなたでも

どんな時でもる・く
・るでサイエンス！

のではないかと日々考え、その方法を模索してきました。同時に新型コ
ロナウイルスに関する多くの情報があふれ不安を感じる中で、地域の科
学館として、ウイルスや感染症に関する科学的に正しい情報を科学館

静岡科学館

企画担当

三好 真未

の立場で発信する役割があるのではないかと考えてきました。
こんな時だからこそ科学が必要なのでは？という思いから実施したの

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、静岡科学館は 2020

が 5 月 1 日〜 5 日に開催したゴールデンウィーク特別体験企画「どんな

年 3 月から 3 か月休館し、6 月から感染対策をしながら開館を再開し

時でもる・く・るでサイエンス！」です。新型コロナウイルスに関する展

ました。感染拡大防止のため館内での展示物、イベントの体験、実

示や医師を招いてのトークイベント、コロナ禍で身近になったアルコール

施方法も大きく変化し、大きな声を発する展示や多くの方が集まるイ

を使った実験、新しい科学館の楽しみ方の提案としてリモートでの実験

ベントは制限されました。

などを行いました。

その一方でコロナ禍だからこそ新たに取り組んだこともあります。講

新型コロナウイルスに関する多くの情報の中から、正しい情報を取捨

師の方とビデオ通話をつないでのリモート講演会やスタッフが撮影した

選択するためにも、今こそ科学を学ぶことの大切さを感じています。科

科学動画の配信などは当館にとって新たなチャレンジでした。私たち

学館は大人も子供もすべての人が科学を学び、知り、楽しむ場です。

スタッフは感染対策をしながら科学館を運営する中で、制限するばか

こんな時だからこそ私たちスタッフと一緒にる・く・るで科学を楽しみま

りではなく、コロナ禍だからこそできる新たな科学館の楽しみ方がある

せんか？
※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

900（700）
円

中学生以下無料
＊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
（美術館窓口で観覧料をお支払いください）
＊
（

）
内は当日に限り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。
■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、
日本経済新聞社

■共

催：毎日新聞社

■後

援：静岡市教育委員会、静岡県教育委員会

■協

賛：ニューカラー写真印刷
※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。
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※都合により内容を変更する場合があります。

静岡市美術館
〒420-0852 静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー3階 TEL.054-273-1515
URL.https://www.shizubi.jp/
●開館時間／10：00〜19：00（展示室入場は閉館30分前まで） ●休館日／月曜日
（祝日の場合は開館、翌平日休館）、年末年始
●アクセス／JR静岡駅北口より地下道を利用して徒歩3分。
※実施状況は急遽変更となる可能性があります。
イベント実施の可否については、静岡市美術館HP等で最新情報をご確認ください。

吉田博《日本アルプス十二題 劔山の朝》大正15
（1926）
年

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

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

会
定

時：8月9日
（月・休）14：00−（40分程度）

場：静岡市美術館
員：50名（予定）

参加料：無料

多目的室

※申込不要、先着順

特集展示

竹久夢二展
（1884 -1934）
の作品を収蔵しています。
このコレクションは、
旧庵原郡蒲原町（現・清水区蒲原町）
出身の郷土史家で、熱心な夢二
愛好家でもあった故･志田喜代江氏が長い歳月を費やして蒐集した肉筆画、楽譜表紙絵、
装幀著作をはじめ、貴重な自筆書簡や日記等で構成されます。このたび、
これらの中から
厳選した30点あまりを展示します。

2021年8月17日
（火）
〜22日
（日）

会

期：

会

場：静岡市美術館

主

催：静岡市

協

力：蒲原夢二研究会

開 館 時 間：10：00−19：00
観 覧 料：無料

多目的室

企画・制作：（公財）静岡市文化振興財団、静岡市美術館

竹久夢二︽木に寄る女︾大正四
︵一九一五︶
年頃 静岡市美術館蔵

静岡市美術館では、明治末期から昭和初期にかけて多くの人々を魅了した画家･竹久夢二

※都合により内容を変更する場合があります。
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AOIのオープン･デイ2021 8/7

土

今年の夏も、みんないっしょにAOIをまるごと愉しもう！

すべて
入場無料

10：30〜20：00

協力：富士山静岡交響楽団、常葉大学短期大学部音楽科、静岡科学館る･く･る

申込は締切りました

モーツァルト 名曲の夕べ「静岡の名手たち」
アンサンブル
時
会
出

間／18：00開演（17：15開場）※20：00終演予定
場／ホール（8階）
演／野平一郎（指揮）、岡田沙也佳（ピアノ）、
「静岡の名手たち」
アンサンブル ほか
曲 目／W.A.モーツァルト：歌劇《フィガロの結婚》K.492 序曲
ピアノ協奏曲第21番 ハ長調 K.467
交響曲第39番 変ホ長調 K.543
定 員／300人（全指定･要申込･多数抽選）

ⓒYOKO SHIMAZAKI

※未就学児はご入場いただけません。託児サービスはありません。
撮影：日置真光

ロビー･コンサート

パイプオルガン、やってるよ♪

時

間／① 14：15〜14：45
② 15：15〜15：45
会 場／ロビー（8階）
出 演／常葉大学短期大学部音楽科
定 員／30席（申込不要）

時

間／① 10：30開演（10：00開場）※11：00終演予定
申込は締切りました
② 12：00開演（11：30開場）※12：30終演予定
会 場／ホール（8階） ①は2階席のみ ②は1階席のみ
出 演／① 中澤未帆（オルガン） ② 本田ひまわり
（オルガン）
定 員／①、②各150人（全指定･要申込･多数抽選）

まちかどコンサート

まちは劇場

ON STAGE SHIZUOKA

時 間／12：30〜13：15
会 場／JR静岡駅北口地下広場イベントスペース
出 演／稲葉麻美（フルート）、神戸善子（ピアノ）
曲 目／A.ピアソラ：リベルタンゴ
井上陽水･平井夏美：少年時代
大島ミチル：風笛（NHK連続テレビ小説「あすか」より）ほか
※申込不要

[主催] 静岡市

[企画･制作]（公財）静岡市文化振興財団

時 間／16：20〜17：00
会 場／JR静岡駅北口地下広場イベントスペース
出 演／斎藤充子（ハープ）、川島祐子（フルート）
曲 目／W.A.モーツァルト：フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299（297c）第2楽章
成田為三：浜辺の歌 中島みゆき：糸 ほか

※定員によりお断りする場合があります。

音のふしぎをさぐってみよう
時

間／① 12：45〜13：00 ② 13：10〜13：25
④ 14：00〜14：15 ⑤ 14：25〜14：40
⑦ 15：15〜15：30
会 場／講堂前（7階）
講 師／静岡科学館る･く･る 企画担当
定 員／各回6人 ※申込不要

③ 13：35〜13：50
⑥ 14：50〜15：05

※申込不要 ［主催］静岡市［企画･制作］富士山静岡交響楽団

＊都合により内容を変更する場合があります。
＊ホール内での飲食、許可のない写真撮影、録音、録画は固くお断りいたします。
＊「モーツァルト 名曲の夕べ」、
「パイプオルガン、やってるよ♪①」、以外では、9階へはご入場いただけません。
＊施設内は禁煙です。 ＊施設内でのご飲食はできません。 ＊託児サービスはありません。
＊クロークはご利用いただけません。
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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。

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。

8月
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主 …主催 問 …お問合せ

AOIのオープン・デイ2021

土

14 土
17 火
18 水
19 木
21 土
25 水

ホールほか

10：30〜20：00

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

無料（一部要申込）

オペラ
「ポラーノの広場」
ホール

主 オペラ・ディ・ファミーユ

（13:30）14：00〜16：30

問 090-6085-7090

3,300円

AOI探検ツアー

主 静岡市北部生涯学習センター

美和分館（アカデ美和）

ホール・講堂等 10：00〜12：00

問 054-296-7122

無料（要申込）

第16期ピアニストのためのアンサンブル講座(第1回) 実技レッスン
ホール

13：20〜19：30

聴講 一般1,000円、会員・22歳以下:無料
※未就学児はご入場いただけません。

第16期ピアニストのためのアンサンブル講座(第2回) 講義・実技レッスン
講堂・ホール

10：00〜19：30 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。

IL DEVU CONCERT
ホール

（14：15）15：00

完売
全指定3,000円、会員2,700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

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）

にした。管楽器部門からは、装飾に安定した技量を見せたリコーダーの桐

静岡の名手たち
静岡音楽館AOI

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

畑奈央、長生作品を説得力のある表現で吹いたサクソフォンの竹内朗、
ボ
学芸員 小林 旬

ザを美しい音色とレガートで吹いたトロンボーンの森下愛梨が選ばれた」
（野平一郎審査員長講評）。今回を合わせてこれまでの合格者はのべ200
件、295人、
それはAOIにとってだけでなく、静岡のたいせつな財産だと考え

「静岡の名手たち」は、静岡音楽館AOIが1995年の開館からずっと継

ている。

続しているオーディションで、
いまでは静岡の音楽家たちにとって登竜門

AOIはこのすばらしい財産をできるだけ活かそうと取り組んでいる。今年

的な存在となっている。第4回以降、鍵盤楽器、管楽器、邦楽、
アンサンブ

1月にはこれまでのピアノの合格者から5人が出演してピアノ･ガラ･コンサー

ルを審査する年と、声楽、弦楽器、打楽器、
アンサンブルを審査する年と

トを開催、
コロナ禍に音楽を聴く感動をもたらした。また、2012年に「静岡の

隔年でそれぞれ2日かけて実施してきたが、2020年はコロナ禍の影響で

名手たち」アンサンブルを結成し、2015年から毎年「モーツァルト 名曲の夕

中止せざるをえなかったため、2021年はすべての部門を3日間で審査す

べ」
というコンサートを開催（今年は8月7日
（土）。申込は終了）、
ほかにも美

ることとした。残念ながら、弦楽器、打楽器、邦楽、
アンサンブルの各部門

術館や生涯学習施設、
こども園、特別支援学校などでも
「静岡の名手た

の合格者はなかったが、今回は8人が合格した。
「声楽部門においては、

ち」によるコンサートを活発に行っている。地域のスポーツ･チームを応援す

2人の素晴らしい女性歌手、加藤静帆と殿岡かなみ、鍵盤楽器部門から

るように、
これからも地域の音楽家にも温かいエールを送り続けていきたい。

は、3人の合格者、都竹華代、室井悠李、柏原亜耶を出すことができた。

今回の合格者は、9月11日
（土）
の第25回「静岡の名手たち」オーディション

それぞれ、柔軟な技術と個性的な表現力を持って審査員の耳を釘づけ

合格者によるコンサートに出演する。
※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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静岡フィルハーモニー管弦楽団特別演奏会

〜気軽にクラシックを！静フィルオータムコンサート2021〜
日 時：

9月18日（土）

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

開演14：00（開場13：00）終演16：00（予定）
会 場：静岡市民文化会館 大ホール
出 演：
〈指揮〉佐々木 新平
〈司会・ナレーター〉林 愛実
〈管弦楽〉静岡フィルハーモニー管弦楽団
料 金：1,000円/中高生500円/小学生以下は無料（保護者同伴の場合のみ）
〈チケットについて〉静岡フィルハーモニー管弦楽団、市内プレイガイド、
静岡市民文化会館で取扱い予定。発売日など詳細は決まり次第、
静岡フィルハーモニー管弦楽団と静岡市民文化会館のHP等でお知らせします。
共 催：特定非営利活動法人静岡フィルハーモニー管弦楽団
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：静岡フィルハーモニー管弦楽団事務局 054-270-3151
静岡市民文化会館 054-251-3751

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190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日をお過ごしください。

演奏曲目： J. シュトラウス 2 世：喜歌劇「こうもり」序曲
B. ブリテン：「青少年のための管弦楽入門」
J. シュトラウス 2 世：ポルカ
「狩り」
甲田雅人：モンスターハンター「英雄の証」
J. ウィリアムス：映画「ジュラシックパーク」
より
I. ストラヴィンスキー：「火の鳥」
より
（曲順未定、
曲目は変更になる場合があります）

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創造・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たちの近未来明朗快活
エンターテインメントです。

10月30日（土）、31日（日）

日 時：
会
主

公開予定

場：静岡市民文化会館 中ホール
催：静岡市

企画・制作：静岡市民文化会館

問い合わせ：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

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。

令和 3 年度文化庁国際文化芸術発信拠点形成事業
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※都合により内容を変更する場合があります。

イメージイラスト：yazwo

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。

8月【ホール】

7

土〜
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主 …主催 問 …お問合せ

第62回静岡県中学校吹奏楽コンクール

日祝

大ホール （10：00）10：30〜17：00（予定） 自由席 900円
主 静岡県中学校吹奏楽連盟

問 054-237-4900（静岡市立南中学校：堀江）

GReeeeN LIVE TOUR 2021
「ツーナゲール全繋大作戦〜何処かに広がる大きな声が〜」

15 日

大ホール （16：00）17：00〜19：30（予定） V I P席：15,000円（税込）/指定席：9,800円（税込）
主 サンデーフォークプロモーション

問 054-284-9999

コムサdeマンボ！

27 金

中ホール ①（11：45）12：30〜14：30

②（16：45）17：30〜19：30

主 ミックスゾーン、
Daiichi-TV

指定席

S席：9,900円 /A席：8,800円

問 054-283-8115（Daiichi-TV事業プロデュース部）

C＆K 日本全国CK化計画 地元です。地元じゃなくても、地元ですツアー2021

29 日

大ホール （17：00）18：00

指定席 7,000円（税込）

主 サンデーフォークプロモーション

問 054-284ｰ9999

【展示室】

19 木 〜 29 日

第47回 知られざる民間船舶の悲劇「戦時徴用船遭難の記録画展」
B展示室 〈8/19〉13：00〜18：00〈8/20〜28〉10：00〜18：00〈8/29〉10：00〜16：00 ※8/23は休館日。無料
主 公益財団法人

日本殉職船員顕彰会

「芝居」と
「祭り」
静岡市民文化会館

星野 倫弘

「芝居」の語源は、猿楽等の芸能を寺社の境内で行っていたとき
に、
観客が芝生に座って鑑賞しており、
そこを観客席としたことから
「芝
居」
と呼ぶようになった。
始めは 場所 を指す言葉だったものが、
徐々に 芸能（演劇）を指
すようになり、現在では役者の 演技 という意味にまで転じた。つまり、
当初は「舞踊を芝居（場所）
で観る」
と言っていたのが、
「友達と芝居
（芸能）
を観に行く」になり、
「あの役者は芝居（演技）
が上手い」に移り
変わってきたのだ。
現代において「芝居（場所）
で観る」
という人はいないが、
「芝居を観
る」や「芝居が上手い」
という表現は非常に一般的であり、
いままさに、
意味が移って行く渦中の言葉なのである。
さて、
「祭り」の語源は「祀り」のことで、
本来は寺社で神仏に感謝す
る目的で行われた儀式を指し、
その祭祀のなかで歌舞音曲を奉納し

問 03-3234-0662

てきたことに由来する。
日本における祭りに対する人々の思いを理解する上で重要なのが、
「ハレ」
と
「ケ」の概念で、
「ハレ」
とは「非日常」、
「ケ」は「日常」
を指す。こ
の「ハレ」の代表格である祭りを楽しみにし、
「ケ」の日常を生きる活力の
源としてきた。
やがて、祭りは神仏とは関係のない新しいものが生み出され、季節の
変化を楽しむもの、歴史を祝うもの、地域おこしのための市民祭り、果て
はハロウィンやクリスマスなど外国由来のお祭りまで、人々を繋ぐ欠かせ
ないものとなっている。
「芝居」
も
「祭り」
も寺社の祭礼に由来した言葉であり、
もしかしたら
「舞台に上がる演者とそれを観る観客」
という構図ではなく、
「全ての人
が演者になることができ、
それを観るのが観客」
という構図が、本来の姿
なのかもしれない。
コロナ禍で舞台の世界も大きな影響を受けているが、
「ハレ」の日を楽
しむ劇場として、
人々が文化・芸術を楽しむために集い、
時には自らが 主
役 となって情熱を注ぐことができる場となるよう、様々な工夫を凝らして
事業企画を行っていきたい。明日の舞台に立つのは、
あなたかもしれな
い。
※都合により内容を変更する場合があります。
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静岡市清水文化会館マリナート
〒424-0823 静岡市清水区島崎町214 TEL.054-353-8885 FAX.054-353-8111 URL.https://www.marinart.jp/
●開館時間／9：00〜22：00 ●休館日／毎週月曜（祝日の場合はその翌平日）
、
年末年始※その他、
臨時に休館することがあります。
●駐車場はありませんので、
隣接の清水駅東口駐車場、
日の出パーキング等、
周辺の駐車場をご利用ください。
（有料）
●アクセス／JR清水駅 みなと口
（東口）
より徒歩3分
（清水駅自由通路直結）
、
静岡鉄道 新清水駅より徒歩10分、
東名清水インターより自動車で約10分。

●岩合光昭写真展「こねこ」関連イベント

新・純邦楽ユニット WASABI LIVE 2021

岩合光昭トーク&サイン会

8/8

〜日本の心・和の響き〜

①11：00開演（10：00開場）
②14：00開演（13：00開場）

日祝
日 時： 2021
会 場：静岡市清水文化会館マリナート 小ホール
対 象：各回100名 (要事前申込・抽選制)
※当選者は当日写真集『こねこ』
の購入が必要です。

和楽器だけの音楽で“和の格好良さ”を追求。
“吉田兄弟”の兄・吉田良一郎が取り組む新しい試み、
世界が注目する新たな和楽器ユニット”WASABI”。

抽選応募期間：7月1日(木)10：00〜7月20日(火)23：59、
マリナートHP応募フォームよりお申し込みください。
※抽選結果は7月21日(水)以降にメールにて送付します。
※書籍「岩合光昭写真集『こねこ』」
（1,760円・税込）
は当日小ホール会場にて代金引換となります。
（支払いは現金またはペイペイのみ取扱い）
主 催：静岡市清水文化会館マリナート

催 !!
第9回
今年も開
清水にぎわい落語まつり
公

演

清水銀座公演
清水テルサ公演
エスパルスドリーム
プラザ公演
マリナート公演

日 時
11/20（土）
①13：30
②16：30
11/21（日）
13：30
11/21（日）
17：30
11/23（火・祝）
14：00

会

10/3

日 15：00開演(14：30開場)
日 時：2021
会 場：静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
入場料：一般4,500円 学生(大学生以下)2,500円
※未就学児入場不可
＜チケット取り扱い＞2021年7月3日(土)10：00 〜 発売
・マリナート(窓口＋電話) ℡054-353-8885
・チケットぴあ
https://t.pia.jp/
℡0570-02-9999(Pコード197-921)
・ローソンチケット https://l-tike.com (Lコード42364)
主 催：静岡市清水文化会館マリナート

場

GINZAシャル
テルサホール
サウンドシャワーアーク
マリナート大ホール

〈チケット取扱い〉8月28日(土)10：00 〜 チケット発売！
マリナート窓口、
プレイガイドほか
※マリナートでの、電話受付は8/29（日）9時から残席を取扱い。
主
催：清水にぎわい落語まつり実行委員会

迫力ある
「和のバンド」
のグルーヴを視聴

最新情報はマリナートHP（www.marinart.jp）
をご覧ください。お問合せ：静岡市清水文化会館マリナート TEL054-353-8885

8月【ホール】
8 日祝

岩合光昭トーク＆サイン会

主 静岡市清水文化会館マリナート

小ホール ① (10：00)11：00 ② (13：00)14：00

遊びながらクラシック

※対象：各回100名（要事前申込・抽選制）
※詳細はマリナートHPをご覧ください。

問 054-353-8885

11 水

小ホール （13：30）14：00〜15：00（予定） 無料※要事前申込

問 090-9173-7008

15 日

令和3年度静岡市戦没者を追悼し平和を祈念する式典

主 静岡市/静岡市静岡仏教会

大ホール （9：30）10：00 ※式典は関係者のみ ※午後から一般開放(予定)

問 054-221-1265

第27期しみずかがやき塾

主 しみずかがやき塾運営事務局

22 日

大ホール （12：30）13：30 会員のみ

無料

ピアノ発表会

小ホール （12：15）12：30 自由席 無料

【ギャラリー】
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第3回講座

小ホール （13：30）13：45〜16：30（予定）自由席

29 日
土〜

主 遊びながらクラシック

みんなのコンサート

22 日

岩合光昭写真展 「こねこ」

22日 全面

会期中無休
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主 …主催 問 …お問合せ

10：00〜17：00 ※最終入場16：30まで
前売 一般 600円 中学・高校・大学生 400円 小学生 200円
※未就学児無料 ※当日券は各200円増 ※障がい者手帳をお持ちの方は、ご本人のみ無料。
詳しくはマリナートHPをご覧ください。

※都合により内容を変更する場合があります。

問 054-353-6700

主 中村由佳子

主 倉島ピアノ教室
問 054-346-7680

主 静岡市清水文化会館マリナート
問 054-353-8885

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）
9/4(土)

10：00〜12：30

9/11(土)・18(土)
10：00〜12：00

10/9(土)・11/6(土)・
12/4(土)・
来年1/8(土)・2/5(土)

左官職人が教える
泥だんごづくり

小学4〜6年生16人

1人600円

（全1回）

光る泥団子を作り、その作成を通
して左官職人から左官の技術を
学びます。

8/23(月)必着・
年齢も記入

ぼく、
わたしの
エコバッグづくり

ステンシル技法を使い、オリジナ
ルのトートバッグを作成します。

小学生15人

1人800円

8/29(日)必着・
学年も記入

各回30人

無料

9/1(水)〜24(金)
10：00〜・申込順

8/5(木)
14：00〜・申込順

（全2回）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／第2・第4月曜日

静岡大学による公開講座「市民社

市民社会と法・子どもを廻る 会と法」です。本年は〈子どもと法〉
社会の変容と法の動向 というテーマで、国際法、刑事法、
（全5回）

13：30〜15：30

民事実務の専門家が講師を務め
ます。

西部生涯学習センター
知っておきたい
食中毒のはなし

身近にある食中毒の危険とその
予防方法について学びます。

30人

無料

13：30〜15：00

医療講演会〜癌の話と
癌検診について〜

癌(ガン)の基礎知識と検診の重要
性について学ぶ講演会です。

30人

無料

9/5(日)

渋沢栄一と徳川慶喜

静岡に縁がある渋沢栄一と徳川
慶喜について学ぶ講演会です。

成人30人

無料

会議や講演などを文字とイラストを使っ
て記録することで議論を可視化して共有
する「グラフィックレコーディング」の手法
を実技を通じて学びます。※3回目は静
岡市民文化会館(葵区駿府町)集合解散

成人20人

1人1,500円

8/7(土)
14：00〜・申込順

小学生20人

無料

8/15(日)
14：00〜・申込順

8/11(水)
14：00〜・申込順

8/27(金)

13：30〜15：30

9/3(金)

13：30〜15：00

（全1回）

（全1回）

（全1回）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

8/6(金)
14：00〜・申込順

8/10(火)
14：00〜・申込順

東部生涯学習センター
9/4(土)・11(土)
13：30〜15：30と

9/18(土)13：00〜20：00または
9/19(日)10：00〜18：30内
詳細はお問い合わせください。

お絵描きから始める
グラレコ入門講座
（全3回）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

生命から日常生活まであらゆる場

9/5(日)

13：30〜15：30

面に登場する高分子(プラスチッ
賢い高分子
スマートポリマーに触れよう ク)の内、性質を自由に変化できる
（全1回）

賢い高分子「スマートポリマー」を
使った実験を行います。

9/8(水)・15(水)・
22(水)

俳句のいろは
〜地域の秋を詠む〜

俳句の基礎を学び、地域を散策し
ながら俳句を作ります。

成人24人

1人500円

9/8(水)・22(水)・
10/13(水)・27(水)・
11/10(水)

プリント合わせが楽しい
トートバッグ

トートバッグ作りを通して、パッチ
ワークキルトの楽しさを体験しま
す。

15人

1人2,500円

9/10(金)・24(金)

鉢植えで
冬野菜を育てよう！

20人

1人2,500円

（全2回）

土壌管理と冬野菜の栽培に関す
る座学と鉢植えでの冬野菜(結球
しない芽キャベツ)の栽培を行い
ます。

8/13(金)
10：00〜・申込順

文学と音楽との対話
〜宮澤賢治
『銀河鉄道の夜』編〜

作品に登場する音楽を聴きなが
ら、宮澤賢治の『銀河鉄道の夜』を
読み解きます。

成人20人

1人500円

8/13(金)
14：00〜・申込順

谷津山自然観察
初秋の草花で一輪挿し

谷津山の竹を使って花器を作り、
山で採集した草花を飾ります。※
愛宕霊園駐車場入り口(葵区沓谷)
集合解散

15人
(小学生以下は
保護者同伴)

1人300円

8/15(日)
10：00〜・申込順

20人

無料

8/17(火)
10：00〜・申込順

中学生以上20人

無料

8/21(土)
14：00〜・申込順

3歳以上
小学2年生以下の子と
その保護者
20人

1人100円

13：30〜15：30

10：00〜12：00

10：00〜12：00

9/10(金)・17(金)
13：30〜15：30

（全3回）

（全5回）

（全2回）

9/12(日)

9：30〜11：30
（※雨天時室内講義）

9/21(火)

10：00〜12：00

9/25(土)・
10/2(土)・9(土)

（全1回）

東部防災講座
家庭内の防災対策
（全1回）

国際的な時事問題を英語を使っ

常葉大学共催公開講座 て解説し、英語と日本語の表現の
英語で読み解く国際ニュース 違いを学ぶとともに国際的な知

13：30〜15：30

（全3回）

9/26(日)

親子で自然観察
秋の遊水地を歩こう！

10：00〜11：30
（※雨天中止）

災害から自分と家族を守るため
の対策や家庭でできる備えにつ
いて学びます。

8/11(水)
10：00〜・申込順

（全1回）

見を養います。

水辺の生き物を観察しながら親
子で麻機遊水地を散策します。
※麻機遊水地(葵区芝原)集合解
散

8/27(金)
10：00〜・申込順

※都合により内容を変更する場合があります。

10

日

時

講

座

名

内

容

対

象

会

費

申込方法

北部生涯学習センター
職場体験！
〜建築のお仕事〜

8/20(金)

10：00〜11：30

8/28(土)

10：00〜11：30

（全1回）

静岡市職員から建築の仕事を学び、
現場作業を体験見学します。
※会場：歴史文化施設建設現場
（葵区追手町4-16）
集合・解散
※雨天の場合は室内講義

講演会
初心者向けに様々なオーケストラ
「オーケストラを聴こう」 の名曲を紹介しながら、オーケス
（全1回）

小学4〜6年生と
その保護者
10組

無料

8/3(火)
10：00〜・申込順

20人

無料

8/6(金)
10：00〜・申込順

パソコンの
文字入力ができる人
12人

1人1,000円

8/5(木)
14：00〜・申込順

トラの魅力について学びます。

9/3(金)・10(金)
17(金)・24(金)
10/1(金)

パソコン初級講座
エクセル編

9/16(木)・30(木)
10/7(木)・21(木)
11/4(木)

骨盤調整
ベビー抱っこダンス

乳幼児と一緒にダンスをしながら
9/16時点で
行う骨盤調整プログラムです。5回 首のすわった4か月から 1組2,000円
1歳6か月までの
目には、健康や子育てについての
子とその母親12組
座学や意見交換会を行います。

8/23(月)必着・
子の性別と
生年月日も記入・
１枚1組

紀州苔で作る
本格テラリウム作り

苔について学び、テラリウムを作
成します。まずは基本的なテラリ
ウムを作成し、その後より本格的
な物を作成します。

成人12人

1人5,000円

8/25(水)
14：00〜・申込順

下塗りした箸木地に、青貝を蒔い
た螺鈿仕上げの箸を2膳作製しま
す。作品はセンターにて展示しま
す。

高校生以上10人

1人2,500円

災害時のトラブルを事例に、普段
からできる身の守り方や、備え・行
動することを学びます。

女性20人

無料

8/6(金)
10：00〜・申込順

西洋の書道ともいわれるカリグラ
フィー。季節のイベントやオリジナ
ルカードを作るための基礎を学
びます。

12人

1人3,000円

8/10(火)
14：00〜・申込順

万年筆について基礎から学び、組
立てやインク吸入を体験します。

15人

1人1,500円

8/16(月)必着・
年齢も記入・
１枚1人

（全5回）

13：30〜15：30

（全5回）

10：00〜12：00

エクセルの基礎から簡単な計算
式、
グラフ作成等を学びます。

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

藁科生涯学習センター
9/15(水)・22(水)
29(水)
10/6(水)・13(水)

（全5回）

13：30〜15：30

西奈生涯学習センター（リンク西奈）
9/5(日)・19(日)
10/3(日)・17(日)
11/7(日)・28(日)
12/5(日)・19(日)

初めての
螺鈿で飾る箸づくり
（全8回）

9：30〜11：30

9/10(金)・17(金)

防災女子をめざそう！
（全2回）

10：00〜12：00

8/8(日)
10：00〜・申込順

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

南部生涯学習センター
9/5(日)・12(日)
26(日)
10/3(日)・10(日)

カリグラフィー入門

9/7(火)・14(火)・21(火)

はじめての万年筆

（全5回）

10：00〜12：00

（全3回）

18：30〜20：00

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

長田生涯学習センター
9/7(火)・14(火)
21(火)・28(火)
10/5(火)

パソコン初級講座
基礎編

パソコン初心者
14人

1人1,000円

（全5回）

電 源 の 入 れ 方 、文 字 入 力 、イン
ターネット閲覧方法、簡単な文書
作成を学びます。

8/16(月)必着・
年齢も記入

9/7(火)・14(火)
21(火)・28(火)
10/5(火)

パソコン初級講座
エクセル編

エクセルの基礎から簡単な計算
式、
グラフ作成などを学びます。

パソコンの
文字入力ができる人
14人

1人1,000円

8/16(月)必着・
年齢も記入

10:00〜12:00

13:30〜15:30

（全5回）

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）
9/2(木)・16(木)・30(木)
10/14(木)・28(木)
11/4(木)

話そう！韓国語
（全6回）

初心者向けの韓国語講座です。韓
国の文化についても学びます。

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
14人

1人1,500円

8/5(木)
10：30〜・申込順

成人15人

1人1,800円

8/14(土)
10：00〜・申込順

10：30〜12：00

9/9(木)・16(木)・30(木)
18：30〜20：30

（全3回）

9/11(土)

キラキラビーズの万華鏡
（全1回）

ビーズがキラキラ光る万華鏡を
つくります。

4〜6歳の
未就学児(4/2時点)と
その保護者10組、
小学生10人

無料

8/14(土)
13：30〜・申込順

9/15(水)・29(水)
10/13(水)

輝け！シニアの為の
ハッピー温活講座

運動と食の両方から体を温める
方法について学びます。

60歳以上の
健康な女性
15人

1人800円

8/18(水)
10：00〜・申込順

9/26(日)

災害対応力アップ！
HUGを体験しよう

「避難所HUG」
と呼ばれる避難所
運営ゲームを通して地域防災に
ついて考えます。

成人20人

無料

13：30〜15：00

10：00〜12：00

10：00〜12：00

9/11(土)・25(土)
10/2(土)・30(土)
11/6(土)・20(土)
10：00〜11：30

11

漆塗りのペンダント作り〜 卵殻細工(漆塗り)でペンダントを
作成します。
卵殻細工体験

（全3回）

（全1回）

はじめての
親子で英会話
（全6回）

※都合により内容を変更する場合があります。

楽しく親子で英会話を学びます。 小学1〜2年生と
家庭でできる英語あそびもご紹
その保護者
14組
介します。

1組1,500円

8/29(日)
10：00〜・申込順

8/31(火)必着・
子の名前と学年も
記入・1枚1組

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）
8/20(金)

おはなしフォーラム

地域の読み聞かせ団体による合
同のおはなし会です。

40人

無料

9/8(水)・22(水)
10/13(水)・27(水)

大人のための
美文字レッスン

「大人のための美文字レッスン同
好会」の活動に参加します。鉛筆
やボールペンで文字の練習をし
ます。

成人10人

無料

9/11(土)・10/2(土)

食べて動いて
温活キレイ女子に！

20〜40代の女性
16人

1人1,000円

10：00〜13：00

（全3回）

「温活」
として冷え解消のためのエ
クササイズ、食生活アドバイスを
行います。

8/22(日)まで・
年齢も入力

9/15(水)・29(水)
10/6(水)・20(水)
11/10(水)

抱っこやおんぶで
子連れのお出掛け！

絵本・スクラップブッキング・軽運動・
美術鑑賞・茶畑カフェ散歩をして子
連れで静岡を楽しめる秘訣を学びま
す。4回目は静岡市美術館(葵区紺屋
町)、5回目は茶畑カフェ(清水区和田
島)集合解散

歩き出す前の子と
その母親
16組

1組3,000円

8/4(水)
10：30〜・申込順

9/16(木)・30(木)
10/14(木)・28(木)

ねんねちゃんの
ベビマ＆ママ体操9月

9/16(木)・
10/7(木)・21(木)
11/4(木)・18(木)・
12/16(木)
9/16(木)・30(木)
10/7(木)・21(木)
11/4(木)・18(木)

10：30〜11：30

（全1回）

（全4回）

10：00〜12：00

10：00〜12：00

11/6(土)

（全5回）

10：00〜12：00

当日、直接会場へ
どうぞ(先着順)

8/4(水)
10：00〜・申込順

首すわり〜
ベビーマッサージ体験と、産後の
母親のためのエクササイズを行 6ヶ月以内(9/1時点)の
乳児とその母親8組
います。

1組1,600円

暮らしを楽しむ
季節の手しごと〜秋冬〜

季節に合わせた自然素材で手仕
事を楽しんでみませんか?

15人

1人4,000円

8/5(木)
14:00〜・申込順

いつでもどこでも！
すこやか体操・秋

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

医師から
運動制限のない人
15人

1人2,000円

8/5(木)
13：30〜・申込順

10：00〜12：00

（全4回）

（全6回）

14：00〜16：00

（全6回）

13：30〜15：30

開館時間／9：00〜21：30
休館日／日曜日

8/22(日)まで

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

休講日

OS

会 費 ※テキスト代別途

ワード入門（全6回）

Win10

3,700円

エクセル入門（全7回）

Win10

4,200円

パソコン講座

9/8〜10/13

①

水曜日19：00〜21：00

②

火曜日19：00〜21：00

9/14〜10/26

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

8/10（火）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

申込方法：

◆初心者対象パソコン相談室
日

時

パソコン初心者

各2人

コース

8/6(金)

①13：30〜14：30
②14：45〜15：45

初心者対象
パソコン相談室⑨

8/20(金)

①13：30〜14：30
②14：45〜15：45

初心者対象
パソコン相談室⑩

申込方法：

内

容

初心者を対象に、パソコンの基本的な操作などの疑問、
相談に応じます。

会

費

100円
（施設使用料）

7/9(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

令和3年度

家庭教育学級公開講座

子育て講演会

笑って伸ばす子どもの力

こんな時だからこそ、笑って子どもを育ててみませんか？
「ユーモア詩」
を手がかりに子育てのコツを教えます。

講

師：増田
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修治氏（白梅学園大学教授）

日 時： 月
日
（金）10：00〜12：00（開場9：30）
会 場：葵生涯学習センター
（アイセル 21）1 階ホール
対 象：100 人（未就学児の同伴はご遠慮ください。）
会 費：無料
申 込：7 月 10 日
（土）10：00 から
（先着順）
電話（054-246-6191）
または、
静岡市生涯学習センター HP 申込フォームにてお申込みください。
講師プロフィール：1958 年生まれ。埼玉大学教育学部卒。小学校教諭として 28 年間勤務。
「ユーモア詩」
を用いたユニークな教育の実践はメディアで取り上げられ大きな反響を呼ぶ。
2008 年より白梅学園大学に勤務。現在、子ども学部子ども学科教授。
2017 年から教職教育・研究センター長。初等教育の教員育成に携わるとともに、
保育・幼児教育・小学校教育における子どもの発達や学力、いじめなど多彩な課題に取り組んでいる。
著書に、
「笑って伸ばす子どもの力」
（主婦の友社）、
「『ホンネ』が響き合う教室」
（ミネルヴァ書房）、
「子どものココロが見えるユーモア詩の世界」
（ぎょうせい）など多数。
主催・問合せ：静岡市葵生涯学習センター 指定管理者（公財）静岡市文化振興財団
〒420-0865 静岡市葵区東草深町 3-18
電話：054-246-6191
※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、屋形町について特集します。

近 世 駿 府 城三の丸には四つの門があり
ますが︑東 西 南 北四面に設けられたわけ
ではなく︑南に大手門・四足門︑東に横
内 門︑北に草 深 門︒西にはありません︒
正 面というべき大 手 門と並んで︑なぜ四
足門があるのかというと︑ここには中世の
東海道である本通りが通るからです︒本
通りは近世の東海道である新通りに対し
て︑それ以前からある通りという 意 味で
﹁もと通り﹂と呼ばれます︒
本 通りからの出 入 地が四足 門であり︑
中世以来の通交により︑近世にも門が存
在したのです︒
本通りと新通りとの関係は︑東名高速
と新東名高速に似て︑近世には両道共に
幹線道路でした︒
本通り︑四足門と共に︑中世を伝える
まちが屋形町です︒一八一八年﹃駿河紀﹄
は﹁戦国時代に流寓せし公卿の館ありし
処ならん﹂︑一八四三年﹃駿河国新風土
記﹄は﹁此 国にして屋 形 と 称 するもの︑
今川殿の館ならでしか︑
いふべきものなし︒
ここを屋 形 町といふは往 昔 今 川 氏の館あ
りし所にはあらざるにや﹂と︑町 名の由
来を説明しています︒
戦 国 公 卿が駿 府へ流 寓してくるのは伊
勢宗瑞を先駆けとし︑今川氏親の治政の
頃から頻繁になります︒流寓しなくても︑
貧窮公卿への生活資金を用立てています︒
中 御 門 宣 胤の娘 寿 桂 尼 を 妻︑母 とする
氏親・氏輝父子は︑中御門家の縁から三
条 西 実 隆 と 知 友 と なり︑和 歌 の 指 導・
添 削 を 受けていますが︑﹃実 隆 公 記﹄一
五 二 六 年四月二十七日 条に﹁宗 長 上 洛︑
百 疋 随 身︑今 川 金三両 送 之︑不 慮の芳
志也﹂とあるように︑礼金・礼物が伴う
のは当然です︒実隆は︑一五二四年﹁中
御 門 一 品 禅 門︵宣 胤︶有 状︑駿 河 守 護
女房︵寿桂尼︶︑源氏外題所望事︑伝達﹂︑
一 五 二 六 年﹃古 今 集﹄などの典 籍 を 贈
呈しています︒氏親が欲しかったのは︑新
古今和歌集の歌人が賛称する歌物語とし
ての﹃伊勢物語﹄でした︒
一五〇七年実隆は藤原定家自筆の
﹃伊
勢 物 語 ﹄を 氏 親に売 却します ︒
﹃ 伊勢物
語﹄
には初冠本と狩使本があり︑定家はそ
の校訂を行い︑
わかっているだけで
﹃ 伊勢物
語 ﹄を八回書写しています︒定家が書写し
た本を︽ 定 家 本 ︾といいます が ︑現 存する

﹃ 伊勢物語 ﹄
は︑すべて定家本系の一二五
段の初冠本です︒最も信頼されるのが︑定
家が七十三才の時 ︑天 福二年︵ 一 二 三 四 ︶
に書写した︽天福本︾です︒
この︽天福本︾は御子左家から冷泉家︑
そして三条西家に伝来しました︒一五〇
七年五月二十四日﹁駿河よりの金代を納
む︒先づ以て︑蘇息の者也﹂︑
二十五日﹁伊
勢物語の本を駿河守護もとへくだす事あ
りしに︑なかにかきいれし︒
これをだに いまははなれて 伊 勢の
あまの 船ながしたる 思とをしれ﹂
実隆が︑ずっと手許に置いておきたかっ
た至宝の︽天福本︾が︑屋形町の今川館
に購入されたのです︒歌好きの氏親の喜
びはひとしおでしょう︒
しかし︑これは氏 親 個 人への典 籍の嗜
好︑歌道の教養であって︑公家文化が駿
府に浸透して︑今川文化が花開いたなど
というと︑風 呂 敷があまりにも広すぎま
す︒一人の治 政 者の好みであり︑住 民の
文化とは無関係です︒
泣く泣く︽天福本︾を手放した実隆は︑
手許に置くための﹃伊勢物語﹄を書写し
て︑これを︽伝 定 家 筆 本︾といい︑近 代
になり︑三条西家から学習院へ寄贈され︑
現在は学習院大学の所蔵です︒
一方︑今 川 家の︽天 福 本︾については︑
屋 形 町 界 隈 居 住の流 寓 公 卿の冷 泉 為 和
が︑今川家臣の葛山氏元の依頼で書写し︑
新しい写 本＝︽為 和 本︾を 作っています︒
為 和は定 家 九代の末 裔︒︽天 福 本︾そっ
くりに写された︽為和本︾は近世に禁裏
に入り︑︽御 所 本︾と 呼 ばれ︑現 在は歌
集﹃為 和 集﹄と 共に︑宮 内 庁 書 陵 部に
所蔵されています︒
実 隆 の︽伝 定 家 筆 本︾や 為 和 の︽為
和 本︾の祖 本となった︽天福 本︾は︑氏
輝 亡き後︑歌や歌 物 語には関 心がなかっ
たのか︑義 元が武田信 玄に譲った後︑屋
形町の今川館に戻ることなく︑最終的に
は徳川家所蔵となりますが︑一六五七年
明 暦の大 火で焼 失してしまいます︒氏 真
は︑祖 父が入 手した︽天 福 本︾を 手に︑
歌に精進したかったことでしょう︒
ちなみに﹁駿河なる・・・﹂の歌は壬
生忠岑の作であり︑定家らが﹃伊勢物語﹄
を在原業平の世界に凝縮させたため︑業
平の作とされたのです︒
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曽根 辰雄（大阪歴史学会・地域文化財学専攻）

今川氏・流寓公卿の館 伝承地

かた まち

屋形町

や

次回もお楽しみに。

2020 しずおか文化プロジェクト
3/20（土・祝）、
静岡市民文化会館を会場に
「新文化島vol.0〜空の下、
文化でココロのうるおいチャージ〜」
を開催しました。

コンサートやワークショップ、展覧会と静岡の「文化」がギュッと
詰まった当イベントには、延500人余の皆様にご参加いただき
ました！
検温・消毒等、新型コロナウイルス感染症対策にご協力いただ
き、ありがとうございました。

2021年9月18日
（土）、19日
（日）
「新文化島」
がパワーアップして再登場！
静岡市民文化会館でお待ちしております♪
※詳細はイベントニュース9月号にて！
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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

8月

2021年8月の催事予定はございません。
2021年6月15日現在 ※記載の内容は、主催者の都合により変更・追加・中止されることがありますので、
ご了承ください。

市民ギャラリーからのお知らせ

持込電機器具
使用料（コンセント）

一口

100円

100円

このような展覧会が開催されていました

静岡市民ギャラリー PR 事業

第22回「絵で伝えよう！
わたしたちの町のたからもの」絵画展
日 時：2019年12月18日(水)〜12月22日(日)
会 場：第1、2、3展示室

次回開催予定
展示会名：

第23回「絵で伝えよう！
わたしたちの町のたからもの」絵画展
日 時：2021年12月7日(火)〜12月12日(日)
会 場：第2、4、5展示室
内 容：地域の文化財や自然遺産の大切さを
テーマにした子どもたちの絵画を
展示します。
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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

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
9：30〜22：00

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
11：30〜13：10、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
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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

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

33

26 呑みや 闇よ棚
ビール1杯目を割引価格にて提供

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・水曜日、年末年始（12/26〜1/7）休館

酒場 13 Anchorz
アイリッシュハイボールまたはテキーラショット1杯サービス
TEL.054-330-1319 静岡市葵区七間町11-5 イマココビル1F
火〜土18：00〜24：00、
日15：00〜22：00、
月曜日・第4火曜日定休

駐車場
34 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。
36 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

37 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

35 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
38 静岡店（1F）
TEL.0120-566-227

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

ECC外語学院
42 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）
39 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）
41 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6月15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）
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AOI のオープン・デイ 2021

まちは劇場

ON STAGE SHIZUOKA

まちかどコンサート

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

8月7日（土）12：30〜13：15
JR静岡駅北口地下広場

申込不要・直接会場へお越しください
主催：静岡市

入場無料

稲葉 麻美(フルート)
神戸 善子(ピアノ)

※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。

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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