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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新文化島

探検・発見・出会いのフェスティバル
2021

土 19●
日
9/18●
会 場
静岡市民文化会館
及びホール前広場
（屋外ステージ等）

静岡市美術館

静岡市文化振興財団

生誕160年記念グランマ・モーゼス展素敵な100年人生 ほか ―P ❶ー❷

静岡音楽館AOI 「ランチタイム・コンサート 上野耕平(サクソフォン)ライブ＆トーク」ほか―P ❸−❹

新文化島

〜探検・発見・出会いの
フェスティバル〜
P⓮

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 ❺−❻

静岡市清水文化会館マリナート 「新・純邦楽ユニット WASABI LIVE 2021〜日本の心・和の響き〜」ほか―P ❼−❽
静岡科学館る・
く
・る NEWイベント
「る・く・る ラボ」
「オトナる・く・る」開催！ 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「呉服町（札ノ辻）」 P⓭
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

生誕160年記念

グランマ・モーゼス展 −素敵な100年人生

アンナ・メアリー・ロバートソン・”グランマ”・モーゼス《アップル・バター作り》
1947年 個人蔵（ギャラリー・セント・エティエンヌ、ニューヨーク寄託）
©2021, Grandma Moses Properties Co., NY

アンナ・メアリー・ロバートソン・”グランマ”・モーゼス《5月:せっけんを作り、羊を洗う》
1945年 ミス・ポーターズ・スクール、
ファーミントン、
コネチカット
（レイモンド・F・エヴァンス夫人による寄贈）©2021, Grandma Moses Properties Co., NY

グランマ・モーゼスの愛称で親しまれるアンナ・メアリー・ロバートソン・モーゼス(1860-1961)は、70代で本格的に絵筆を取
り、
101歳で亡くなる年まで1,600点以上の作品を遺しました。
モーゼスは、生涯をアメリカ北東部の農村で暮らした経験をもとに、四季の移ろいや日々の仕事、季節ごとの行事などを、豊かな
色彩と素朴な筆致で詳細に描き出します。
これらの絵は偶然、村を訪れたコレクターの目に留まり、1940年、80歳の時にニュー
ヨークで初個展を開きます。米国各地で展覧会を開催し、
当時の大統領トルーマンより表彰を受けるなど国民的画家となってか
らも堅実な暮らしぶりは変わらず、
日々を喜びに満ちたものにしようと生きた農村の人々の暮らしを描き続けました。
日本で開催される16年ぶりの回顧展となる本展では、最初期の油彩画から100歳で描いた絶筆、愛用品や関連資料など、
日本
初公開を含む約130点を紹介します。
当時、大恐慌や戦争を経験し、疲弊していたアメリカの人々の心を捉えた作品は、今を生き
る私たちにも温かく、
力強いメッセージを投げかけてくることでしょう。

2021年9月14日
（火）
ー11月7日
（日）

■会
期：
■休 館 日：毎週月曜日
（ただし9月20日
（月・祝）
は開館）、9月21日
（火）
■開館時間：10：00 ー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
＊静岡市美術館HPより日時指定予約ができます。
■前 売 券：8月6日
（金）
から9月13日
（月）
まで販売
静岡市美術館、
ローソンチケット
［Lコード：41656］、
セブンチケット
［セブンコード：089-890］、
チケットぴあ[Ｐコード：685-686］、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、SBS学苑
■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、静岡新聞社・静岡放送
■後
援：アメリカ大使館、静岡市教育委員会、静岡県教育委員会
■協
力：ギャラリー・セント・エティエンヌ、ニューヨーク、日本航空
■協
賛：損保ジャパン、NISSHA ■特別協賛：清水銀行 ■企画協力：東映
敬老ウィーク！グランマ・グランパ特典
9/16（木）ー9/20（月・祝）
に展覧会を有料でご観覧の65歳以上の方、各日先着50名様に展覧会オリジナルグッズをプレゼント！
（受付で年齢のわかるものをご提示ください）
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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。

講演会「グランマ・モーゼスの絵を読む」

展覧会企画に携わった遠藤望氏を講師に迎え、
モーゼスの生涯や作品の見どころについてお話しいただきます。
日

講

時：9月25日
（土）14：00−15：30（開場13：30）

師：遠 藤 望 氏 ( 世 田 谷 美 術 館 学 芸 員 )

会

場：静 岡 市 美 術 館

定

員：5 0 名 ( 予 定 )

参 加 料：無 料

多目的 室

申込締切：9 月 9 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 。
アンナ・メアリー・ロバートソン・”グランマ”・モーゼス《シュガリング・オフ》
1955年 個人蔵（ギャラリー・セント・エティエンヌ、ニューヨーク寄託）
©2021, Grandma Moses Properties Co., NY

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。
【 A：一般】
日
対

時：10月9日
（土）14：00ー(40分程度)
象：どなたでも

【 B：親子】
日
対

時：10月16日
（土） ①11：00ー ②14：00ー(各回30分程度)
象：2歳以上の未就学児とその保護者(家族参加可)

【 A・B とも】
会
定

場： 静 岡 市 美 術 館 多 目 的 室
員： 各 回 5 0 名（ 予 定 ）

参 加 料： 無 料 ※申 込 不 要 、

先 着 順 ( 当日 1 0：3 0より整 理 券 配 布 )

アンナ・メアリー・ロバートソン・”グランマ”・モーゼス《キルティング・ビー》
1950年 個人蔵（ギャラリー・セント・エティエンヌ、ニューヨーク寄託）
©2021, Grandma Moses Properties Co., NY

モーゼスおばあちゃんの絵が語るもの
静岡市美術館

学芸員

太田 紗世

グランマ・モーゼスの愛称で親しまれるアンナ・メアリー・ロバートソン・
モーゼスは、
独学で絵を描いたアメリカの国民的画家です。

情景が、
懐かしい原風景として人々の心を捉えました。
2月、
まだ雪深いメープルの森に人々が集い、樹液を採取してシロップ
や砂糖を作るシュガリング・オフが行われます。5月には灰汁と古油で1年
分のせっけんが作られます。せっけんは羊の毛洗いにも使われ、刈り
取った羊毛で様々な衣類が編み上げられます。晩夏には村の一大行

70代で本格的に絵筆を取り、
1940年、
80歳の時にニューヨークで初

事、
アップル・バター作りが行われます。早朝からりんご液とりんごが煮詰

個展を開いて画家としての道を歩むモーゼスの存在を、
テレビやラジ

められ、真夜中にはどろりとしたアップル・バターが出来上がるのです。

オ、雑誌といったメディアが届けると、
アメリカ国内で大きな反響が起こ

10月には仮装して悪霊を追い払うハロウィーン、11月の感謝祭では七面

ります。

鳥を食べ、
12月、
森で調達したモミの木を飾ってクリスマスを迎えます。

決して順風ばかりでなかった田舎の一農婦としての人生の終盤に

大人も子どももみな協力して自給自足の暮らしを送っていた時代、
そ

彼女がその才能を開花させたことは、何事も遅すぎることはない、
とい

れはモーゼスの生活そのものであり、
彼女が描いたすべてでした。生き

う励ましを与えました。
また、毎年着実に年を重ねていく姿は、大きな希

る喜びとは、
いつの時代も変わらず、
日々の暮らしの中にある。そのこと

望となります。何より、彼女が繰り返し描いたアメリカ北東部の農村の

をモーゼスの絵は、
温かく力強く、
私たちに語りかけてきます。

※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。

2

コンサートシリーズ 2021-22

2021-22

好評発売中

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

今をときめく若手実力派サクソフォン奏者、
上野耕平がAOIの舞台に初登場。

11：30開演
（10：45開場）
※12：30終演予定

土

演奏と軽快なトークで、サクソフォンの魅力を紹介する。

全指定￥1,800

（会員￥1,620、22歳以下￥1,000）
※このコンサートは休憩がありません。
※未就学児はご入場いただけません。

出 演／上野耕平
（サクソフォン）
山中惇史
（ピアノ）
曲 目／J.S.バッハ：G線上のアリア（BWV1068）
A.ピアソラ：《タンゴの歴史》より
〈ボーデル1900〉
〈カフェ1930〉
〈ナイトクラブ1960〉
P.M.デュボワ：ディヴェルティスマン
D.ミヨー：スカラムーシュ op.165b

第25回

©S.Ohsugi

「静岡の名手たち」

静岡から多くの音楽家を輩出している当コンサートも、はや四半世紀。
若いアーティストたちによる瑞々しい演奏をお楽しみください。

オーディション合格者によるコンサート

9/11

土

16：00開演
（15：15開場）
※18：20終演予定
（会員￥1,620、22歳以下￥1,000）

曲目・出演
V.ベッリーニ：
歌劇《カプレーティ家とモンテッキ家》より
〈ロメオがご子息を死にいたらしめたのなら〉
G.プッチーニ：
〈大地と海〉
G.ドニゼッティ：歌劇《ラ･ファヴォリータ》より
〈私のフェルナンド〉
殿岡かなみ
（メゾソプラノ）
森真実（ピアノ）
※都合により内容を変更する場合があります。

桐畑奈央

ヘ長調 op.5-4

※未就学児はご入場いただけません。

曲目・出演
C.M.v.ウェ−バー：
歌劇《魔弾の射手》op.77 より
〈雲が覆っていても〉
W.A.モーツァルト：
レチタチーヴォ
〈わが美しき恋人よ、
さようなら〉
と
アリア
〈とどまって、
いとしき人よ〉
K.528
加藤静帆
（ソプラノ）
恩田結衣
（ピアノ）

3

曲目・出演
A.コレッリ：ソナタ第4番

全自由￥1,800

桐畑奈央（リコーダー）
戸﨑廣乃（チェンバロ）

都竹華代
曲目・出演
M.ラヴェル：
《夜のガスパール》より
〈水の精〉
C.サン=サーンス：ワルツ形式の練習曲

変ニ長調 op.52-6

都竹華代（ピアノ）

加藤静帆

曲目・出演
F.ショパン：夜想曲第17番

室井悠李

曲目・出演
竹内朗
長生淳：天国の月
竹内朗（アルト･サクソフォン）
田村瞳実（ピアノ）

ロ長調 op.62-1

徳山美奈子：ムジカ･ナラ op.25
室井悠李（ピアノ）

曲目・出演
L.v.ベートーヴェン：
ピアノ･ソナタ第27番
ホ短調 op.90

殿岡かなみ

柏原亜耶（ピアノ）

柏原亜耶

曲目・出演
森下愛梨
E.ボザ：ニューオリンズ
森下愛梨（バス･トロンボーン）
久米涼子（ピアノ）

〒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。

9月

4
7
8

主 …主催 問 …お問合せ

土

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
ホール

（10：45）11：30 ※12：30終演予定
全指定1,800円、会員1,620円、22歳以下1,000円
※未就学児はご入場いただけません。

第16期ピアニストのためのアンサンブル講座(第3回) 実技レッスン

火

ホール

13：30〜19：30 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4回) 講義・実技レッスン

水

11 土
15 水
18 土
19 日
20 月 祝
23 木 祝
24 金

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。

第25回「静岡の名手たち」
オーディション合格者によるコンサート
ホール

主 静岡音楽館AOI

問 080-2151-5812

（13：30）14：00〜16：00

3,000円

主 静岡マンドリン愛好会事務局
問 080-3635-1972

（17：45）18：30〜20：40

一般1,000円、学生500円

主 下嶋音楽ピアノ教室
問 054-281-4023

（12：30）13：00〜15：30

無料(関係者)

主 ミュージックスタジオリボン
問 070-5254-3865

（12：30）13：00〜14：00 （
、14：30）15：00〜16：00

1,000円

講演会“この1曲”をとことん語る
W.A.モーツァルト：弦楽四重奏曲第18番 イ長調 K.464
講堂

問 054-251-2200

主 TinyCD

華詩綴〜はなししゅう〜 尽きせぬ想い、言葉を音にのせて
ホール

主 静岡音楽館AOI

無料（要申込）

下嶋由紀門下生ピアノ発表会
講堂

問 054-251-2200

問 054-251-2200

19：00〜20：30

静岡マンドリン愛好会 第47回定期演奏会
ホール

主 静岡音楽館AOI

主 静岡音楽館AOI

小林ゆかりパイプオルガンリサイタル
ホール

問 054-251-2200

問 054-251-2200

（15：15）16：00 ※18：20終演予定
全自由1,800円、会員1,620円、22歳以下1,000円
※未就学児はご入場いただけません。

サークル“この1曲”をとことん語る
講堂

主 静岡音楽館AOI

19：00〜20：30

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

無料(要申込)

※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。

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：一般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〉8/1（日）
より市内プレイガイド、
静岡市民文化会館で取扱い予定。詳細は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等をご覧ください。
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
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

新文化島―探検・発見・出会いのフェスティバル―

大型舞台劇 第5弾「FLASH！」 盆踊りヌーボ2021
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！」。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：
公開予定
会 場：静岡市民文化会館 中ホール
主 催：静岡市
企画・制作：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。

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

踊れば誰もが無条件幸福！
コンサートや工作、科学体験…etcが集まる
「新文化島（※詳しくはP14）」
に盆踊りも登場！
近藤良平振付コンドルズ出演！
みんなの笑顔の連鎖で輪を創ろう！

9月18日（土）

日 時：
18：00〜20：00
会 場：静岡市民文化会館 ホール前広場 ( 屋外ステージ等 )
出 演：コンドルズ
近藤良平・コンドルズと皆さんでつくる大盆踊り大会
参加無料、
当日受付あり！
ご家族での参加も大歓迎、浴衣推奨です！
【盆踊り事前ワークショップ】
コンドルズメンバーの指導で、盆踊りの振付をマスターできるワークショッ
プを9月11日(土)、12日(日)の両日、市民文化会館で開催！
開催時間、
申し込み方法等は、決定次第、
当館ホームページ等でお知らせ
します。

©HARU

静岡市民文化会館

〒420-0856 静岡市葵区駿府町2-90 TEL.054-251-3751 FAX.054-251-9219 URL.https://www.scch.shizuoka-city.or.jp/
●開館時間／9：00〜21：30 ●休館日／月曜日
（祝日の場合は翌日）
・年末年始 ●有料駐車場有り
（246台収容・30分毎100円）
●アクセス／JR静岡駅北口より、
バス
（5番、
6番乗り場）
で「市民文化会館入口」下車徒歩3分、
タクシーで約10分程度。

9月【ホール】

2
5

主 …主催 問 …お問合せ

さだ丼 〜新自分風土紀Ⅲ〜 さだまさしコンサートツアー2021

木

大ホール

中ホール

大ホール

大ホール

16 木

中ホール

大ホール

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 054-284-9999

（16：30）17：00〜19：30

指定席:6,900円

主 株式会社ジェイルハウス

問 052-936-6041

牡丹燈籠』鑑賞会

〈9/15〉
（18：00）18：30〜20：45 〈9/16〉
（12：30）13：00〜15：15 会員のみ
主 NPO法人

静岡市民劇場

問 054-253-6839

（13：00）14：00 自由席 一般：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）
主 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

問 054-270-3151（静岡フィルハーモニー管弦楽団事務局）

葉加瀬太郎 コンサートツアー2021 「SONG BOOK」
大ホール

（15：15）16：00

指定席：8,800円（税込） 問 054-284-9999（サンデーフォークプロモーション）
主 Daiichi-TV/K-mix/BS朝日/オン・ザ・ライン/サンデーフォークプロモーション

HIRAIDAI Concert Tour 2021-22

25 土

大ホール

（16：00）17:00

指定席：7,200円（税込）

主 サンデーフォークプロモーション

問 054-284-9999

『現代書写』創刊500号記念講演

26 日

中ホール

（9：30）10：00〜12：00

指定席：3,000円（テキスト代含む）

主 『現代書写』
創刊500号記念事業実行委員会

問 054-287-2411（日本書道教育協会）

日蓮生誕800年記念 オペラ日蓮の宇宙 曼荼羅世界

29 水

大ホール

【展示室】

10

（16：30）17：30

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〜

20 月 祝

金〜

問 054-284-9999
（サンデーフォークプロモーション）

静岡市民劇場第432回例会 文学座『怪談

18 土

金〜

指定席:2,000円（税込）

主 TOKAIグループ

KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2021“202020 & 55 STONES”

12 日

3

（14：30）15：00

藍井エイル LIVE TOUR 2021

11 土

15

指定席:8,800円（税込）車椅子席：8,800円（税込）

主 静岡新聞社・静岡放送/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）

デビュー5周年記念 カテリン単独コンサート「VOICE」

日

水〜

（17：00）18：00

5

（13：00）14：00

指定席 S席：10,000円 A席：8,000円 B席：6,000円 学生席：3,000円

主 オペラ日蓮実行委員会

問 0556-62-1011（共栄部）

静岡県書道連盟 第40回記念公募展

日

A・B・C展示室

10：00〜16：00 最終日は15：00まで
主 静岡県書道連盟

無料

問 0545-64-4131（公募展事務局 久野流水）

第61回 ふじのくに芸術祭2021 水石展

12 日

B・C展示室

〈9/10〉12：00〜16：00〈9/11〉9：00〜16：00〈9/12〉9：00〜15：00
主 静岡県/静岡県教育委員会/静岡県文化協会

無料

問 090-1295-6238
（〈主管〉静岡県水石連盟 平野）

『現代書写』創刊500号記念書展

23 木 祝 〜 26 日

A・B・C展示室

10：00〜17：00

無料

主 『現代書写』
創刊500号記念事業実行委員会

問 054-287-2411（日本書道教育協会）

【その他】

18

土〜

19 日

2020しずおか文化プロジェクト 新文化島〜探検・発見・出会いのフェスティバル〜
静岡市民文化会館 〈9/18〉13：00〜20：00〈9/19〉10：00〜18：30 無料
問 054-255-4746
及びホール前広場 主 公益財団法人静岡市文化振興財団
都合により内容を変更する場合があります。
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新・純邦楽ユニット WASABI LIVE 2021

〜日本の心・和の響き〜

迫力ある
「和のバンド」のグルーヴ。
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”。

フレンチの夕べ クラリネット二重奏

ミクニシミズのディナーとともに
フレンチレストラン MIKUNI SHIMIZU で室内楽が楽しめます。

渡辺 繁弥

10/3

日 15：00開演(14：30開場)
日 時：
会 場：静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
料 金：指定席 一般4,500円 学生(大学生以下)2,500円
※未就学児入場不可 ※車イス席は、
マリナートのみ取り扱い。
＜チケット取り扱い＞ 好評発売中
・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
にて直接購入可能。
店頭購入：セブン- イレブン店頭「マルチコピー機」
( Pコード197-921)
・ローソンチケット https://l-tike.com
店頭購入：ローソン・ミニストップ店内
「Loppi」
にて直接購入可能。
( Lコード42364)
主催・お問合せ：静岡市清水文化会館マリナート ℡054-353-8885
オフィシャルミュージックビデオはこちらから！！

催
今年も開

第9回

10/16

日 時：

塚本 陽子

土

コンサート18：00〜18：30・ディナー18：30〜20：30
会 場：MIKUNI SHIMIZU
〒424-0943 静岡市清水区港町２丁目8-1(フェルケール博物館 横)
対 象：どなたでも7組(1組4人まで) ※未就学児入場不可
出 演：富士山静岡交響楽団 /渡辺 繁弥・塚本 陽子
演奏予定曲目：W.A.モーツァルト：歌劇《フィガロの結婚》K.492より
ヴァイオリン・ソナタ第24番K.376(374d)より
第1楽章(S.ドラッカー編) ほか
料 金：8,250円 (サービス料込・ドリンク代別)
ディナーコース(先付・前菜・スープ・魚料理・肉料理・デザート)
＜チケット取り扱い＞
8月18日(水) よりMIKUNI SHIMIZUにて受付・先着順
℡054-355-3920 <受付時間>10:00〜20:00 <定休日>火曜日
主 催・お問合せ：静岡市清水文化会館マリナート ℡054-353-8885

!!

清水にぎわい落語まつり

清水区出身の人気落語家春風亭昇太を筆頭に、
多 数 の 落 語 家 が 来 清し、清 水 駅 周 辺 4 施 設で 落 語
公演を開 催します。
■清水銀座公演

■エスパルスドリームプラザ公演

と

と

11/20 土

き：

①13：30〜、②16：30〜
とこ ろ：清水銀座商店街 GINZAシャル
料 金：自由席 2,000円(各回)
出演者：三遊亭遊雀
笑福亭羽光
立川幸吾 ほか

■清水テルサ公演
と

11/21 日

き：

13：30〜
とこ ろ：静岡市東部勤労者福祉センター
清水テルサ
料 金：指定席 3,500円
出 演者：三遊亭小遊三、春風亭百栄
林家木久蔵（二代目）ほか

11/21 日

き：

17：30〜
とこ ろ：サウンドシャワーアーク
(エスパルスドリームプラザ
立体駐車場1階)
料 金：自由席（ワンドリンク付） 3,500円
出演 者：三遊亭白鳥、桂宮治、春風亭昇りん ほか

〈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、
ローソンチケット、
チケットぴあ他で発売。
Pコード507-358 Lコード43341
■マリナート公演
※マリナートの電話での受付は、8/29(日)9：00〜
(初日残券受付・申込順)。
火祝
と き：
※未就学児入場不可
14：00〜
※車イスはマリナートのみ取扱い
とこ ろ：静岡市清水文化会館 大ホール
主
催：清水にぎわい落語まつり実行委員会
料 金：指定席 S席5,500円 A席4,500円 B席3,000円
出演 者：桂文珍、春風亭昇太
お問合せ：静岡市清水文化会館マリナート
玉川太福(講談師)
℡054-353-8885

11/23
柳亭小痴楽 ほか

公演詳細は随時マリナートHP（www.marinart.jp）
に記載します。また、公演内容に変更が生じた際もHPでお知らせします。
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※都合により内容を変更する場合があります。

静岡市清水文化会館マリナート
〒424-0823 静岡市清水区島崎町214 TEL.054-353-8885 FAX.054-353-8111 URL.https://www.marinart.jp/
●開館時間／9：00〜22：00 ●休館日／毎週月曜（祝日の場合はその翌平日）
、
年末年始※その他、
臨時に休館することがあります。
●駐車場はありませんので、
隣接の清水駅東口駐車場、
日の出パーキング等、
周辺の駐車場をご利用ください。
（有料）
●アクセス／JR清水駅 みなと口
（東口）
より徒歩3分
（清水駅自由通路直結）
、
静岡鉄道 新清水駅より徒歩10分、
東名清水インターより自動車で約10分。

9月【ホール】

主 …主催 問 …お問合せ

富士山静岡交響楽団 第105回定期演奏会

11 土

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

草薙マンドリンアンサンブル 第14回定期演奏会

11 土

小ホール （17：30）18：00〜20：00 自由席 無料

主 一般財団法人富士山静岡交響楽団
問 054-203-6578

主 草薙マンドリンアンサンブル
問 054-364-6162

しまじろうコンサート すすめ！たからのしまのだいぼうけん

12 日

主 しまじろうコンサートお客様窓口
(※最終ステージはスペシャルアンコール付き)
一般3,580円 会館3,480円 会員3,380円 ※3歳未満ひざ上無料。 問 0120-988-883
①（13：00）13：30
大ホール
保護者1名につき、お子様1名まで(お席が必要な場合は有料)
②（16：00）16：30

13 月 14 火

『劇団四季The Bridge』〜夢の架け橋〜
13日
（17：45）18：30
大ホール
14日
（12：45）13：30

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（ひざ上鑑賞不可）※2歳以下入場不可
※車椅子にてご来場の方は劇団四季へお問い合わせください。

第27期しみずかがやき塾 第4回講座

18 土

第25回英国歌曲展 Plus 静岡公演

文化庁「ARTS for the future!」補助対象事業
小ホール （13：30）14：00〜16：00 自由席 一般3,000円 高校生以下1,000円
※未就学児入場不可

木根尚登 佐藤竹善

22 水

大ホール (18：00)18：30

指定席

S席 6,500円 A席 6,000円 ※未就学児入場不可

小ホール （18：00）18：30〜20：30 自由席 無料

コンセール・リースリング 第7回演奏会

26 日

主 しみずかがやき塾運営事務局

（蓑島音楽事務所）
主 シン・ムジカ
問 050-3712-0393

主 MIN-ONインフォメーションセンター

ムジカ・ブリューメ 第4回定期演奏会

25 土

問 0570-008-110

問 054-353-6700

大ホール （12：30）13：30 会員のみ

18 土

主 劇団四季静岡オフィス

小ホール （13：30）14：00〜16：00 自由席 1,000円

問 03-3226-9999

主 ムジカ・ブリューメ
問 054-352-0561(深澤)

主 コンセール・リースリング
問 054-345-5299

【ギャラリー】

10 金 〜 12 日
14 火 〜 19 日
30

10

木〜

3

日

2021 翠々展（書道展）
全 面

〈10日〉14：00〜18：00 〈11日〉9：00〜17：00〈12日〉9：00〜15：30 無料

第65回静岡県写真展
全 面

10：00〜16：30 ※初日は13：00〜、最終日は13：00まで 無料

西陣美術織
A区画

平山郁夫シルクロード展

10：00〜17：00 ※最終日は16：00まで 無料

主 翠筆書道会
問 054-346-0002 (大内翠雅方)

主 全日本写真連盟静岡県本部
問 054-247-2515

主 西陣美術織 全国巡回展実行委員会
問 072-808-2223

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。

8

〒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）

ホテルグランヒルズ
静岡

臨時休館日：9月1日(水)、7日(火) ※会場の表記がないものは静岡科学館で実施するイベントです。

わくわく科 学 工 作

ビー玉万華 鏡

つくって楽しい！あそんで楽しい！る・く・るナビゲーターとお話しながら工作に挑戦しよう！
ビー玉をつけた万華鏡は、
どんな模様が見えるかな？

9

5

日

23 木 祝

時 間：13：00〜15：30 受付(1回20分程度)
対 象：どなたでも
参加費：無料(入館料別途)
申 込：当日直接会場へ

・・・・・・・・・・・大学や企業ってどんな研究をしているの？・・・・・・・・・ 要申込

る・く・る × ラボ 研究現場へ行ってみよう！ 対定

申 込：申込開始日の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）

ドコモ通信技術編

静岡大学農学部編

携帯電話のつながる仕組み？５Gって何ができる？５Gの先の研究？
災害時の移動基地局や通信タワーのヒミツ？
体験や普段入れない施設見学を通して、
通信技術の最前線の現場を見てみよう！

8

29 日

象：小学校5年生〜中学生親子
員：各回6組12人
参加費：100円(保険料) ※現地集合・解散

時 間：13：30〜15：30
会 場：ドコモ静岡ビル(東静岡駅前)
協 力：株式会社NTTドコモ
申込開始日：8/4(水)

普段なかなか小中学生が入ることのない大学の研究現場。
簡単な実験を体験したり、先生や研究室の大学生から話を聞いたり、
実際どんな場所なのか雰囲気や臨場感を味わってみよう！

9

4

土

時
会

間：10：00〜12：00
場：静岡大学 静岡キャンパス(駿河区大谷)

協 力：静岡大学 農学部
申込開始日：8/6(金)

・・・・・・・・・・ オトナる・く・る始まる！・・・・・・・・・・

9

20 月 祝

対 象：18歳以上 ※18歳未満の同伴不可
申 込：8/7(土)9：30〜静岡科学館(054-284-6960)へお電話でお申し込みください(申込順)

オトナときめくサイエンス
鉱物の世界

夜の科学館で、大人が楽しむカガクの時間。
自然界に存在する美しい鉱物についてご紹介します。
色々な鉱物の観察や、ビスマスの再結晶実験に
挑戦しましょう。
(高温の実験につき火傷に注意が必要です。)

時 間：17：30〜19：00
定 員：18人
参加費：1人1,000円(入館料別途)

オトナ楽しむカガクカン
普段遠慮しがちな大人のあなたも今日は主役です。
いつもと少し変わった雰囲気の夜の科学館を
楽しめます。
この日だけの特別な展示体験を満喫しよう。

9

※都合により内容を変更する場合があります。

時 間：17：30〜19：30
定 員：100人
参加費：無料(入館料別途)

要申込

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）
開館時間／9：00〜21：30
休館日／第2・第4月曜日

「見ているとつられて笑顔になっ

9/25(土)〜10/3(日)

てしまう」そんな素敵な笑顔の写
※各センターの日程 こどもの笑顔写真コンテスト 真を集めた写真展です。静岡市の
受賞作品巡回展
生涯学習センター11館で巡回展
についてはHPをご
（全1回）
示します。
覧 ください。

どなたでも

無料

着物の古布を用いてパッチワーク
したベストを作ります。

成人10人

1人1,000円

9/29(水)
10/6(水)・13(水)・27(水)

着物をリメイク〜
ベストを作ろう〜

10/7(木)・21(木)
11/4(木)・15(月)
12/2(木)・16(木)

英和大学公開講座

英和大学の各学部による講義で
す。詳細はHPをご覧ください。お
好きな回を選んで参加できます。

各回30人

無料

9/9(木)
10：00〜・申込順

10/8(金)・15(金)・22(金)

学ぼう！
しぞ〜かの牛・豚・鶏

牛・豚・鶏の部位や特徴について
学び、静岡の銘柄肉を紹介しま
す。

20人

無料

9/12(日)
10：00〜・申込順

静フィルによる
ファミリーコンサート

静岡フィルハーモニー管弦楽団
内のユニット「つま恋クインテッ
ト」によるコンサートです。
ご家族
皆さまでご参加いただけます。

100人
(未就学児入場可)

無料

女性のための
骨盤エクササイズ

中高年齢層に起こりやすい下半
身のトラブルを予防するためのス
トレッチを行います。

成人女性20人

1人500円

9/21(火)
10：00〜・申込順

13：30〜15：00

ウイルスをブロック
〜感染予防講座〜

新型コロナウイルスを中心に感
染予防について学びます。

30人

無料

9/9(木)
14：00〜・申込順

10/8(金)

おまちで陶芸体験

人宿町に工房を構える講師から
お話を伺いながら作品を作る、初
心者向けの陶芸講座です。※前田
直紀陶芸工房(葵区人宿町)集合・
解散

10人

1人2,500円

10：00〜12：00

（全4回）

（各全1回）

18：30〜20：00

19：00〜20：30

10/9(土)

14：00〜15：30

（全3回）

（全1回）

10/12(火)・19(火)・26(火)
10：00〜12：00

（全3回）

9/15(水)必着

9/11（土）
10：00〜・申込順
静岡市民文化会館へ
（054-251-3751）

西部生涯学習センター
10/7(木)

（全1回）

13：00〜15：00

（全1回）

10/15(金)
11/19(金)
12/17(金)

秋の親子お料理ごっこ
（全3回）

未就学児(1歳から3歳)の料理体
験講座です。

1〜3歳の子
(開催日時点)と
その保護者4組

1組3,500円

11/9(火)・16(火)・30火)

災害と向き合う哲学
―現代をサバイブする
自律的思考―

コロナの時代を生き抜くために自
ら考えることができるよう、分かり
易く実際の生活に役立つ哲学の
講座です。

15人

無料

10：30〜12：00

19：00〜20：30

（全3回）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

9/13(月)必着・
1枚1人

9/13(月)必着・
子の年齢と月齢・
アレルギーの有無も
記入・1枚1組

10/5(火)
14：00〜・申込順

東部生涯学習センター
10/1(金)・8(金)・
15(金)・29(金)
11/5(金)

女性の健康づくり
骨盤底筋トレーニング

骨盤底筋の柔軟性を高めるスト
レッチを学び、体験します。

成人女性20人

1人1,000円

9/16(木)必着・
年齢も記入

10/3(日)・10(日)
17(日)・24(日)

パパのための
ベビーマッサージ

2か月(開催日時点)〜
はいはい前の子と
その父親12組

1組1,000円

（全4回）

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

9/12(日)
10：00〜・申込順

10/9(土)

南アルプスって
どんなところ？

南アルプスユネスコエコパークに
ついて学びます。

小学生と
その保護者20人

無料

9/10(金)
10：00〜・申込順

静岡DWAT(災害派遣福祉チーム)
の活動報告などをもとに災害関
連死を防ぐための日常の備えや
災害時における福祉、介護につい
て考えます。

20人

無料

9/14(火)
14：00〜・申込順

小学生10人
(保護者同伴)

1人200円

9/11(土)
10：00〜・申込順

30人

無料

13：30〜15：00

10：00〜11：00

9：30〜11：00

（全5回）

（全1回）

14：00〜15：00

静岡DWATに学ぶ
災害時の福祉や介護

10/17(日)・24(日)
来年 1/16(日)

カヤネズミの
くらしを学ぼう

10：00〜11：30

（全3回）

10/23(土)

片付けて安心な暮らし
生前整理のお話

10/12(火)

14：00〜16：00

（全1回）

（全1回）

麻機遊水地に生息する準絶滅危
惧種カヤネズミについて遊びや
講義、自然観察を通して学びます。
※あさはた緑地(葵区赤松)集合
解散
これからの暮らしをより安心安全
にするための生前整理について
学びます。

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

10/4(月)必着、
1枚1人まで
※今年度、
この講座に
初めて参加される方を
優先します。

※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
10/17(日)

初心者向け
「大人のボードゲーム」講座

海外のボードゲームの種類、遊び方、子
どもと一緒に楽しむメリット等を体験し
ながら学びます。※10/17は「おはなし
フェスタ」に参加し、子どもたちに遊び
方を指導しながら一緒に遊びます。

10/10(日)

ハロウィンのおはなし
＆ランタンづくり

小泉八雲の故郷、
アイルランドゆか
りのケルト文化に起源を持つハロ
ウィンについてのミニ講座とジャッ
ク・オ・ランタンづくりを行います。

9/24(金)・10/8(金)
19：00〜21：00

（全3回）

10：00〜12：00

10：00〜12：00

（全1回）

成人16人

無料

9/3(金)
10：00〜・申込順

小学生とその保護者
10組

1組1,000円

9/22(水)
10：00〜・申込順

お茶の歴史や美味しい淹れ方に
関する講話と試飲、工場見学や料
理実習をします。

15人

1人1,500円

9/5(日)
14：00〜・申込順

静岡の染色工芸家・芹沢銈介氏
が伝えた、
「型絵染」技法の年賀状
作りにチャレンジします。

成人10人

1人3,500円

9/3(金)
10：00〜・申込順

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
9/26(日)
10/3(日)・17(日)

味わう！学ぶ！
藁科のお茶

10/8(金)・15(金)
22(金)・29(金)
11/5(金)・12(金)

型絵染で年賀状を作ろう

（全3回）

13：30〜15：30

（全6回）

9：30〜12：30
※11/12は10：00〜12：00

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）
10/5(火)・19(火)
11/2(火)・16(火)・30(火)

思春期子育て講座

思春期の子どもとの関わり方を、 思春期の子どもの
子育てに悩みを持つ
様々な視点から学びます。
保護者20人

1人1,000円

9/7(火)
10：00〜・申込順

10/7(木)・21(木)
11/4(木)・18(木)
12/2(木)・ 9(木)

書き初め体験講座

点画の書き方から毛筆の練習を
行います。課題を決めて書き初め
体験をします。

成人15人

1人3,000円

9/9(木)
10：00〜・申込順

10/8(金)

作曲家入門
F.シューベルト

静岡音楽館AOIの学芸員が、作曲
家シューベルトについて解説する
講演会です。

20人

無料

9/10(金)
10：00〜・申込順

にしな歴史マップ作り

西奈地域の歴史や文化を紹介す
るマップ作りをします。最終回は
作成したマップでウォーキングを
行います。

16人

1人500円

9/11(土)
10：00〜・申込順

紅茶の美味しい入れ方と静岡の
紅茶づくりの歴史について学びま
す。

16人

1人500円

9/30(木）
13：00〜・申込順

植物の育て方や、アレンジのコツ
を学びながら、フラワーアレンジ
メントや寄せ植え等の体験を行い
ます。

16人

1人2,500円

9/29（水）
14：00〜・申込順

秋を感じる素敵な色合いの観葉
植物を使って寄せ植えを作ります。

20人

1人3,500円

平安時代中期の長編小説『源氏
物語』を、登場する男性たちに焦
点をあてて読み解く講座です。

30人

1人500円

小学4年生以上
20人

無料

（全5回）

10：00〜11：30

（全6回）

19：00〜20：30

10：30〜12：00

10/16(土)・23(土)
11/20(土)・27(土)
10：00〜12：00
来年
(土)
9：00〜12：00

3/5

（全1回）

（全5回）

10/28(木)

飲んで学ぶ静岡の紅茶

10/27(水)
11/25(木)
12/22(水)

園芸のいろは

13：30〜15：30

（全1回）

（全3回）

14：00〜16：00

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

南部生涯学習センター
10：30〜12：00

素敵なオータムカラーの
寄せ植え

10/1(金)・15(金)・29(金)
11/5(金)・19(金)

文学講座
源氏物語の「男」
たち

9/29(水)

10：00〜12：00

10/2(土)・16(土)
10：00〜12：00

（全1回）

（全5回）

ビオトープでの観察を通して、身
自然観察講座
ー生き物のひみつにせまろう！ 近な自然について学ぶ講座です。
（全2回）

第1回：自然観察、第2回：座学

9/8(水)
10：00〜・申込順

9/10(金)必着

9/4(土)
10：00〜・申込順

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
10/8(金)・22(金)
11/12(金)

座ってできる！
かんたんヨガ教室

姿勢、歩き方、呼吸をテーマに、椅
子を使って座ったままできるヨガ
を行います。

60歳以上の人
15人

1人1,000円

9/17(金)
14：00〜・申込順

10/16(土)・11/20(土)

静岡市の
武田の城跡を巡ろう

20人

1人1,000円

10：00〜14：00

（全4回）

用宗城と丸子城について学び、知
識を深めた後に現地をウォーキ
ングします。※土曜日は座学、
日曜
日はウォーキング。

9/11(土)
10：00〜・申込順

10/30(土)

時間旅行
〜フィンランド編〜

サンタクロースの故郷・フィンラン
ドの文化や生活等を、静岡市在住
のフィンランド人講師が紹介しま
す。

40人

1人100円

9/28(火)
13：30〜・申込順

地域の植物でマップと
押花づくり

大里中学校特別支援学級の生徒
と一緒に、センター周辺地域に分
布する植物を用いて植物マップと
押花の作品をつくります。

成人14人

1人1,000円

9/14(火)
10：00〜・申込順

親が知っておきたい
子どもの体・心・性

自己肯定感が高まると、自他を大
切にする気持ちが育ちます。子育
てで必要な性教育について学び
ます。

幼児の保護者等20人
(子どもの参加可)

無料

9/21(火)
10：00〜・申込順

14：00〜15：30

10：00〜11：30

10/17(日)・11/21(日)

（全3回）

13：30〜15：00

（全1回）

大里生涯学習センター
10/14(木)・21(木)
11/4(木)
10：30〜12：00

10/20(水)
9：30〜11：00

11

（全3回）

（全1回）

※都合により内容を変更する場合があります。

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

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 美和分館（アカデ美和）
感染症から考える
リスク対策

みのり大学の公開講座です。感染
症を例に、身の回りに潜むリスク
について考えます。

静岡市在住の
60歳以上の人20人

無料

9/8(水)
13:00〜・申込順

10/7(木)・21(木)
11/4(木)・18(木)
12/2(木)・ 9(木)

心育む読み聞かせ
ボランティア養成講座

絵本の読み聞かせのコツや本の
選び方などを実践を交えながら
学びます。

成人15人

1人1,000円

9/9(木)
13:30〜・申込順

10/23(土)

おやこお菓子教室

親子で楽しくお菓子作りを行いま
す。※作った料理はお持ち帰りい
ただきます。

3〜5歳の子と
その保護者6組

1組700円

10/26(火)
11/9(火)・16(火)・30(火)
12/15(水)

あと伸びする
家庭学習の手立て

幼少期にこそ大切にしたい、家庭
学習を支える土台について考えま
す。

5歳〜小学2年生の
保護者10人
※託児あり(要予約)

1人1,000円

10/6(水)

13:15〜15:30

（全1回）

13：30〜15：30
※12/9は8：00〜10：00

（全6回）

（全1回）

13:30〜15:30

10：00〜11：30
※11/9は10：00〜12：00

（全5回）

9/18(土)必着・
子どもの年齢も記入・
1枚1組

9/21(火)
10:00〜・申込順

開館時間／9：00〜21：30
休館日／日曜日

健康文化交流館「来・て・こ」
（駿河生涯学習センター）

（全1回）

防災士が自然体験活動を通じて
培った日常に取り入れられる防災
の知恵を学びます。子育て中の方
に向けた講演会。

来・て・こ
ファミリーコンサート

家族で楽しめる音楽会を行いま
す。

自然と親しみながら
防災力アップ

10/7(木)

10：00〜12：00

10/9(土)

14:00〜15:00(13:30開場)

（全1回）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

乳幼児の保護者7人
（子ども同伴可）

無料

9/2(木)
10：00〜・申込順

60人

1家族500円

9/4(土)
14:00〜・申込順

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

10/18〜11/22
10/22〜12/10
10/18〜12/6
10/13〜12/1
10/14〜11/11
10/27〜12/22
10/14〜12/2

パソコン講座

月曜日10：00〜12：00
金曜日19：00〜21：00
月曜日19：00〜21：00
水曜日13：30〜15：30
木曜日10：00〜12：00
水曜日19：00〜21：00
木曜日19：00〜21：00

OS

会費 ※テキスト代別途

Win10

3,700円

Win10

4,800円

Win10
11/3（水・祝） Win10
Win10

11/3（水・祝） Win10
Win10

4,800円
4,200円
3,000円

4,800円
5,600円

9/15（水）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：

◆フィットネス講座

19歳以上の健康な人

日

時

10/11〜12/13
10/6〜12/15
10/7〜12/9
10/5〜12/14
10/8〜12/17
10/8〜12/17
10/7〜12/9
10/7〜12/9
10/9〜12/18
10/6〜12/15
申込方法：

各12人
コース

月曜日19：30〜20：30
水曜日13：45〜14：45
木曜日13：30〜14：30
火曜日19：30〜20：30
金曜日18：10〜19：10
金曜日19：30〜20：30
木曜日18：10〜19：10
木曜日19：30〜20：30
土曜日10：30〜11：30
水曜日19：30〜20：30

備考・休講日

ジャズダンス入門（全10回）
筋膜コンディショニング（全10回）
入門ヨガ木曜（全10回）
ヨガ火曜（全10回）
（全10回）
ヨガ金曜（１）
（全10回）
ヨガ金曜（２）
入門エアロ木曜（全10回）
初級エアロ木曜（全10回）
初級エアロ土曜（全10回）
中級エアロ水曜（全10回）

11/3（水・祝）

会 費 ※施設使用料別途
3,500円

3,500円

3,500円

11/23（火・祝）
12/10(金)
12/10(金)

3,500円

3,500円
3,500円
2,000円

12/11(土)
11/3（水・祝）

2,000円
2,000円

2,000円

9/9（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

パソコン初心者

各2人

コース

9/10(金)

①13：30〜14：30
②14：45〜15：45

初心者対象
パソコン相談室

9/24(金)

①13：30〜14：30
②14：45〜15：45

初心者対象
パソコン相談室

申込方法：

休講日

やさしいワード・エクセル基礎（全6回）
ワード中級（全8回）
エクセル中級（全8回）
レイアウト入門（全7回）
パワーポイント入門（全5回）
パワーポイントビジネス活用（全8回）
Ａｃｃｅｓｓ入門（全8回）

内

容

会

初心者を対象に、パソコンの基本的な操作などの疑問、
相談に応じます。

費

100円
（施設使用料）

8/13(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

今川氏十代の軌跡
静岡市葵生涯学習センター

村岡 すみれ

NHKで毎年放送される大河ドラマは、戦国と幕末を舞台にした作
品の視聴率が良いと言われる。
新型コロナウイルス感染症の影響により、
途中中断するも、
全話放映
した「麒麟がくる」、静岡を舞台のひとつとして盛り上がった「おんな城
主直虎」など、数々の戦国大河ドラマや歴史番組等での時代考証で
活躍されている、
静岡大学名誉教授小和田哲男氏を講師として招き、
今川氏の繁栄から滅亡まで、一族の歴史をたどった講演会「今川氏
十代の軌跡」
を葵生涯学習センターで実施した。
本講座には静岡市のみならず、近隣の市町から多くの申込があり、
職員一同大変驚く結果となった。歴史講座というものは常より人気講
座に挙げられるが、
ここまで人が集まるのは「小和田哲男氏」による
「今川氏」の講座であることが要因だろう。どうしても静岡に住んで
いると徳川の統治の様子ばかりが目につくが、
その前時代に静岡を治

めていたのは今川氏である。今川義元が治めていた最盛期には、戦
乱を逃れた公家や文化人などが京から来静し、公家文化が静岡に花
開いたと言われている。そんな今川氏時代を見直そうという動きも活発
な中、
関心が高まるのもうなずける。とはいえ、
あまり大人数が一堂に会
するのは不安がある。新型コロナウイルスの感染拡大防止策を徹底し
ながらの講座実施となった。
今川氏は元々三河守護である足利義氏の子、吉良長氏の次男であ
る国氏が三河幡豆（はず）郡今川荘に居住し、
今川氏と名乗ったのがは
じまりといわれている。足利氏は当時の将軍家であり、
かなりの名門で
あったということが分かる。今川氏は南北朝の内乱で宗家足利尊氏に
従い、軍功を挙げたことで、駿河・遠江の守護に任じられた。その後応
仁の乱を経て守護から戦国大名へと転換、
義元の代には三河をも領国
化し、
東海に覇をとなえたが、
桶狭間の戦いにて義元は織田信長軍によ
り討ち死に、
以後衰退の一途をたどる。
小和田氏による自論を踏まえた解説に受講者は熱心に聞き入り、
講座
終了後に設けられた質疑応答の時間も大変盛り上がっていた。
今後も様々な講座の実施を通して、
静岡の歴史や文化に興味をもっても
らえるように企画したい。
※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、駿府城下町の札ノ辻について特集します。

学芸員）

＊駿府城下町のあゆみ
静 岡 中 心 市 街 地は︑江 戸 時 代に
けいちょう
は駿府城の城下町でした︒慶長十
とく がわ いえ やす
二︵ 一六〇 七 ︶年に徳 川 家 康 ︵ 一
五四二〜一六一六︶
が駿府城を作っ
たとき ︑駿 府 城 下 町 も 合 わせて 整
備されたと 考 えられています ︒ 家
より
康のあとは︑家 康の十 男の徳 川 頼
ただ
のぶ
宣︵ 一六〇二〜 一 六 七 一 ︶
・孫の忠
なが
長︵ 一六〇六〜一六三三︶
が城 主に
なりました︒頼宣は家康が年をとっ
てから生まれた子どもで︑幼い頃か
ら家康とともに駿府城で暮らし︑後
き い
に紀 伊 徳 川 家の祖となりました ︒
する
忠 長は三代 将 軍 家 光の弟で︑駿
が だい な ごん
河 大 納 言と呼ばれました ︒この二
人の城 主の後 ︑駿 府 城は江 戸 幕 府
じょうだい
から派 遣される城 代が治める城に
ま ち ぶ ぎょう
なりました︒城下町には町奉行が江
戸から派遣され︑町を治めました︒
＊江戸時代の札ノ辻
しちけんちょう
ご ふくちょう
呉 服 町 通りと七間 町 通りが交わ
こう
る 地 点にある 札ノ辻 ︒ここには高
さつ ば
札場がありました︒高札場には︑法
令や生活のルールを示す高札という
木 製の札が掲 げられました ︒ 高 札
は当 時 統 治 者であった武 士が町の
人々に出すものでした ︒ 高﹁ 札 ﹂場
が置かれた﹁ 辻 ﹂であることから︑札
ノ辻と呼ばれたのです︒
江 戸 時 代の城 下 町は︑武 士が住
ぶ け ち
む場所
︵武家地︶
と町人が住む場所
ちょうにん ち
︵町人地︶
が分けられていました ︒
駿 府 城 下 町でも 同 様で ︑およそ 城
のまわりに武 士が︑さらにそのまわ
りに町 人が住む町が広がっていまし

た︒
札ノ辻のすぐ 後ろには町 奉 行の
役 所である町 奉 行 所があり︑札ノ
辻はまさに武 家 地と町 人 地の境 目
でした ︒また︑江 戸 と 京 都 を 結ぶ
主要な街道であった東海道は︑
ここ
札ノ辻を通っています ︒ 呉 服 町・七
間 町は︑駿 府 城 下 町でも中 心 的 な
繁華街でしたから︑
その交差点であ
る札ノ辻は︑東海道を通る人々と城
下 町に暮らす 人々で︑
おおいににぎ
わったことでしょう︒
＊歴史をひもとくと⁝ ？
かん えい
駿 府は寛 永九
︵ 一六三二︶年から
明治元
︵一八六八︶
年まで︑長い間城
主のいない町でした︒町の人々は必
要に応じて役 所に助けを求めつつ︑
当 番の町を中 心に自 治を行いまし
た︒彼らは話し合って取り決めたこ
とや幕府からの命令をつぶさに書き
留めました︒
よろずとめちょう
この記録は﹁ 万留帳 ﹂といって︑膨
大な量の冊子が今も静岡県立中央
図書館に残っています︒この記録を
ひもとけば︑江戸時代の駿府の町で
ど ん な 人 々が 暮 ら し ていたのか ︑
人々の顔が見えてくるでしょう︒
静岡の町には︑町の形や名前 ︑道
などに︑城下町だった時代の影響が
色 濃 く 残っています ︒ 江 戸 時 代か
ら現在までの長い時間︑
この町の上
でどんな人が︑
どんな人生を繰り広
げたのでしょうか？城下町研究の今
後の進展が︑名もなき多くの人々の
人 生を解き明かしてくれると素 敵
ですね︒
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つじ

太田 那優（静岡市文化振興財団

人々の集う場所・駿府城下町の札ノ辻
の

ふだ

まち

ぷ じょう か

すん

ふく ちょう

呉服町

ご

（札ノ辻）

次回もお楽しみに。

新文化島 〜探検・発見・出会いのフェスティバル〜
日 時：
会

9月18日（土）13：00〜20：00
19日（日）10：00〜18：30

静岡市民文化会館に現る「新文化島」！
演劇・音楽・アート・科学…あなたの「好きなコト」と出会える 2 日間♪

場：静岡市民文化会館及び
ホール前広場（屋外ステージ 等）
入場・体験無料 ※当日受付へお越しください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、
個人情報の事前登録にご協力ください。

「島」を探検することで今まで触れることのなかった体験や発見ができるはず！
そんな偶然の出会いが新しい「お気に入り」の入口になるかもしれません。

野外ワークショップ

盆踊りヌーボ 2021

2 日間
いつでも体験
できるよ♪

●砂に浮かぶ？
！流動床体験
これは水？砂？？不思議な砂の
プールに浮かんでみよう！

踊れば誰もが無条件幸福！
近藤良平振付コンドルズ出演！性別年齢国籍不問！浴衣推奨！
笑顔の連鎖で輪を創ろう！
日 時：
〔18日〕18：00〜20：00
会 場：静岡市民文化会館 ホール前広場
出 演：コンドルズ

●とことん極める 没頭ブース
ひたすらに、夢中になって、
1 つのコトに
「没頭」する時間も
いいじゃない♪
ブース：スーパー土団子をつくろう！
石をピカピカに磨いてみよう！
ほか
※材料が無くなり次第、
受付終了。

©HARU

ともとものガラクタ音楽会
ガラクタに命を吹き込む打楽器奏者、
ともともによるちょっと不思議な
音楽会。豊かな音の数々をお聞き逃しなく。
日 時：
〔18日〕①13：30〜14：30（13：00開場）
②16：00〜17：00（15：30開場）
会 場：中ホール
出 演：山口とも
（打楽器）

恐竜講演会
「新文化島から始める恐竜学入門」
恐竜博士がやってくる！近年、新たな発見が相次ぐ恐竜研究。
恐竜学の研究についてわかりやすく解説！
〔19日〕 13：30〜15：00（13:00開場）
会 場：大ホール
講 師：真鍋真
(国立科学博物館 標本資料センター、
分子生物多様性研究資料センター
センター長）

© 刑部友康

この他にも、
コンサートやワークショップ等イベントまだまだ盛りだくさん！
「新文化島」
でお待ちしております♪
事前の来場者登録にご協力ください

❸

新型コロナウイルス感染症対策のため、来場者登録のご協力をお願いしております。

※感染確認時は、
いただいた情報を保健
所等の公的機関に提供することがありま
す。個人情報はこの目的以外に使用するこ
とはございません。
また、
イベント開催から
14日後に責任をもって廃棄いたします。

❶事前にWEBから登録！

事前にご登録いただくと、
当日の受付がスムーズです。

お名前、
ご連絡先の登録（代表者のみ）
をお願
いします。受付用のQRコードが発行されます。

主催・お問合せ 公益財団法人静岡市文化振興財団 TEL：054-255-4746
当 日 お 問 合 せ：054-251-3751（静岡市民文化会館）

共催：静岡市民文化会館

新文化島
〜探検・発見・出会いのフェスティバル〜
事務局

▶

中嶋 佳那

❷当日は
「入島審査所（来場者受付）」
へ

▶

①登録済の方はQRコードをご提示ください。
（当日用紙に記
入での登録も可能です。）②全員の
「検温」
「手指の消毒」
「マ
スクの着用の確認」
をします。③人数分のリストバンドをお渡
ししますので、
イベント中は身につけた上でお楽しみください。

指定管理者 静岡市文化振興財団共同事業体

さあ、
新文化島を
探検
しよう♪

後援：静岡市教育委員会

館を会場に「新文化島〜探検・発見・出会いのフェスティバル〜」
を開
催します。
「島」
に見立てた会場の中で、音楽、科学、美術等、多分野に
渡るイベントが盛りだくさん。
コンサートやワークショップ、展覧会や講演
会、それぞれの会場に立ち寄れば、
「好きなコト」
に取り組む講師の皆さ
んと出会うことができます。もちろん、この出演者が見たい！この工作体

皆さんの「好きなコト」は何ですか？ちなみに私は「クラリネットを吹く」
「音楽ライブに行く」
「マスキングテープ集め」
「美味しいお肉を愛でる」
…数えだしたらキリがありません。
SNS 等が広がる現代において、インターネットを通して自分の好きな
コトについて調べたり、仲間を見つけたり、
という機会が増えているかと

験がしたい！という目的で来ていただければ大丈夫です。
でもそれ以外
に何か 1 つでも、今まで出会ったことのないものに触れてみてください。
きっと新しい発見があるはずです。
「島」
を探検するように、この「新文化
島」
を隅々まで
「探検」
し、キニナルものを
「発見」、新たな
「出会い」
の場と
なれば幸いです。

思います。
しかしその反面、それぞれの好みに合わせ、おススメのコン

新型コロナウイルス感染症の影響により、人との距離を取ることが必

テンツが提供されるので、自分の興味が無いものにたまたま出会う、と

要な今だからこそ、きちんと対策を行ったうえで、「出会うこと」を大切

いう機会は少なくなっているのではないでしょうか。

にしたイベントを実施します。ぜひ、
日常から少し離れ、2 日間限りの「島」

静岡市文化振興財団では、9/18、19 の 2 日間、静岡市民文化会

に遊びに来てください。
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静岡市民ギャラリー
〒420-8602

静岡市葵区追手町5-1 静岡市役所静岡庁舎本館1階 TEL.054-221-1017
URL.https://www.city.shizuoka.lg.jp/000̲002244.html
（入館17：40まで） ●休館日／第3月曜日
（祝日に当たる場合はその翌日）
、
年末年始、
臨時休館あり
●開館時間／10：00〜18：00
●駐車場はありませんので、
公共の交通機関をご利用下さい。
●アクセス／ＪＲ静岡駅から徒歩10分 静鉄電車「新静岡駅」から徒歩5分 しずてつジャストラインバス
「県庁・静岡市役所葵区役所」下車

9月

入場無料

主 …主催

問 …お問合せ

13 月 〜 20 月 祝

6 月 〜 12 日

14 火 〜 19 日

第51回
静岡独立書展

静岡市
版画協会展覧会

日本醉墨会
静岡支部展

10：00〜17：00 (初日14：00〜最終日16：00まで)
無 料
主 静岡県独立書人団
問 090-3481-0539 池谷

10：00〜17：00 (初日13：00〜最終日16：00まで)
無 料
主 静岡市版画協会
問 054-258-6751 土屋

10：00〜17：00 (初日13：00〜最終日15：30まで)
無 料
主 日本醉墨会 静岡支部
問 054-346-0002 大内

23 木 祝 〜 26 日

27 月 〜 10 3 日

第１・２・３・４・５展示室

14 火 〜 20 月 祝

第1展示室

第2展示室

巴川酒版倶楽部
30周年回顧展

第42回
書三昧展

芹沢銈介美術館
友の会

10：00〜17：00 (最終日16：00まで)
無 料
主 巴川酒版倶楽部
問 090-3939-6267 岸上

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

10：00〜17：00 (初日13：00〜最終日15：00まで)
無 料
主 静岡市立芹沢銈介美術館友の会
問 054-259-6618 水鳥

第3展示室

第１・2・3・4・5展示室

第1展示室

2021年7月8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。

令和3年度 （仮称）静岡市歴史文化施設プレ企画展事業

今日も駿府は大にぎわい！〜駿府城下町と東海道〜

江戸時代に多くの人が旅した東海道。駿府城下町は東海道で江戸や上方とつながり、多彩な文化が発展しました。
駿府城と城下町を守った武士、城下町で商いを営んだ町人、
そして人々の信仰を集めた浅間神社から、
当時の暮らしをひもときます。

【日 時】9月11日
【会
（土）〜10月10日
（日）9：00〜16：30
＊9月13日
（月）
・21日
（火）
・24日
（金）
・27日
（月）
・10月4日
（月）は休館
【観覧料】一般200円、小学生・中学生50円
【主 催】静岡市（企画制作 公益財団法人静岡市文化振興財団）

駿府十返舎一九研究会の会員と学芸員が
展示品の魅力を語ります。

【日 時】9月11日
（土）14：00〜14：30
9月20日
（月・祝）14：00〜14：30
【会 場】静岡市文化財資料館 ２階展示室
【参加費】文化財資料館の入館料のみ
【申込方法】事前申込不要。当日会場へお越し下さい。
＊参加者多数の場合は制限をかけさせていただく場合がございます。

②ワークショップ 親子で浮世絵！

十返舍一九肖像画
︵駿府十返舍一九研究会蔵︶

①ギャラリートーク
駿府十返舎一九研究会と学芸員の
小粋なギャラリートーク

場】静岡市文化財資料館（静岡市葵区宮ヶ崎町102 静岡浅間神社境内）

駿府全図（静岡市蔵）

す

浮世絵ってどうやって作ったの？
「摺り」
の工程を体験してみましょう！

【日 時】10月9日
（土）①10：00〜12：00 ②13：30〜15：30
【会 場】静岡市文化財資料館 1階会議室
【講 師】静岡市東海道広重美術館 学芸員
【定 員】各回5組（10名）
【参加費】500円（別途文化財資料館への入館料が必要です）
【申込方法】静岡市コールセンター（9月2日
（木）8：00〜受付、申込順）

③歴史

演劇

まちあるき〜渋沢栄一がやってきた！〜

渋沢栄一ゆかりの地を、学生さんがまちを巡りながら演劇で案内します。

【日 時】9月26日
（日）①9：30〜11：00 ②16：00〜17：30
【会 場】市内各所
【定 員】各回20人
【参加費】無料
【申込方法】静岡市コールセンター（9月2日
（木）8：00〜受付、申込順）
共催 葵生涯学習センター
協力 静岡県立大学「地（知）の拠点事業」地域づくりワーキンググループ

④講演会
地理と歴史からひもとく静岡の歴史
〜駿府城下町はなぞだらけ！？〜

江戸時代の静岡の歴史はまだまだ謎だらけ。
今回は地理と歴史の視点から駿府城下町を紹介します。

【日 時】10月10日
（日）13：00〜16：00
【会 場】葵生涯学習センター 1階ホール
【講 師】山村亜希（京都大学・地球環境学堂教授）
【報告者】静岡市文化振興財団 学芸員
【コーディネーター】中村羊一郎（静岡市歴史文化拠点推進監）
【定 員】150人
【参加費】無料
【申込方法】静岡市コールセンター
（9月2日
（木）8：00〜受付、申込順）
共催 葵生涯学習センター

【問い合わせ先】公益財団法人静岡市文化振興財団（静岡市役所 歴史文化課内）電話：054-221-1569
その他のイベントの詳細はさきがけミュージアムHP「歴史博物館 建設中」ページ（http://www.shizuoka-bunkazai.jp/project/）をご覧ください。
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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

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・日曜日月1回不定休

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

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

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

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

34 シャン・カルナ

新規の方限定!!腸もみ、足つぼ、角質取り限定500円オフ。
もみほぐし又は、鍼治療された方にはヘッド10分無料サービス
TEL.090-4408-1136 静岡市葵区上足洗4-2-7 MJ上足洗101号
10：00〜21：00(最終予約受付19：00)、
不定休

駐車場
35 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。
37 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

38 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

36 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・開催日は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
39 静岡店（1F）
TEL.0120-566-227

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

ECC外語学院
43 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）
11：00〜16：00
（ご入店16：00まで）
16：00〜23：00
（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）
40 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）
42 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7月8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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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。

9月24日（金）16：00〜16：30
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

フィルハーモニックウインズ浜松
伊藤 梨恵子(フルート)
今井 彩音 (クラリネット)
巣立 ひかり(ファゴット)

※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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