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。

10

か

打ち上げろ︑
シズオカの希望を

静岡発！絶対必見！2021年秋！静岡市民文化会館がお届けする！

感動必至の静岡オリジナルエンターテインメント舞台劇第5弾！

安倍川花火大会をテーマに！逆境の現代に捧げる希望の物語！

!!

「FLASH！」

〜アベハナネヴァーエンド〜

静岡市民文化会館

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 ❸−❹

ラウドヒル計画大型舞台劇
静岡市民文化会館

静岡市美術館 「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 ❺−❻

「FLASH！」

〜アベハナネヴァーエンド〜 ほか
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。

ほか―P ❼−❽
静岡音楽館AOI 「オペラ･アリア･コンサート〜オーケストラとともに〜」

静岡科学館る・
く
・る 科学茶房「ヤマネコトーク＠西表・対馬『野生のネコたちの研究現場から』」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「両替町」―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

静岡フィルハーモニー管弦楽団による室内楽

ファミリー・コンサート

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。
静岡フィルハーモニー管弦楽団の楽団員による小編成ユニットのコンサートを、
葵生涯学習センターを会場にして開催します。未就学児も入場可能なコンサー
トですので、
どなたでも気軽にお越しください。

10月9日（土）

日 時：
開演14：00、終演15：30
会 場：静岡市葵生涯学習センター
出 演：つま恋クインテット
（静岡フィルハーモニー管弦楽団員によるオーボエ、
クラリネット、
ヴァイオリン、
ヴィオラ、
コントラバスの５人組ユニット）
料 金：無料
定 員：どなたでも100人
申 込：9/11（土）10：00〜
静岡市民文化会館まで電話（054-251-3751）
にて申込。
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
共 催：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
問い合わせ：静岡市民文化会館
054-251-3751
演奏曲目：V.ヤング：
80日間世界一周
ディズニー・メドレー
ほか

こまつ座 第139回公演「雨」

紅花の赤、
そして恵みの雨、拾い屋の徳の
「残酷な運命」。
人に化ける、
ニセモノ、替え玉、
どんでん返しを盛り込んだ井上戯曲の傑作。
雨乞いに隠された庶民の思いと引き換えに、一人の男が仕組まれたものとは。

10月13日（水）

日 時：
開演13:30（開場13:00）
会 場：静岡市民文化会館 中ホール
演 出：栗山民也
出 演：山西 惇、倉科カナ、久保酎吉、石田圭祐、木村靖司、土屋佑壱、
櫻井章喜、前田亜季 他
料 金：S 席 10,000 円、A 席 8,000 円、
U -30（観劇時 30歳以下）7,500 円
静岡市民文化会館ほかで取扱い。
主 催：こまつ座
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：こまつ座
03-3862-5941

（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

「FLASH！〜アベハナネヴァーエンド〜」
完全静岡ブランド！ 燦然静岡プライド！静岡を舞台にした静岡オリジナルストーリー！
奇想天外 愉快痛快の着想で、演劇、
ダンス、映像をダイナミックミックス！
総監督はNHKホール公演を即日完売させた、人気舞台集団「コンドルズ」
プロデューサ
ー勝山康晴、静岡出身！演出家は日本新劇界の仕事人、英国留学帰りの河田園子、静岡
出身！出演者＋スタッフは静岡生まれか静岡育ち、静岡在住障がい者ダンスチーム
「ノー
ボーダーズ」
も参加！全力投入バリアフリーの静岡愛で創り上げる、静岡に生きる全ての
人々に捧げる、静岡大応援 社会包摂 喜怒哀楽満開ハイパーエンターテインメント！

日（土）、
日（日）
10月15:00
30開演
31
14:00 開演

日 時：

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
料 金：9月4日10：00発売 (指定席、税込) 一般1,500円／学生(大学生・高校生以下)・小人1,000円
取 扱：静岡市民文化会館 054-251-3751 ◎郵送販売も可

戦火を踏まえた「希望の光」
静岡市民文化会館

鈴木 芳徳

地域の歴史には、
夢ある想像を広げてくれる事柄と、
二度と繰り返し
てはならない戒めとして記憶すべき事柄の両方が含まれています。例
えば先般発掘が行われた駿府城天守台。壮大な慶長期天守と重な
るように、秀吉、家康が勢力を争った天正期の天守台が見つかりまし
た。様式や出土物から、両者の微妙な力関係も読み取れるとのこと。
普請当時の「天下の空気」のイメージに色彩を与えてくれる物証とし
て、
一般の皆さんの関心も高いようです。では後者はどうでしょう。
真っ先に思い浮かぶのは「戦史」です。約80年遡る第二次大戦で
は、静岡にも戦闘部隊が置かれ、空襲の大きな被害も受けました。直
に体験された方には恐怖や悲しみの記憶、
思い出したくない、
という向
きも然りで、忘れてはならないけれど、
この歴史を、豊かな生活への直
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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

令和 3 年度文化庁国際文化芸術発信拠点形成事業

接の推進剤とすることは難しい。
しかし静岡の街は、
この記憶を芯に据
えた「希望への営み」
を設定し、慰霊と、街の賑わいを象徴する市民の
集いとして継承してきました。
「安倍川花火大会」です。
ラウドヒル計画の10月公演「FLASH！〜アベハナネヴァーエンド〜」
は、
この安倍川花火をテーマとしています。夜空に大きくひろがる煌めき
を、皆が同時に見上げ、
まぶしい色彩に見入る。その瞬間、花火が皆の
心をつなげる――。戦災を踏まえたこの祭典は、
ラウドヒル計画の「誰も
が気軽に楽しめる」
「見るとちょっぴり元気が出る」
という作品ポリシーとま
さに合致しました。この4年、安倍川花火大会の開催は見送られていま
す。
しかし、
また静岡の皆で「希望の光」
を見上げたいという心づもりは、
持ち続けていたいと思うのです。
過去を振り返る物語ではありません。近未来のシズオカを舞台に、
誇る
べき営みの意味を問い、
心のつながりのあたたかさを思う、
そして未来へ
と目線を上げる、
そんな時間を共有できる舞台を目指します。ぜひ、劇場
へ。

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。

10月【ホール】

1
3
7

主 …主催 問 …お問合せ

ポルノグラフィティ 17th ライブサーキット

金

大ホール

（17：00）18：00

指定席：11,000円（税込）

主 サンデーフォークプロモーション

問 054-284-9999

BUCK-TICK TOUR 2021 Go-Go B-T TRAIN

日

大ホール

（17：00）18：00

指定席：11,000円（税込）

主 サンデーフォークプロモーション

問 054-284-9999

三山ひろしコンサート2021 歌の宝石箱

木

大ホール

（13：00）13：30
主 株式会社

指定席：6,500円
静岡企画

問 054-252-2636

こまつ座第139回公演「雨」

13 水

中ホール

(13：00)13：30 指定席 S席：10,000円 、A席：8,000円 、U-30（観劇時30歳以下）
：7,500円
主 こまつ座

静岡市民文化会館

問 03-3862-5941
（こまつ座）

和楽器バンド 8th Anniversary Japan Tour

16 土

大ホール

-inﬁnity-

（16：15）17：00 一般指定席：10,000円 着席指定席：10,000円
主 株式会社ズーム

問 052-290-0909

ディズニーオンクラシック〜まほうの夜の音楽会 2021

17 日

大ホール

（16：30）17：30
主 Daiichi-TV

SS席：12,000円 、S席：8,900円 、A席：7,600円

問 054-283-8115
（Daiichi-TV事業プロデュース部）

第17回静岡市芸術祭 長唄邦舞のつどい

17 日

中ホール

（12：30）13：00

無料

問 054-285-5531（静岡市長唄日本舞踊連盟：藤間）

主 静岡市文化協会

松山千春 コンサートツアー 2021 秋

21 木

大ホール （16：30）17：30 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

令和3年度 3R推進フォーラム

22 金

中ホール

（13：45）14：00〜15：40

無料

主 静岡県、
静岡県環境衛生自治推進協会連合会

問 054-221-2426
（静岡県廃棄物リサイクル課：資源環境班）

ASKA premium concert tour -higher ground- アンコール公演

24 日

大ホール

30 土 〜 31 日

（15：45）16：30

指定席・来場者特典特製プログラム付：10,900円（税込）

主 サンデーフォークプロモーション

問 054-284-9999

ラウドヒル計画大型舞台劇「FLASH！〜アベハナネヴァーエンド〜」ほか
中ホール

※詳細は左ページ参照
主 静岡市

問 054-251-3751
（静岡市民文化会館）

【展示室】

7

木〜

14

木〜

10 日
15 金

第17回静岡市芸術祭 書道協会展
B・C展示室

〈10/7〉13：00〜16：00〈10/8〜9〉10：00〜16：00〈10/10〉10：00〜15：00
主 静岡市文化協会

無料

問 054-247-8781
（静岡市書道協会：松永）

学校制服・体操服 展示会
B展示室

〈10/14〉10：00〜18：00〈10/15〉10：00〜17：00

主 明石スクールユニフォームカンパニー静岡営業所

関係者のみ

問 054-655-2977
※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。

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
〇マリナート(窓口＋電話) ℡054-353-8885
〇チケットぴあ https://t.pia.jp ℡0570-02-9999［Pコード197-921］
店頭購入：セブン- イレブン店頭「マルチコピー機」
にて直接購入可能。
〇ローソンチケット https://l-tike.com［ Lコード42364］
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。
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

迫力ある
「和のバンド」
のグルーヴを是非ご視聴ください！

弥次喜多オペレッタ関連事業

Blaue Reiter 青い騎士
日

11/6

時：

土

！
開催決定！

「Blaue Reiter（ブラウエライター）
」
とはドイツ語で「青い騎士」。
劇団四季
「ライオンキング」
シンバ役を務めてきたテノール・
宇都宮直高とメジャーデビューしているバリトン・吉武大地 。
東京藝大同期2人の騎士
（ナイト）
が全てのものに捧ぐ
壮大な愛と祈りの物語 〜序章〜。
「劇場型クラシカルクロスオーバー」
新しい世界の幕開け！
名曲ミュージカルソングからオリジナル楽曲まで
迫力の歌声をご堪能下さい。

14：00開演（13：30開場）

会 場：静岡市清水文化会館マリナート 小ホール
料 金：指定席 3,000円(税込) ※未就学児入場不可
＜チケット取り扱い＞8月31日
（火）10:00〜発売開始！
〇マリナート(窓口＋電話) ℡054-353-8885
〇チケットぴあ https://t.pia.jp
※チケット情報の詳細については、随時マリナートHPにて公開いたします。
主催・お問合せ：静岡市清水文化会館マリナート ℡054-353-8885

第9回

清水にぎわい落語まつり
【チケット発売】
8月28日(土)10：00 〜
●静岡市清水文化会館マリナート
（窓口＋電話）
電話受付は8/29(日)9時からです。
●プレイガイド
チケットぴあ(11/17まで販売)
WEBサイト https://t.pia.jp/ ℡0570-02-9999
店頭購入：セブン-イレブン店頭「マルチコピー機」
にて
［Pコード：507-358］
直接購入可能。
ローソンチケット(11/11まで販売)
WEBサイト：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:43341］

■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開演（13：00開場）
②16：30開演（16：00開場）
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
立川幸朝

11/21 日

き：

17：30開演（16：45開場）
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P1（立体駐車場）
1F
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、立川成幸

■清水テルサ公演

■マリナート公演

と

と

11/21 日

き：

13：30開演（13：00開場）
とこ ろ：静岡市東部勤労者福祉センター
（清水テルサ）ホール
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）、春風亭昇也

11/23 火 祝

き：

14：00開演（13：00開場）
とこ ろ：静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
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
玉川太福(浪曲師)
柳亭小痴楽

主催：清水にぎわい落語まつり実行委員会 企画制作：公益財団法人静岡市文化振興財団
協賛：JAしみず お問合せ：静岡市清水文化会館マリナート℡054-353-8885

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。

10月【ホール】

2

土

3

日

3

日

9

主 …主催 問 …お問合せ

CADENZIA Group piano concert Volume4

主 CADENZIA
問 090-4192-2308

小ホール (18：00)18：30〜21：00 自由席 一般1,000円 学生500円
静岡・室内楽フェスティバル2021

新・純邦楽ユニット WASABI LIVE 2021

主 静岡市清水文化会館マリナート

一般4,500円 大学生以下2,500円
大ホール （14：30）15：00 指定席
※未就学児入場不可

土

問 054-353-8885

清水民謡発表会

主 清水民謡協会

小ホール (10：30)11：00〜16：00 自由席 無料

問 054-334-8237

マンドリンアンサンブルのつどい

主 静岡マンドリン協会
問 054-259-7541

小ホール (12：30)13：00〜15：30 自由席 無料
静岡音楽館AOIコンサートシリーズ 2021-22

10 日

オペラ・アリア・コンサート 〜オーケストラとともに〜

大ホール (14：15)15：00〜17：00

主 静岡音楽館AOI
指定席 A席7,000円 B席6,000円 22歳以下1,000円（B席のみ） 問 054-251-2200
※未就学児入場不可

第27期しみずかがやき塾

16 土

第5回講座

主 しみずかがやき塾運営事務局
問 054-353-6700

大ホール (12：30)13：30 会員のみ

第17回静岡市芸術祭「三曲演奏会」

17 日

主 静岡市文化協会（静岡市三曲協会）
問 054-367-1804(赤堀)

大ホール (12：30)13：00〜15：30 自由席 無料

第17回静岡市芸術祭「能楽祭」

17 日

主 静岡市文化協会（静岡市能楽連盟）
問 054-345-7980
（愛野）

小ホール (9：00)10：00〜16：00 自由席 無料

【雨天会場】第38回羽衣まつり
「三保羽衣薪能」

23 土

主 羽衣まつり運営委員会
問 054-221-1040

大ホール (15：45)16：30〜19：30 指定席 一般5,000円 22歳以下2,000円 ※未就学児入場不可

(静岡市文化振興課内)

第17回静岡市芸術祭 清水演劇研究会公演「原子雲の下に生きて」
「私の家はどこですか」 主 静岡市文化協会（清水演劇研究会）

24 日

問 054-335-8767(前田)

小ホール (13：30)14：00〜16：30 自由席 大人1,000円 中高生500円 ※当日券は各100円増
IAI Presents ワンコインで楽しむ富士山静岡交響楽団

29 金

室内楽コンサート「弦楽四重奏+クラリネット」

小ホール 19：00〜 自由席 500円

主 一般財団法人富士山静岡交響楽団
問 054-203-6578

(平日9:30〜17:30)

【ギャラリー】

14 木 〜 17 日
20 水 〜 24 日
27 水 〜 31 日
10

30 木 〜 3

日

第17回静岡市芸術祭「趣味手芸協会展」
全面

10：00〜16：00 ※最終日は15：00まで

無料

第17回静岡市芸術祭「美術家協会展」
全面

10：00〜16：00 ※最終日は15：00まで

無料

第17回静岡市芸術祭「文芸展」

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

問 090-7859-4451(関)
主 静岡市文化協会（静岡市美術家協会）
問 054-348-8630(新藤)
主 静岡市文化協会（静岡市文芸協会）

ABC区画 10：00〜16：00 ※最終日は15：00まで 無料

西陣美術織

主 静岡市文化協会（静岡市趣味手芸協会）

無料

問 054-374-0247(西貝)

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。
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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）
※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。

Shizubiシネマアワー vol.28

「日々を、
つむぐ。」

①『人生フルーツ』
（伏原健之監督／2016年／日本／91分）
②『アイリス・アプフェル！94歳のニューヨーカー』
（アルバート・メイズルス監督／2015年／アメリカ／80分）
日 時：①10月30日
（土） ②10月31日
（日）
いずれも14：00−
（開場 13：30）
会
定

『人生フルーツ』
©東海テレビ放送

場：静岡市美術館 多目的室 ※簡易映像設備での上映になります。
員：各回50名（予定）

参加料：各回500円

10月1日
（金）10：30より静岡市美術館受付にてシネマ整理券を配布

（定員になり次第配布終了）

※参加料はイベント当日にお支払いください。

『アイリス・アプフェル！
94歳のニューヨーカー』
©IRIS APFEL FILM, LLC.

企画協力：（株）
サールナートホール

かきのきはら

参加型公開制作「柿木原さんと

タイルで美術館のロゴマークをつくろう！」

静岡市美術館の案内サインは、2010年の開館にあわせ、
当館のロゴマーク等をデザインした
柿木原政広（かきのきはらまさひろ）
さんと共に
ワークショップで制作したものです。
今回10月2日の当館のグランドオープン記念日にあわせ、
案内サインと同じモザイクタイルで美術館のロゴマークを
公開制作します。
みなさんが顔を描いたタイルがロゴマークの一部になります。
当日どなたでもご参加いただけます。

制作イメージ

完成イメージ(45×45cm)

（土）13：00−16：00（所要時間15分程度）
日 時：10月 2日
内 容：1cm角のモザイクタイルに、
ペンで顔を描きます
（1人3個程度）。
講 師：柿木原政広氏（アートディレクター）
13：00−16：00の間いつでもご参加いただけますが、
会 場：静岡市美術館 多目的室
混雑緩和のため12時より整理券を配布します。
対 象：どなたでも
タイルはお持ち帰りいただけません。
参加費：無料
なお、作品の完成は後日になります
（館内に展示予定）。
申 込：不要、
当日直接会場へ
（12時より整理券配布）

静岡市美術館の案内サイン
静岡市美術館

学芸員

安岡 真理

今から11年前の2010年3月、旧静岡アートギャラリーを会場に「親
子でつくろう
！案内サインワークショップ」
を開催しました。これは静岡市
美術館のロゴマークなどをデザインした柿木原政広氏とともに、館内
サインをみんなで制作しようというもので、
当日は親子を中心に78人が
参加しました。職員も総出で制作をサポートし、2日がかりで完成した
計16か所の案内サインは、開館直前の2010年4月、静岡市美術館の
壁に設置されました。使用したタイルは白黒赤の3色ですが、同じ白
でも天然石のモザイクタイルゆえ微妙に色味や形が異なります。それ
を1枚1枚、計16,000枚を手で貼りつけることで生まれた世界にひとつ
の案内サインは、本来無機質なピクトグラムにぬくもりを与え、
ロゴマー
クとともに静岡市美術館のトレードマークとなりました。そして今なお、
作品を鑑賞するようにサインに見入る来館者がいることには感慨深い

ものがあります。
当時の参加者が展覧会やワークショップに度々足を運んでくれていま
す。昨年度の博物館実習生の中にはあのときの参加者の姿が。
当時小
学生だった男の子が大学生になり、美術館で働くことを目指し戻ってき
てくれたことに、
思いもひとしおでした。
昨年開館10周年を記念し、
ふたたび案内サインと同じモザイクタイル
で美術館のロゴマークを制作する予定でしたが、新型コロナウイルスの
影響で延期となりました。今回、
十分な感染症対策のもとようやく実施の
めどが立ちました。実施する10月2日は静岡市美術館のグランドオープ
ン記念日です。参加者の皆さんには、
タイル1枚1枚に顔を描いていただ
きます。これまで静岡市美術
館を支えてくださったたくさん
の方々にご参加いただければ
幸いです。

※都合により内容を変更する場合があります。
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2021-22

コンサートシリーズ 2021-22
好評発売中

オペラ･アリア･コンサート
〜オーケストラとともに〜

10/10

日

[会場：静岡市清水文化会館
マリナート大ホール]
15：00開演
（14：15開場）

沼尻竜典
砂川涼子
©Ryoichi Aratani ©Yoshinobu Fukaya

中島郁子

山本康寛

斉木健詞

出 演／沼尻竜典
（指揮）
オペラ･アリアの名曲の数々を、
指定 A ￥ 7,000（会員￥6,300）
砂川涼子
（ソプラノ）
オーケストラとともにお聴きいただく贅沢なコンサート。
指定 B ￥ 6,000（会員￥5,400）
中島郁子
（メゾソプラノ）
22歳以下
（指定Bのみ）
￥1,000
山本康寛
（テノール）
※未就学児はご入場いただけません。
斉木健詞
（バス）
東京交響楽団
（管弦楽）
曲 目／W.A.モーツァルト：歌劇《フィガロの結婚》K.492より
〈序曲〉
〈どうぞお先に、素敵な奥様〉
歌劇《魔笛》K.620より
〈なんと美しい絵姿〉
〈この清き世界に〉
歌劇《コジ･ファン･トゥッテ》K.588より
〈恋はかわいい泥棒〉
〈 岩のように〉
〈心をあなたに差し上げます〉
〈シャンパンの歌〉
歌劇《ドン･ジョヴァンニ》K.527より
L.v.ベートーヴェン：歌劇《フィデリオ》op.72 より
〈不思議な想いが私を満たす〉
G.ロッシーニ：歌劇《ランスへの旅》より
〈かの神々しい姿に〉
〈それゆえ希望はない〉
歌劇《セヴィリアの理髪師》より
〈今の歌声〉
〈陰口はそよ風のように〉
〈もう逆らうのをやめろ〉
G.ヴェルディ：歌劇《リゴレット》より
〈美しい恋の乙女よ〉
東京交響楽団 ©N.Ikegami

子どものためのコンサート

0歳児からの
ファミリー･コンサート

10/23
（定員300名 1階席のみ）

〜木管五重奏とピアノの調べ〜

土

10：30開演（9：45開場）※11：30終演予定

全自由￥300

東京六人組 演奏会

完売

※このコンサートは休憩がありません。
※未就学児もご入場いただけます
（チケットが必要です）
。
※託児サービスはございません。
※静岡音楽館倶楽部会員割引はありません。

出 演／静岡県立静岡農業高等学校吹奏楽部（演奏･お話）
曲 目／F.ミーチャム：アメリカン･パトロール
久石譲：《となりのトトロ》
メドレー
J.ドッド：ミッキーマウス･マーチ
C.サン＝サーンス：動物の謝肉祭
J.シュトラウスⅡ世：トリッチ･トラッチ･ポルカ op.214
三木たかし：アンパンマンのマーチ
A.メンケン：映画「リトル･マーメイド」
〈アンダー･ザ･シー〉
より
浅野由莉 編：手遊びうたメドレー
星野源：ドラえもん
中村八大：明日があるさ
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※都合により内容を変更する場合があります。

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）
※未就学児はご入場いただけません。

主要オーケストラの首席奏者として、
またソリストとして精力的に活躍する
気鋭のアンサンブル「東京六人組」。
日本の未来を担う俊英メンバーによる
色彩豊かな音色と卓抜した妙技をこの機会に是非！
！

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）
曲 目／J.ブラームス：ハンガリー舞曲第1、5、6番（岩岡一志 編）
磯部周平：きらきら星変装曲
F.プーランク：六重奏曲
M.ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
（磯部周平 編）
ラ･ヴァルス
（浦壁信二 編）

〒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ください。
（ 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。

10月

3
7

主 …主催 問 …お問合せ

第17回静岡市芸術祭

日

木

主 静岡市文化協会
問 054-252-5091

ホール

（12：00）12：30〜16：30

(静岡市合唱連盟

無料(要整理券)

講演会“この1曲”をとことん語る
F.シューベルト：弦楽四重奏曲第15番 ト長調 op.161,D.887
19：00〜20：30

10 日
14 木
15 金

23 土
29 金

主 オザワ・アート・プランニング
問 090-8492-6450

ホール

（18：30）19：00〜20：40

一般3,000円、学生2,000円

西本真子ソプラノリサイタル
ホール

主 スタジオアンジェリ
問 054-254-2310

（13：30）14：00〜15：30

4,000円

上野星矢フルートリサイタル 静岡公演

特別プログラム

主 ㈱森音楽事務所
問 03-6434-1371

ホール

（18：30）19：00〜21：00

一般4,000円、学生2,500円

講演会“この1曲”をとことん語る
J.S.バッハ：イギリス組曲 BWV806〜811より

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

講堂

20 水

主 静岡音楽館AOI

無料(要申込)

大木麻理オルガン・リサイタル J.S.バッハ：オルガン作品全曲演奏

金

南荘)

問 054-251-2200

講堂

8

合唱のつどい

19：00〜20：30

無料(要申込)

サークル“この1曲”をとことん語る

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

講堂

19：00〜20：30

無料(要申込)

静岡・室内楽フェスティバル2021
子どものためのコンサート 0歳児からのファミリー・コンサートVol.6
ホール

（9：45）10：30 ※11：30終演予定 全自由300円
※18歳以上の方のみでのご入場はできません。
※未就学児もご入場いただけます(チケットが必要です)。

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〜
ホール

（18：15）19：00
全指定4,000円、会員3,600円、22歳以下1,000円
※未就学児はご入場いただけません。

完売

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

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。

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）
臨時休館日：10月12日(火)、19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。

な るほど！展 示 物 ガイド

申込のいらないイベント

科学の魔法 発見ラボ

静岡科学館にある約50の展示物には科学のふしぎがいっぱい！
実験を通して、いろいろなふしぎを見つけよう！
身近なものをデジタル顕微鏡で観察してみよう！

10

2

時 間：11：00 、14：30 (各回15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

土

わくわく科 学 工 作

ふしぎな肖像画
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！
あれ…？ずっとこちらを見ている気がする…「ふしぎな肖像画」
をつくろう！

10

3

日

17 日

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

カガクを 究 め る！

岩石鉱物を究める！地球の進化を解明しよう！
！
楽しい実験や体験を通して、企業が持つ技術や学校・研究機関などが取り組む研究や活動を紹介します。
しんかい6500が採取した岩石や地球マントルの岩石など、いろいろな岩石が大集合！
岩石を観察して地球を探究しよう！
時 間：13：30 〜15：30 受付
対 象：どなたでも
講 師：名古屋大学 岩石鉱物学研究室
参加費：無料(入館料別途)
申 込：当日直接会場へ

10

16 土

サイエンスショー

ぼくらは急には止まれない〜慣性の法則〜
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！
“止まっているものは止まり続けようとする”慣性の法則を身近なものを使ってわかりやすく紹介します。

10

30 土 31 日

科学茶房

時 間：11：00 、14：00 (各回30分程度)
対 象：どなたでも
定 員：80人
参加費：無料(入館料別途)
申 込：当日直接会場へ

申込の必要なイベント

ヤマネコトーク＠西表・対馬「野生のネコたちの研究現場から」
「ヤママヤー」
とか「とらやま」
って聞いたことありますか？日本には家で飼われているネコ以外にも
野生のネコが暮らしています。長年、
こうしたネコたちの生態を研究してきた伊澤先生に、
それぞれのネコたちの特徴や研究から分かってきたことを紹介してもらいます。
※先生は来館せずリモート出演となります。

10

9

17 日

※都合により内容を変更する場合があります。

時 間：13：00 〜15：00
対 象：どなたでも(小学校高学年〜大人におすすめ)
定 員：30人
講 師：伊澤雅子さん(北九州市立自然史・歴史博物館 館長/琉球大学 名誉教授)
参加費：無料（入館料別途）
申 込：9/12(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)

ホテルグランヒルズ
静岡

静岡市生涯学習センター講座情報
マークの
見方

日

…往復ハガキ申込

…電話申込

…ホームページ申込

…直接会場へ

時

講

座

名

URL.https://sgc.shizuokacity.jp/

【往復ハガキ】
（多数抽選）
申 込 締切日までに、往復ハガキに講座名、住所、参加者全員の氏名（ふりがな）、電話番号、返信用宛名を記入し、各生涯学習センターへお送りください。
方 法 【ホームページ】
締切日までに、ホームページ申込フォーム
（https://sgc.shizuokacity.jp/）
にて必要事項を入力してお申し込みください。
（ 多数抽選）

内

容

対

象

会

費

申込方法

葵生涯学習センター（アイセル21）
10/15(金)11：00〜17：00
16(土) 9：30〜17：00
17(日) 9：30〜13：00

10/30(土)

14：30〜16：30
(受付14：00〜)

11/7(日)・28(日)
12/12(日)
13：30〜15：30

来年

古本リサイクル市
（全3回）

いらなくなった古本を持ち寄り無
料で交換する市です。

医療講演会
専門医が、潰瘍性大腸炎・クロー
潰瘍性大腸炎・クローン病 ン病について病気の基本から最
（全1回）

どなたでも

無料

100人

無料

新の治療まで解説します。

学習支援人材養成講座

18歳以上の人10人

無料

初めての一閑張

日本の伝統工芸「一閑張」の手法
を用いて竹かごを作ります。

8人

1人2,500円

（全5回）

13：30〜16：00

11/13(土)・20(土)・27(土)

（全3回）

13：30〜15：30

10/8(金)
8:00〜静岡市
コールセンターへ
（054-200-4894）
・申込順

郵便・メール

困難を抱える子どもへの学習支
援活動をはじめたいという方に向
けた講座です。座学や実習を通し
て活動するためのノウハウなどを
学びます。

1/23(日)・2/13(日)

開館時間／9：00〜21：30
休館日／第2・第4月曜日

申込書に必要事項を
記入して応募してく
ださい。
10/17（日）必着
選考あり
（info̲ aoi@sgc.shizu
oka-city.or.jp)

11/1(月)必着

イベントニュース9月号掲載の講座が変更となりました。お申込の際はご確認ください。
講座名：着物をリメイク〜ベストを作ろう〜 →パッチワークで作る暖かベスト 会費：1人1,000円 →1人2,500円

西部生涯学習センター
講演会”この一曲”を
とことん語る

作曲家吉松隆の「アトム・ハーツ・
クラブ・デュオop.70a」をテーマに
プログレッシヴ・ロックやビートル
ズ等について語る講演会です。

20人

無料

11/6(土)・13(土)・
20(土)・27(土)

はじめての太極拳
（全4回）

太極拳の基礎を学ぶ、初心者向け
の体験講座です。

15人

無料

11/16(火)
12/14(火)
来年 1/11(火)

コミュニティガーデンを
体験しよう！

地域で育てるコミュニティガーデ
ンについて、花の手入れや土作り
等の基礎を学びます。

15人

1人1,500円

10/12(火)
10:00〜・申込順]

高校生以上30人

1人200円

10/21(木)
10:00〜・申込順

小学生15人

1人2,500円

10/16(土)
10:00〜・申込順

16人

1人1,500円

10/17(日)
14:00〜・申込順

10/24(日)

13：30〜15：00

（全1回）

14：00〜15：30

（全3回）

10：00〜12：00

静岡学問所の
「教育」
を学ぶ

11/25(木)

13：30〜15：30

11/27(土)

10：00〜12：00

（全1回）

明治初期に静岡の地に誕生した
教育機関、静岡学問所。そこで行
われていた教育について学びま
す。

フラワーアレンジメントに お花屋さんのお仕事体験としてフ
ラワーアレンジメントに挑戦しま
挑戦しよう！
（全1回）

す。

10/3(日)
13:30〜・申込順

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

10/13(水)
14:00〜・申込順

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

東部生涯学習センター
駿河組紐で作る
ネックストラップ

駿河組紐でマスクやめがねを留
める、便利でおしゃれなネックスト
ラップを作ります。

第4回
ほくぶおはなしフェスタ

絵本の読み聞かせ・手遊び・ボー
ドゲームなどを行います。

11/21(日)
13:30〜15:30

（全1回）

北部生涯学習センター
10/17(日)
10:00〜12:30

（全1回）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
どなたでも

無料

20人

1人500円

今まであまり知られることの な

11/19(金)・26(金)
14:00〜16:00

マンガで学ぶ幕末の通訳者 かった静岡の偉人、出島松造の生
涯、江戸幕府〜明治政府との関わ
「出島松造」
り、功績等をマンガを使ってわか
（全2回）

りやすく学びます。

10/29(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

藁科生涯学習センター
知っておきたい

11/7(日)・21(日)・28(日) 大人のたしなみ 茶道編
13：30〜16：00
（全3回）

11/7(日)・14(日)・
21(日)・28(日)
12/5(日)

学ぼう！自分を鍛える
体幹トレーニング
（全5回）

10：00〜12：00

11/18(木)

はじめてのAOI

10：00〜12：00

11/20(土)・27(土)
12/4(土)
14：00〜16：00

（全1回）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

日本の伝統文化である茶道の基
本的な所作について学び、お盆の
上に道具を乗せて行うお点前(盆
略点前)を体験します。

成人10人

1人2,000円

10/10(日)
14:00〜・申込順

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

成人15人

1人2,500円

10/10(日)必着・
年齢、性別も記入・
1枚2人

15人

無料

10/14(木)
10:00〜・申込順

高校生以上30人

無料

10/19(火)
14:00〜・申込順

1人1,000円

10/1(金)必着・
1枚1人・年齢
①②の別も記入

静岡音楽館AOIの探検ツアーです。
普段は入れない施設の裏側をご
案内します。
※静岡音楽館AOI(葵区黒金町1
番地の9)現地集合解散

常葉大学との共催公開講座です。

ハザードマップから考える 近年の豪雨災害により重要性が
増しているハザードマップの基礎
防災講座
（全3回）

について学びます。

西奈生涯学習センター（リンク西奈）
11/5(金)・19(金)・26(金)
12/3(金)・10(金)

パソコン初級講座
エクセル編

①10：00〜12：00
②13：30〜15：30

11/21(日)

13：30〜15：00

（全5回）

朗読と音楽の調べ
〜大人こそ絵本を〜
（全1回）

インターネットの活用をはじめ、
エクセルの基礎から簡単な計算 パソコンで文字入力
ができる人
式、
グラフ作成等パソコンの基本
各14人
操作を学びます。

マンドリンとギターの演奏を聴き
ながら、絵本の朗読を鑑賞します。

60人

無料

30人

無料

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

西奈図書館へ
電話(054-265-2556)
または窓口
10/29(金)
9:30〜・申込順

南部生涯学習センター
最近身近になってきた暗号資産

11/11(木)

10：00〜11：30

金融トラブルに遭わないために （仮想通貨）や電子マネーについ
ての説明のほか、金融トラブルに
〜暗号資産等の説明や
金融トラブルの事例紹介〜 遭わないための留意点などにつ
（全1回）

いて、事例に触れながら学びます。

10/7(木)
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
10/26(火)
11/2(火)・9(火)
16(火)・30(火)
12/7(火)・14(火)

秋の
親子でリトミックあそび

11/12(金)

古典文学講座
『平家物語』
を読み解く

10：15〜11：00

9：30〜11：30

11/13(土)
10:30〜12:00

11/27(土)
10:00〜11：30

11

（全7回）

（全1回）

リトミックを中心に音楽に親しみ、 1歳8か月〜3歳児の
子とその保護者
親子のふれあいを楽しむ講座で
11組
す。

みのり大学長田学級の講義を体
験受講します。
『平家物語』の鹿谷
事件のその後を読み解きます。

駿河湾の魚の面白さを、近年続々
駿河湾の魚たち
〜深海から波打ち際まで〜 と見つかっている未知種を含めて
（全1回）

じいじ・ばあばと
唐の芋収穫体験
（全1回）

※都合により内容を変更する場合があります。

紹介します。

1組3,000円

60歳以上の人
15人

無料

20人

無料

地元特産の唐の芋(里芋)の収穫
3〜6歳までの
体験をします。集合解散:静岡市駿 未就学児とその祖父母 1組1,000円
10組20人
河区小鹿の農園

窓口申込10/19(火)、
10：00〜10：15の間に
会費を持参の上、直接
長田生涯学習センター
へ（多数抽選）

10/15(金)
10:00〜・申込順

10/9(土)
10:00〜・申込順

10/29(金)必着
年齢も記入

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

大里生涯学習センター
10/30(土)
11/6(土)・13(土)
9：00〜12：00

11/17(水)
12/1(水)

13：30〜15：00

11/28(日)
12/12(日)

10：00〜12：00

12/19(日)
2/5

来年
(土)
9：00〜12：00

全身で歩く！
ノルディック・ウォーク
（全3回）

手軽に始められる全身運動、
ノル
健康で
ディック・ウォークを基礎から学び、 3〜4km歩ける人
大里地域を散策します。
15人
※雨天決行

体幹を鍛える！
高齢者を対象としたピラティスの
ピラティスで目指す美姿勢 体験講座です。

1,000円
※別途
レンタルポール
1回500円

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
10/2(土)
10:00〜・申込順

65歳以上の人30人

無料

10/22(金)
10:00〜・申込順

15人

1人1,000円

10/26(火)
10:00〜・申込順

（全2回）

大里地域を紹介した「大里カル

カルタでめぐる大里探訪 タ」を使って、地域の歴史や文化
（全4回）

を学び、探訪コースをつくります。
最終日はガイドにも挑戦します。

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）
10/30(土)

美和歴史巡り

美和地域の史跡や名所を散策し
ながら、美和の歴史や文化につい
て紹介します。

20人

1人100円

19：00〜20:30

焙煎士に教わる
“冬”の珈琲講座

コ ー ヒー の 基 本 知 識と、ホット
コーヒーのおいしい淹れ方を学
びます。

18人

1人700円

10/16(土)
10:00〜・申込順

11/17(水)

笑っちゃう食育講座

静岡市在住の
60歳以上の人
20人

無料

10/13(水)
13:00〜・申込順

首すわり〜6ヶ月以内
(11/1時点)の
乳児とその母親
8組

1組1,600円

iPhoneを講座時に
持込み可能な
成人10人

1人2,000円

10/7(木)
13:30〜・申込順

15人

1人1,000円

10/7(木)
10:00〜・申込順

10:00〜12:30
※小雨決行。
荒天時は11/6(土)に延期。

11/5(金)

13：15〜15:30

（全1回）

（全1回）

（全1回）

みのり大学の公開講座です。旬の
食べ物や、体の代謝との関係など、
楽しみながら食について学びます。

10/2(土)
10:00〜・申込順

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）
11/2(火)・16(火)・30(火)
12/7(火)

ねんねちゃんの
ベビマ＆ママ体操11月

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
います。

11/11(木)・18(木)・25(木)
12/2(木)・9(木)・16(木)

iPhone 基礎講座11月

iPhoneの基本操作を学びます。

10：00〜12：00

13：30〜15：30

11/18(木)
12/2(木)・16(木)

来年1/13(木)・27(木)

2/10(木)

10：00〜12：00

（全4回）

（全6回）

10/12(火)必着・
子の名前と月齢も
記入(11/1時点)

開館時間／9：00〜21：30
休館日／日曜日

おはなし会に適した絵本の選び

絵本の世界と
方や読み方等を学び、実践として
読み聞かせの魅力を知ろう 「来・て・こ おはなしの森」に挑み
（全6回）

ます。

こどもの笑顔写真コンテスト受賞作品 巡回展
「見ているとつられて笑顔になってしまう」
そんな素敵な笑顔の写真を集めた写真展です。
入賞作品が葵区、駿河区の生涯学習センター11館を会場に巡回展示します。
一般観覧者の投票により最優秀賞および優秀賞を選定いたしますので、
ご家族ご友人もお誘い合わせの上、ぜひお越しください。
■日 程
2021 年
【葵】9/25 〜 10/3 【西部】10/12 〜 10/17
【藁科】10/26 〜 10/31 【長田】11/9 〜 11/14
【大里】11/24 〜 11/28 【東部】12/7 〜 12/12
【西奈】12/21 〜 12/26
2022 年
【南部】1/11 〜 1/16 【駿河】1/24 〜 1/29
【北部】2/8 〜 2/13 【美和】2/22 〜 2/27

■時

間

9:00 〜 21:30
※月曜、祝日の休館日を除く
※葵生涯学習センターは第 2・4 月曜、健康文化交流館
来・て・こ（駿河生涯学習センター）は毎週日曜休館日
お問合せ
葵生涯学習センター 054-246-6191
令和2年度大賞受賞作品
「一緒だと楽しい〜！
！」杉浦めぐみさん
※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、両替町について特集します。

りょう がえ ちょう

二〇〇一年十一月から二か月
間﹁ 東 海 道四百 年 祭 特 別 展 ﹂が
静 岡 市 文 化 財 資 料 館で 開 催 さ
れました︒当時︑結成間もない駿
府十返舎一九研究会でしたがこ
の展示会の協力団体として名前
をつらねることができました︒
会 活 動の発 表の場 も 与 えて
もらい活 動 内 容を展 示していた
ある日 ︑丁 寧に展 示 物 を 見てい
た人が︑十 返 舎 一九実 家の重田
家過去帳等の表の前でしばらく
じっと見ているので声をかけてみ
ました ︒﹁ 過 去 帳から生 家 地は
両替町一丁目で間違いないと考
えていますが︑両 替 町のどこで
しょうかね？﹂すると男 性は﹁ 知
らないのか︑Nさんのとこだよ ﹂
といとも 簡 単に答えが返ってき
ました︒その話 を 聞いた私はす
ぐ︑Nさん宅へ電話することにし
ました ︒﹁Ｔさんという方が︑十
返 舎一 九 の 生 家 はＮさん 宅 に
あったとおっしゃっていますが︑本
当ですか？﹂するとNさんは﹁ 自
分もそうだと思ってはいるんだが
⁝ ⁝ イマイチ 確 証 が 持 て な く
て﹂ということでした︒電 話のあ
とすぐに︑私がNさん宅 を 訪 問
したところ ︑﹁ 両 替 町は狭い︑両
替町なら我家と石上家にかかる
ここしかない︒明治二十四年生
れの伯母が会うたびに
〝ここは十
返 舎 一九が生まれたところだか
ら 記 念 碑 く らい 建 て な さい
よ〟︒﹂と 何 度 も 言われていたこ
と も 話 して く れまし た ︒ 数 日
後︑私と一緒に顕光院の過去帳
を調査した︑静岡大学人文学部
小二田誠二助教授
︵当時︶
とNさ

ん宅 を 訪 問しました ︒ そこで︑
Nさんへ重田家菩提寺顕光院の
過 去 帳では︑十 返 舎 一九の生 前
と 誕 生 後の重 田 家は両 替 町 一
丁 目にあったことが明らかであ
ることを説明しました︒Nさん
は︑﹁お寺の過去帳に両替町とあ
れ ばこれは 誰 が 見 て も 納 得 す
る︒﹂と言い︑そして﹁これまでは
十返舎一九の生家地は︑両替町
の 他 ︑伝 馬 町 説 や 本 通 七 丁 目
説 ︑研 屋 町 説があるからと建 碑
をためらっていたが︑
これで自 信
を持って建てられる︒﹂と喜んで
くれました︒以上のような経緯
を経て﹁ 膝栗毛作者十返舎一九
生家跡伝承地 ﹂碑は二〇〇三年
十一月四日に除幕式が行われま
した ︒ その模 様は各マスコミが
大きく 取り上 げてくれました︒
この日は︑第五十八回 国 民 体 育
大 会﹁ ＮＥＷ わかふじ 国 体ス
ポーツ芸術部門 弥次喜多を生
んだ 男 十 返 舎 一 九と 駿 河 府
中 ﹂展 開 催 中という 佳き日でも
ありました︒
情報を寄せてくれた男性はT
さんという方で︑興津にお住まい
の俳 諧 研 究 家でし た ︒ 十 返 舎
一 九が駿 府の青 年 時 代に時 雨
窓連で俳諧に親しんでいたこと︑
詠 んだ 句 が 江 戸 での 刷 り 物 に
載っていること︑一九の肖像画も
所有していることなど︑
これまで
知らないことをたくさん教えて
くれました︒今回の縁もあり︑長
田公民館講座で﹁ 十返舎一九と
駿 河 俳 諧 ﹂の講 師もしてくれま
した︒
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両替町
十返舎一九生家跡伝承地

大畑 緑郎（駿府十返舎一九研究会長）

十返舎一九生家地特定の記

!!

次回もお楽しみに。

入館料

宮ケ崎

※市内在住70歳以上・中学生以下、
障害者手帳等お持ちの方及びその介助者1人は無料

ギャラリートーク
【日 時】 ①9 月 11 日（土）14 時〜 14 時 30 分
②9 月 16 日（木）10 時 30 分〜 11 時
③9 月 20 日（月・祝）14 時〜 14 時 30 分
④10 月 6 日（水）14 時〜 14 時 30 分
※①③は駿府十返舎一九研究会の会員と学芸員、②④は学芸員の解説
【会 場】静岡市文化財資料館 ２階展示室
【参加費】静岡市文化財資料館の入館料のみ
【申込方法】申込不要。当日会場へお越しください。
＊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。

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！？〜」
【日 時】10月10日
（日）13時〜16時
【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 TEL：054-200-4894
（9月2日
（木）8時〜、申込順）
【共 催】静岡市葵生涯学習センター

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

今日も駿府は大にぎわい！
〜駿府城下町と東海道〜 展 開催！
（公財）静岡市文化振興財団

学芸員

太田 那優

（仮称）静岡市歴史文化施設開館前、最後のプレ企画展。今回の
テーマは江戸時代の駿府城下町と東海道です。今から200年以上前
の人々はどんなことを考え、何に喜び、
どんなふうに生活していたので
しょうか？
江戸時代の駿府の町には、
ほとんどの期間、城主＝お殿さまがいま
せんでした。任期付きで江戸からやってくる武士のお役人に、地元に
代々住んでいる下級武士が仕え、
町や村を治めました。この下級武士
の一部は、
庶民（町人）
の中に交ざって住んでいました
（きっと普段から
顔を合わせていたはず。どんな話をしたのでしょう？）。
町人は自分たちで当番を決め、決まりをつくり、町の運営を行いまし

建設中」ページ（http://www.shizuoka-bunkazai.jp/project/）をご覧ください。

た。徳川家康が晩年を過ごした駿府には、家康にゆかりがある
（と主張
する）町がたくさんありました。お金に困ったとき、特別扱いしてほしいと
き、
こういった町々は「権現様（家康）
の御由緒」
を主張することで望みを
叶えました。
（なかなかにしたたかですね。）
人々が楽しみにしていたのは、駿府の町中や近郊にある寺社のお祭
りです。中でも静岡浅間神社の廿日会祭は、町をあげて飾りをつくり、仮
装して町中をねり歩く、盛大なお祭りでした。今も昔も変わらない、
お祭り
の時の高揚感が伝わってきます。
これらは、
すべて資料が語ってくれることです。町の絵図、
仕事や運営
の記録、
日記、
当時の道具、
絵で描かれたお祭りの記録･･･資料たちとと
もに、
会場でお待ちしています。ぜひ江戸時代の駿府の「人」の暮らしを
のぞきに来てみてください！
静岡の中心市街地の区画は、実は江戸時代からほとんど変わってい
ません。あなたが普段歩いているその道は、
200年前駿府に住んだ人々
が通った道なのかもしれない、
そんな風に考えると、
なんだかわくわくして
きませんか？
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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

10月 入場無料
1 金〜 3 日

主 …主催

問 …お問合せ

4 月 〜 10 日

4 月 〜 10 日

第6回 キルトリーダーズ静岡
パッチワークキルト作品展

静岡画友会

10：00〜16：00 (最終日15：30まで)
主 キルトリーダーズ静岡
無 料
問 055-962-9076 高田

10：00〜17：00 (初日12：00〜、最終日16：00まで)
主 静岡画友会
無 料
問 090-7433-3842 永井

第2・3展示室

9 土 〜 10 日
ゆたか写真展
第3展示室

火月会展

第1展示室

第2展示室

7 木 〜 10 日
第17回静岡市芸術祭
はがき作品展

第4・5展示室

10：00〜17：00 (初日13：00〜、最終日16：00まで)
主 火月会
無 料

10：00〜16：00 (最終日15：00まで)
主 静岡市文化協会
無 料
問 054-204-8811

11 月 〜 17 日

14 木 〜 17 日

19 火 〜 24 日

駿府水彩画クラブ

第17回静岡市芸術祭
写真展

第50回
人権啓発ポスター展

第1展示室

第2・3・4・5展示室

第2展示室

10：00〜17：00 (最終日16：00まで)
主 村松 豊
無 料
問 090-2265-1961

10：00〜17：00 (初日13：00〜、最終日15：00まで)
主 駿府水彩画クラブ
無 料

10：00〜17：00 (最終日15：00まで)
主 静岡市文化協会
無 料
問 054-296-0653
（望月）

19 火 〜 24 日

19 火 〜 24 日

19 火 〜 24 日

20 水 〜 24 日

静高アートクラブ展

グループ 彩
（さい）
展

THK絵画展

第17回静岡市芸術祭
川柳協会展

第1展示室

10：00〜17：00 (初日12：00〜、最終日16：00まで)
主 静高美術同好会
無 料
問 054-252-0740 大石

25 月 〜 31 日

第4展示室

10：00〜17：00 (初日12：00〜、最終日16：00まで)
主 グループ 彩
無 料
問 054-237-4451 吉田

25月 〜 31 日

写真展「私が魅せられた花」 2021第116回 チャーチル会静岡
秋季絵画展
第1展示室

10：00〜17：00 (初日13：00〜、最終日15：00まで)
主 静岡植物研究会
無 料

第2展示室

10：00〜17：00 (初日13：00〜、最終日16：00まで）
主 チャーチル会静岡
無 料
問 090-1236-3708 飯塚

第5展示室

10：00〜17：00 (初日13：00〜、最終日16：00まで)
主 THK絵画展
無 料

10：00〜17：00 (初日13：00〜、最終日15：00まで)
主 静岡人権擁護委員協議会
無 料
問 054-254-8127 有岡

第3展示室

10：00〜16：00 (最終日15：00まで)
主 静岡市文化協会
無 料
問 054-288-7682
（佐野）

25月 〜 31日

26火 〜 31 日

第23回
春陽会静岡研究会展

山歩き遊々展

第4・5展示室

10：00〜17：00 (初日13：00〜、最終日16：00まで)
主 春陽会静岡研究会
無 料
問 054-347-1609 瀧

第3展示室

10：00〜17：00 (初日12：00〜、最終日16：00まで)
主 山歩きを楽しむ会
無 料
問 054-252-2587 海野

2021年8月6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。

《BLACK, COLOR》
木村充伯 + タン・ルイ展
《不在の駅》千葉広一展
10月23日
（土）〜11月7日
（日）

【開催期間】

※車掌車ギャラリー（千葉広一）は10月24日
（日）〜（月曜休廊）
【開廊時間】11：00〜18：00
※車掌車ギャラリー（千葉広一）は11：00〜20：30
【観 覧 料】無 料
【場
所】東静岡アート＆スポーツ／ヒロバ
【主
催】東静岡アート＆スポーツ／ヒロバ実行委員会
【企画・運営・問合せ】公益財団法人静岡市文化振興財団
（054-255-4746 平日 8：30〜17：30）

タン・ルイ 釣り 2016
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ヒ ロ バ

本展は、
「めぐるりアート静岡」のヒロバ会場を継ぐ、
「Art@東静岡」の第２
回企画展です。今回は、静岡にゆかりのある３人のアーティストが秋のヒロ
バを彩ります。
今回は過去５年間「めぐるりアート静岡」
で、車掌車ギャラリーを舞台に、
さ
まざまな手法によってイメージと現実を融合させてきた千葉広一が新たな
試みを展開。変容を続ける日常の中で、
「在り続けること」
「存在の儚さ」
「不在
の重さ」をテーマに展示を行います。
また、近年各地の芸術祭で活躍している
「BLACK, COLOR -木村充伯+タン・
ルイ展」が開催されます。木村充伯は、
「人と動物の関係」をテーマに、環境と
その動物観、祖先や子孫のような生死を繋ぐものに焦点を当て作品を制作。
タン・ルイは、段ボールや洗濯バサミなど身近なモノを用い、私たちに新たな
気づきと愉しみを与えてくれる作品を制作。
木村とタン、２人のアーティストが生み出す「色」の、そして
「自然」
と
「人工」
のコントラストは、不思議な「風景」
となって場に変容をもたらすことでしょう。

木村充伯 呼吸 2020

千葉広一 何処へ 2020

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、火曜日定休

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、17：30〜23：00、
日曜日夜定休

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、水曜日定休

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
13：00〜22：00、
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

地図に記載はありません。

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8月6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

HOTひといきコンサート

まちは劇場 ON STAGE SHIZUOKA

まちかどコンサート 入場無料

お昼のひとときを、
心豊かに過ごしてみませんか？

12：00〜12：50（11：00開場）

［会場］静岡市葵生涯学習センター

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。
［会場］

お昼のひとときを、
心豊かに 。

共催：静岡市、静岡市葵生涯学習センター

10月27日（水）

10月22日（金）12：10〜12：40

さい とう し の

入場無料

うるしばた こう すけ

きた だ な

つ

こ

出演：齋藤志野(フルート)、漆畑孝亮(オーボエ・イングリッシュホルン)、北田奈津子(クラシックギター)

JR静岡駅北口地下広場

10月28日（木）

Ritomo（歌うたい）

トリオ

出演：Trio

コスモス

Cosmos

わた なべ ひろ こ

かわ むら な

ほ

こ

こ いけ ま

り

渡邉浩子(ヴァイオリン)、川村菜穂子(ピアノ、作曲ほか)、小池真梨(フルート&エアロフォン)

申込不要・直接会場へお越しください

要予約・10月6日（水）9：00〜

※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。

静岡市コールセンター
（054-200-4894）
へ電話申込
（申込順）※公共交通機関をご利用ください。

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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