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。

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。

私たちの生活を快適なものにするために︑欠かせない便利な機械や道具︒

P ❶ー❷

身近なモノがどうやって動いているのか︑ふしぎに思ったことはありませんか？

「ナカミとシクミの世界」

﹁どんなシクミで動いているの？﹂︑﹁なぜそんなカタチになっているの？﹂
こんな疑問には科学が

企画展

たくさん隠れています︒
いつもは見ることのできないナカミをのぞいて︑

動くシクミについて体験をしながら︑
一緒に考えてみましょう︒

静岡科学館る・く・る

きっと あなたも
ナカミが キニナル

1

か

静岡市美術館 ランス美術館コレクション「風景画のはじまり コローから印象派へ」ほか―P ❸−❹
静岡音楽館AOI 「ゲルハルト・オピッツ ピアノ・リサイタル〜ベートーヴェン4大ソナタ〜」ほか―P ❺−❻
静岡市民文化会館 「万作の会 狂言」ほか―P ❼−❽
静岡市清水文化会館マリナート 「エヴァンゲリオン展 VISUAL WORKS静岡」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「平沢」―P ⓭
Art@ 東静岡 ( ヒロバ ) 中安モモ展 ほか―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 ⓰−⓲
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

12/18 土 〜2/20 日
2021

2022

時

間：9：30〜17：00

見どころ紹介

考えよう！モノのナカミ

見て！考えて！動かす！動くシクミ

考えよう！なんでこんなカタチ？

動きを伝えるシクミ〜歯車〜

断面フォト〜切って見える美しさ〜

モノが動くシクミ〜機構〜

いろいろなモノの断面を壁
一面にならべてみました！
なんの断面か予想しながら
見てみよう。

タテヨコの動きや回る動き
など、モノの動きにはそれ
ぞれ隠れた機構があるよ。
リンク機構やカム機構、い
ろんな種類のシクミを見て
展示協力：Muku-studio
みよう！

機構をつくってみよう！

動くシクミ〜プログラミング〜

ナカミをのぞく技術

プログラミングを体験してみよう！

CT生物図鑑

「プログラミング的思考」
って
どんな考え方かな？
パソコンを使わないプロ
グラミングで体験してみ
よう！

分解や切断をしなくて
も、ナカミを知ることの
できる技術があります。
壊さずにナカミを知る
技術「CTスキャン」が生
物の構造を丸裸に!?
「CT生物図鑑」で生物の
ナカミをのぞいてみよ
展示協力：株式会社JMC
う！

下記の日程で展示内容が
変わります。

①12/18(土)〜1/10(月・祝)
②1/12(水)〜1/30(日)
③2/1(火)〜2/20(日)

歯車といえば？
静岡科学館る・く・る 企画担当

織田悠希

「歯車」
と聞いて、何を思い浮かべますか？機械、時計、工場、
映画のワンシーンや「社会の歯車」なんて言葉をイメージする人も
いるのではないでしょうか。私は学生の時に博物館で見た「茶運
び人形」を思い出します。江戸時代の有名なからくりのひとつで、
人形の手に茶碗を乗せると動き始め、お客様のいる方へお茶を
運びます。茶碗を取ってお茶を飲み、空になった茶碗を手に置く
と、
くるりと方向転換して帰っていくのです。実際に動く様子を初め
て見て、
その動きの可愛らしさと正確さ、
そして部品のほとんどが
木製であることに驚いたのを今でも覚えています。この茶運び人
形は、1796年に日本で刊行された工学書「機巧図彙（からくりず
い）」にも記載があり、木製の歯車や、
くじらひげのゼンマイ等、約
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※都合により内容を変更する場合があります。

30もの部品が組み合わさった構造が描かれています。歯車は、
から
くりでも現代の機械でも、何かを動かすための仕組みの一部として
使われます。歯車の形と言えば、多くの人が円とその周りに歯があ
るシンプルな形を想像するでしょう。そんなシンプルな形状の歯車が
様々に組み合わさることによって、
モノを動かすための重要な役割
を担うのです。
静岡科学館で開催する企画展「ナカミとシクミの世界」では、
モノ
を動かす仕組みや、
その中身に焦点をあてています。
もちろん歯車
も、
当館の特徴である体験型展示として登場します。世の中には便
利なものがあふれ、私たちは当たり前のようにそれらを使っていま
す。ですが、
その中身はどうなっているのでしょう？普段は気にする
ことのないモノの中身を見たり動く仕組みを考えたりすると、
いつもと
は少し違う世界が見えてくるかもしれません。この冬はぜひ当館に、
色々なモノの「ナカミとシクミの世界」
を覗きに来てください。

〒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

年末年始休館日：12月29日（水）〜1月3日（月）
※参加費、申込などの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。

企画展関連イベント

テ ー ブ ル サイエ ンス

消えゆく科学技術のレジェンドたち
1

15 土 16 日

スタッフとお話ししながら目の
時 間：12：00、13：00、
前で実験を見て、科学のふしぎや
14：00、15：00
楽しさをみつけよう！
（各回20分程度）
レコード盤って何？写真のフィルムって何？
ちょっと昔の科学技術を、
観察と実験で紹介します。

サイエ ンスショー

小さな力で動かせ！〜てこのはたらき〜
1

29 土 30 日

おどろき・ふしぎがいっぱいの
楽しい大型科学実験ショー！
小さい力で重たいものが
動いちゃう？モノを動かす
３つの点をさがそう！

時

親 子 で はじめ て の プ ロ グラミング

ゼンマイロボをつくろう
1

要申込

時 間：10：00〜11：15
対 象：未就学児とその保護者
定 員：各日10組20人
参加費：1組300円（入館料別途）
申 込：WEB申込①12/15（水）
②12/22（水）
ゼンマイロボをつくって、
自分で動かしてみよう！
③1/12（水）締切（多数抽選）
遊びながら学べるプログラミングを親子で体験してみませんか？

①

5

②

水

③

10 月 祝 30 日

科学茶房

簡単！楽しい！親子でプログラミング
1

間：11：00、14：00
（各回30分程度）

16 日

要申込

時 間：13：00〜15：00
対 象：小学校3年生〜中学校3年生とその保護者
定 員：12組
講 師：三井一希さん（常葉大学教育学部初等教育課程 講師）
申 込：WEB申込12/24(金)締切（多数抽選）

手をかざすと水が出る水道、人が通ると電気がつく街灯。
これらはプログラミングで動いています。
プログラミングってなんで必要？プログラミング的思考ってなに？お話を聞きながら、親子で学びます。
簡単なプログラミング体験にも挑戦して、
自分のアイデアを形にしてみましょう！

ピアノのナカミとシクミ
1

22 土

要申込
時 間：①11：00〜12：30 ②14：30〜16：00
対 象：小学生
定 員：各回16人
講 師：中山慎人さん（調律師）
申 込：WEB申込1/5（水）締切（多数抽選）

ピアノってどうして音が出るのかな？
ピアノのナカミとシクミの秘密をさぐるため、みんなの目の前でグランドピアノを分解します。
14：30からの回に参加される方は終了後、搬出の様子を見学することもできます。

※都合により内容を変更する場合があります。
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ランス美術館コレクション

風景画のはじまり コローから印象派へ

歴代国王の戴冠式が行われた大聖堂で知られるフランス北東部の都市、
ランス。街の中心に立つランス美術館には、世界屈指
の風景画コレクションが収蔵されています。
フランスで風景画が隆盛を極めた19世紀、官立の美術アカデミーでは風景画のコンクールが開催され、
このジャンルに特化し
た指南書が相ついで刊行されました。また、
チューブ入り絵の具の開発と鉄道網の発達が戸外制作の流行をもたらし、
ありのまま
の自然を描く前衛画家たちの登場を促すことになります。
本展ではランス美術館のコレクションを筆頭に、約70点の出品作を通して、新古典主義からバルビゾン派、
そして印象派に至る
近代風景画の展開をひも解きます。アシル＝エトナ・ミシャロン
（1796‒1822）、
カミーユ・コロー（1796‒1875）、
ギュスターヴ・
クールベ
（1819‒1877）、
シャルル＝フランソワ・ドービニー（1817‒1878）、
ウジェーヌ・ブーダン
（1824‒1898）、
クロード・モ
ネ
（1840‒1926）、
ピエール＝オーギュスト・ルノワール
（1841‒1919）
など、19世紀の巨匠たちによる名品がそろいます。なか
でも16点の油彩画が一堂に会するコローの展示は必見です。ランス美術館がリニューアル休館中の今だからこそ実現できたこの
機会に、
ぜひご覧ください。

2
1 ジャン=バティスト・カミーユ・コロー《イタリアのダンス》 1865-70年 油彩／カンヴァス Inv. 887.3.1
2 クロード・モネ《べリールの岩礁》 1886年 油彩／カンヴァス Inv. 907.19.191
3 カミーユ・ピサロ《ルーヴル美術館》 1902年 油彩／カンヴァス Inv. 907.19.208
いずれもランス美術館
© MBA Reims 2019 / Photo: C.Devleeschauwer

１

日
時：2021年11月 20日
（土）ー2022年1月 23日
（日）
休 館 日：毎週月曜日、年末年始［12月27日(月)ー1月1日(土・祝)］
※ただし1月3日(月)・1月10日(月・祝)は開館、1月4日(火)・1月11日(火)は休館
開館時間：10：00−19：00(入場は閉館の30分前まで)
観 覧 料：一般 1,300（1,100）
円、大高生・70歳以上 900（700）
円、
中学生以下無料
＊
（ ）
内は当日に限り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
後
援：静岡市教育委員会、静岡県教育委員会、在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本
協
力：日本航空 企画・監修：ランス美術館 Exposition produite et gérée par le Musée des Beaux-Arts de la VILLE DE REIMS EN FRANCE
企画協力：ブレーントラスト 特別協賛：セキスイハイム東海

【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
参 加
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時：①2021年12月26日
（日）、②2022年1月15日
（土） いずれも14：00−
（各回40分程度）
場：静岡市美術館 多目的室
員：各回50名（予定）
料：無料 ※当日10時より整理券を配布、定員になり次第配布終了。

※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。
年末年始休館日：12月27日
（月）〜2022年1月1日
（土・祝）

次回展覧会

平等院鳳凰堂と浄土院 その美と信仰
2022年に開創970年を迎える平等院は、平安時代中期に朝廷で絶大な権勢を誇った公卿・藤原道長が所有した宇治川畔の
別荘を、永承7（1052）年に長男の頼通が寺院に改めて建立した京都屈指の名刹です。同寺は現世に極楽浄土を再現するべく壮
大な伽藍が整備され、創建期に遡る現存唯一の遺構である鳳凰堂には、建築、彫刻、絵画、工芸と技術の粋が結集されています。
定朝作の阿弥陀如来坐像（国宝）
を安置した堂内は善美を尽くした装飾で華麗に荘厳され、優美で格調高い王朝貴族の美意識
を今に伝えています。
平等院では近年、創建当初の姿の復元を目指し、鳳凰堂の修理や調査研究が進められています。本展では雲中供養菩薩像（国
宝）
に代表される鳳凰堂ゆかりの名品を中心に、調査の過程で新たに発見された貴重な作品、養林庵書院（重文）襖絵など塔頭の
浄土院に伝わる知られざる寺宝の数々もかつてない規模で展観し、平等院が守り伝えてきた信仰と美の遺産をご覧いただきます。
時：2022年2月 5日
（土）ー3月 27日
（日）
＊会期中、一部展示替えがあります。
前期2月27日(日)まで、後期3月1日(火)から
休 館 日：毎週月曜日
（ただし3月21日(月・祝)は開館）、3月22日(火)
開館時間：10：00−19：00(入場は閉館の30分前まで)
観 覧 料：一般 1,400（1,200）
円、
大高生・70歳以上 1,000（800）
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：12月18日
（土）
から2月4日
（金）
まで販売
静岡市美術館、
ローソンチケット［Lコード：43871］
セブンチケット［セブンコード：092-046］
チケットぴあ[Ｐコード：685-855］
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
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、

日

読売新聞社、Daiichi-TV、平等院浄土院
後
援：静岡市教育委員会、静岡県教育委員会
/
特別協賛：
一般財団法人しずしん地域文化振興財団

国宝《雲中供養菩薩像 北1号》 天喜元(1053)年 平等院蔵
©平等院［前期展示］

※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。
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
好評発売中！
！

Beethoven Project

ゲルハルト･オピッツ ピアノ･リサイタル
〜ベートーヴェン4大ソナタ〜

ドイツ･ピアノの正統派を代表する世界的ピアニスト、
ゲルハルト･オピッツによるベートーヴェン 4 大ソナタ演奏会。

1/8
2022

土

出 演／ゲルハルト･オピッツ
（ピアノ）
曲 目／L.v.ベートーヴェン：ピアノ･ソナタ
第8番《悲愴》ハ短調 op.13
15:00開演（14:15開場）
第14番《月光》嬰ハ短調 op.27-2
全指定￥5,000
第17番《テンペスト》ニ短調 op.31-2
（会員￥4,500、22歳以下￥1,000）
第23番《熱情》ヘ短調 op.57
※未就学児はご入場いただけません。

©HT／PCM

日本歌曲の系譜Ⅰ

〜1800年代末生まれの作曲家 今シーズンから新たにスタートする
山田耕筰、信時潔とその周辺〜 「日本歌曲の系譜」シリーズ。

1/23
2022

日

15:00開演（14:15開場）

全指定￥3,500

（会員￥3,150、22歳以下￥1,000）
※未就学児はご入場いただけません。

金子美香

©Yoshinobu Fukaya(aura)

与儀巧

第 1 回目は日本クラシック音楽の
黎明期を代表する作曲家 山田耕筰
とその周辺の作曲家の作品を
解説とともに紹介する。

出 演／金子美香
（メゾソプラノ）
与儀巧
（テノール）
青山貴
（バリトン）
三ッ石潤司
（ピアノ）
紀野洋孝
（ナビゲーター）

青山貴

三ッ石潤司

「日本歌曲の系譜Ⅰ」公演に寄せて
静岡音楽館AOI

学芸員

竹内啓

「日本歌曲」
と聞いて多くの方は《赤とんぼ》や《からたちの花》、
《箱根
八里》など、学校で習い歌った曲を思い起すだろう。瀧廉太郎や山田耕
筰の曲、北原白秋や三木露風の詞はその多くが歌い継がれ、
日本人の心
の拠り処となっている。しかし、学校での体験以外の曲、作曲家、作詞家
の名前を挙げられる人がどれ程いるだろうか。実は「日本歌曲」
という分
野は、数多の作曲家･作詞家と曲が存在し、戦前から現代に至るまでその
系譜は脈々と受け継がれている。静岡音楽館AOIで新たにスタートさせ
る
「日本歌曲の系譜」シリーズ
（全3回の予定）
は、年代順に大きく3つに区
切り、
みなさんが良く知る曲と、紹介される機会の少ない曲を織り交ぜ、解
説を介しながら演奏を聴いていただく。
1回目は、1800年代末に生まれた作曲家、
山田耕筰と信時潔を中心に、
瀧廉太郎の名作や弘田龍太郎、藤井清水、中山晋平といった「日本歌
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※都合により内容を変更する場合があります。

紀野洋孝

曲 目／
瀧廉太郎 曲／鳥居 忱 詞：箱根八里（青山）
武島羽衣 詞：花
（歌曲集《四季》第1曲）
（金子）
土井晩翠 詞：荒城の月
（青山）
山田耕筰 曲／北原白秋 詞：鐘が鳴ります
（与儀）
北原白秋 詞：曼珠沙華（与儀）
野口雨情 詞：二十三夜（与儀）
三木露風 詞：光に顫(ふる)ひ、
日に舞へる
（与儀）
弘田龍太郎 曲／清水かつら 詞：叱られて
（金子）
鹿島鳴秋 詞：浜千鳥（金子）
山田耕筰 曲／北原白秋 詞：この道（金子）
北原白秋 詞：待ちぼうけ
（与儀）
三木露風 詞：赤とんぼ
（金子）
北原白秋 詞：松島音頭（金子）
信時 潔 曲／清水重道 詞：歌曲集《沙羅》より
（4曲）
（青山）
山田耕筰 曲／日本民謡：中国地方の子守歌（金子）
北原白秋 詞：かやの木山の（金子）
藤井清水 曲／時雨音羽 詞：忍路（青山）
北原白秋 詞：祭物日に
（青山）
中山晋平 曲／野口雨情 詞：波浮の港（青山）
時雨音羽 詞：鉾をおさめて
（青山）
山田耕筰 曲／北原白秋 詞：からたちの花（与儀）
三木露風 詞：野薔薇（与儀）
日本民謡：箱根八里は
（《馬子唄》より）
（与儀）

曲」の創成期を支えた作曲家の作品を紹介する。
今回出演の歌手陣は、
いずれも日本歌曲を得意とする3人。メゾソプラノ
の金子美香は、
バイロイト音楽祭にも出演経験のある、今最も注目されるオ
ペラ歌手の一人であるとともに、
日本歌曲集のCDをリリースするなど、
日本歌
曲にも積極的に取り組んでいる。テノールの与儀巧も、
オペラを中心に活躍
する傍ら、
日本歌曲を中心としたプログラムでリサイタルを数多く開催し、
その
評価は高い。そしてバリトンの青山貴は、今後の日本声楽界を担う存在であ
り、新国立劇場オペラのメイン･キャストをつとめるほか、国内外の名立たる
オーケストラ公演のソリストとして共演を重ねるとともに、
日本歌曲にも造詣が
深い。ナビゲーターの紀野洋孝は、
自身テノール歌手でもあり、東京藝術大
学大学院博士課程で日本歌曲を主に研究しているまさに日本歌曲のエキス
パートである。ピアノの三ッ石潤司は、長くウィーンやパリのオペラ劇場でコレ
ペティートア
（歌唱指導者）
として活躍し、帰国後は伴奏者、作曲家としても
活動する音楽家であり、
日本歌曲にも深い造詣を持つ。当館芸術監督の野
平一郎とともに、
「日本歌曲の系譜」全3回のプログラム構成も担当する。
このようなプログラム、
出演者で日本歌曲を紹介する機会は、
そう多くはな
いだろう。この機会に是非その深淵を聴きにご来場いただきたい。

〒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。
年末年始休館日：12月27日
（月）〜2022年1月4日
（火）

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。

1月
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主 …主催 問 …お問合せ

土

ゲルハルト・オピッツ ピアノ・リサイタル
〜ベートーヴェン 4大ソナタ〜

問 054-251-2200

ホール

9

主 静岡音楽館AOI

（14：15）15：00

全指定5,000円、会員4,500円、22歳以下1,000円
※未就学児はご入場いただけません。

オープニング・レクチャー・トーク
「日本歌曲の系譜」
主 静岡音楽館AOI

日

問 054-251-2200

講堂

16 日

主 静フィル事務局
問 054-270-3151

主 静岡音楽館AOI

（14：15）15：00

全指定3,500円、会員3,150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
主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

19：00〜20：30

無料（要申込）

安並貴史ピアノリサイタル
主 安並貴史

問 090-5875-7234

ホール

29 土

2,000円

問 054-251-2200

講堂

28 金

（13：00）14：00〜16：00

日本歌曲の系譜Ⅰ
〜1800年代末生まれの作曲家 山田耕筰、信時潔とその周辺〜
ホール

26 水

無料(要申込)

静フィル創立45周年 新春特別演奏会
ホール

23 日

（13：30）14：00

（18：00）18：30〜20：30

一般3,000円、学生1,500円

第15回ギター大好き
みんな集まれギターコンペティション中部地区大会

主 日本ギター連盟
問 03-3438-1819

講堂

(12：30）13：00〜19：00

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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子ども伝統芸能文化寺子屋

〜箏をひいてみよう〜

日本の伝統文化「箏」
を体験するワークショップです。
はじめての方でも大丈夫です。箏に触れながら、
仕組みやひき方を学び、
簡単な曲の演奏に挑戦しましょう！

日

時：同内容で全4回開催します。
①2022年1月22日
（土）10：30〜12：00
②
〃
13：30〜15：00
③
1月23日
（日）10：30〜12：00
④
〃
13：30〜15：00
会
場：静岡市民文化会館 大会議室
参 加 料：無料
募集人数：全体200人（各回50人25組ほどを予定）
対
象：小学生児童及び保護者
※小学4年生以上は子どものみの参加可
申込期間：11月26日
（金）〜12月14日
（火）
（必着）
申込方法：はがきによる申込、抽選。
はがきには、参加希望者全員の名前（上限5人）、
学年と年齢、代表者（保護者）
の電話番号、①〜④の
うち参加を希望する回ひとつを明記
主
催：静岡市（令和3年度 伝統文化ワークショップ事業）
企画運営：公益財団法人静岡市文化振興財団
問合せ先：静岡市民文化会館 054-251-3751

狂言プレセミナー

3月実施の
「万作の会」
による狂言公演を
より楽しくご覧いただくための講座です。
みどころをわかりやすく解説します。

日
時：2月12日
（土）14：00〜
会
場：静岡市民文化会館 大会議室
参 加 料：無料
参加人数：150人
申込期間：2022年1月15日
（土）10：00〜［申込順］
申込方法：電話または直接 静岡市民文化会館へ
主
催：静岡市民文化会館 問合せ先：054-251-3751

万作の会 狂言

3月15日（火）

①開演14：00（開場13：00）
時：2022年
②開演18：00（開場17：00）
場：静岡市民文化会館 中ホール
金：全席指定(税込)
1階席5,000円、2階席3,000円
高校生以下（1階・2階共通）1,000円
車いす席（1階のみ）1,000円 ※介助者1名無料
チケットについて：
＜発売日＞12月11日
（土）10:00〜
＜取り扱い＞・静岡市民文化会館
※静岡市民文化会館での電話予約は12/12（日）
より受付開始
（Pコード
：
508-907）
・チケットぴあ
演
目：■ 解説
野村萬斎
■「萩大名」
〈大名〉野村万作、
〈太郎冠者〉
内藤連、
〈茶屋〉深田博治
■「二人袴」
〈親〉野村萬斎、
〈聟〉野村裕基、
〈舅〉石田幸雄、
〈太郎冠者〉
中村修一
問合せ先：静岡市民文化会館 054-251-3751
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

日
会
料
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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。
年末年始休館日：12月27日
（月）〜2022年1月4日
（火）

1月【ホール】

8

土

9

主 …主催 問 …お問合せ

第19回 静岡市民芸能発表会

日

13 木
15 土

中ホール（9：00）9：30〜18：30（予定） 関係者のみ

角笛シルエット劇場

主 静岡市
問 054-251-3751

（静岡市民文化会館）

主 有限会社 劇団角笛

中ホール（10：00）10：30〜11：30

問 03-3994-7624

団体指定席：1,200円 当日：1,500円

『劇団四季のアンドリュー・ロイド＝ウェバー コンサート
〜アンマスクド〜』静岡公演
①（12：15）13：00 指定席：S席 11,000円・A席 8,800円・B席 6,600円

大ホール ②（16：45）17：30 ※公演当日3歳以上有料（ひざ上観劇不可）。2歳以下入場不可。

主 静岡新聞社・静岡放送/劇団四季/

静岡市民文化会館

問 0570-008-110

（劇団四季 静岡オフィス）

※車いす席については劇団四季にお問い合わせください。

静岡市民劇場第434回例会

21 金 22 土

劇団1980『素劇あゝ東京行進曲』鑑賞会
（18：00）18：30〜20：30
中ホール〈1/21〉
会員のみ

主 NPO法人 静岡市民劇場
問 054-253-6839

〈1/22〉
（12：30）13：00〜15：00

22 土
23 日
30 日

A-HA play Hunting High & Low live
大ホール（17：00）18：00 指定席：SS席 12,000円・S席 9,000円

花まる学習会 代表 高濱正伸 講演会
中ホール（9：45）10：30〜12：00 入場無料

ずっと真夜中でいいのに。果羅火羅武〜TOUR

主 静岡朝日テレビ
問 03-3499-6669

（クリエイティブマン）

主 花まる学習会
問 052-726-9525

（花まる学習会 中京事務局）

主 サンデーフォークプロモーション
問 054-284-9999

大ホール（16：00）17：00〜19：30 指定席:8,000円

【展示室】

21 金 〜 23 日

第67回 静岡県高等学校書作展（中部）

主 静岡県高等学校文化連盟

書道専門部

問 054-209-2431

Ｃ展示室 10：00〜17：00 最終日は13：00まで 入場無料

（静岡中央高等学校：外山）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお願い

・ご来場の際はマスクを着用し、こまめな手洗い、アルコールによる手指の消毒にご協力ください。
・下記に当てはまる場合は、ご来場を控えていただきますようお願いいたします。
○体調がすぐれない場合（発熱・咳・咽頭痛・味覚障害等の症状がある方）
○家庭や職場、学校など身近に新型コロナウイルス感染症の感染者もしくは感染の可能性のある方がいらっしゃる方
・新型コロナウイルス感染拡大の状況によって、本イベント及び関連イベントが予告なく変更、中止になる場合や該当施設が臨時休館する場合があります。
※都合により内容を変更する場合があります。
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静岡市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。
臨時開館日：12月27日
（月）〜30日
（木）、2022年１月1日
（土・祝）〜4日
（火） 年末年始休館日：12月31日
（金）

エヴァンゲリオン展

VISUAL WORKS 静岡
12/23 木 〜20221/23 日

日 時：
会 場：静岡市清水文化会館マリナート 1Fギャラリー

会期中無休
（12/31（金）
を除く）

弥次喜多オペレッタ

10：00〜17：00
(最終入場16：30まで)

忘れられない忘れない 愛の力が 忘れない ―

江尻の宿 旅路の正夢
2020年6月に、静岡市・藤枝市の「弥次さん喜多さん駿州の旅」が日本遺産に認定され
ました。マリナートが2022年8月に10周年を迎えるにあたり、所縁の深い「東海道中膝
栗毛」を題材とした、新作舞台作品を上演します。

＜チケット取り扱い＞ 好評発売中！
（前売券は12月22日
（水）23：59まで）
・清水文化会館マリナート 窓口ほか ※当日券は会場窓口のみの取扱い。
料金は下記スケジュール参照ください。

日
会
料

主 催：静岡市清水文化会館マリナート、
テレビ静岡、朝日新聞社
お問合せ：静岡市清水文化会館マリナート 054-353-8885

2/23

①13：00開演（12：30開場）
水 祝 ②16：30開演（16：00開場）
時：2022
場：静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
金：指定席 S席 4,500円 A席 3,000円
※未就学児入場不可。車いす席はマリナートのみ取り扱い
（S席のみ）
＜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［Pコード：201-127］
・ローソンチケット https://l-tike.com［Lコード：43439］

主催・お問合せ：静岡市清水文化会館マリナート 054-353-8885

©カラー

ミュージカル

マイ・フェア・レディ
日

会

時： 2022

1/1土 祝 2 日 3 月

☆1月1日
（土・祝）
アフターイベント実施

場：静岡市清水文化会館
マリナート 大ホール

＜チケット取り扱い＞好評発売中！
・マリナート窓口または電話
・チケットぴあほか
料金等詳細は下記スケジュール参照ください。
主

催：静岡市清水文化会館マリナート、
キョードー東海、
テレビ静岡
お問合せ：キョードー東海
052-972-7466

1月【ホール】

1

土祝

8

土

2

詳細・最新情報はマリナート HP（www.marinart.jp）
をご覧ください。
主 …主催 問 …お問合せ

日

3

月

ミュージカル マイ・フェア・レディ

主 静岡市清水文化会館マリナート/

大ホール 指定席 S席14,500円 A席11,500円 ※未就学児入場不可

問 キョードー東海 052-972-7466

〈1日〉
（13：30）14：00 〈2日・3日〉
（12：30）13：00

フォルテ静岡デビュー名曲リサイタル

小ホール（17：30）18：00〜19：30 指定席 4,000円 ※未就学児入場不可

IAI Presents ワンコインで楽しむ

富士山静岡交響楽団 室内楽コンサート

22 土

小ホール 19：00

自由席

大ホール（12：30）13：30〜15：00

主 株式会社FMC
問 fmc.contact01@gmail.com

主 一般財団法人

富士山静岡交響楽団

問 054-203-6578

500円

第27期しみずかがやき塾

22 土

テレビ静岡/キョードー東海

第8回講座

会員のみ

主 しみずかがやき塾運営事務局
問 054-353-6700

【ギャラリー】

12

1

23 木 〜 23 日

9

エヴァンゲリオン展VISUAL WORKS静岡
全 面

都合により内容を変更する場合があります。

10：00〜17：00 ※最終入場は16:30まで ※12/31(金)休館、2022年1/1(土・祝)開館
一般･大学生1,200円（1,000円） 中高生900円（700円） 小学生500円
※（ ）内は前売料金（小学生は前売・当日共通料金）
※中高生は生徒手帳もしくは学生証提示
※障がい者手帳をお持ちの方は付添1名無料

主 静岡市清水文化会館マリナート/

テレビ静岡 / 朝日新聞社

問 静岡市清水文化会館マリナート

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）
スマートフォン初心者の人を対象
とした教室です。
①午前の部：スマートフォン
体験教室
②午後の部：SNS、キャッシュレス
決済の使い方

各12人

無料

静岡大学公開講座
邦人作品の調べ

本講座では、教科書に載っていな
い日本人作曲家の歌曲、楽器曲を
中心に紹介してきました。今回は、
ピアノや歌、箏の他に、管楽器作
品(サクソフォーン)に焦点を当て
て、演奏しながら紹介します。

100人

無料

13：30〜16：30

第7回クラフトトーク
匠宿に行こう！

ものづくりの担い手(にないて)と
担ぎ手(かつぎて)の今を知るトー
クとワークショップを行います。会
場:駿府匠宿(駿河区丸子3240-1)
集合・解散

成人20人

1人2,000円

1/6(木)
10：00〜・申込順

2/10(木)

みんなで取り組むSDGs

静 岡 の 企 業 や 行 政 が 行っている
SDGsの取り組みについて学びま
す。

20人

無料

1/13(木)
14：00〜・申込順

無料

1/11(火)
10：00〜・申込順

1/17(月)必着・
年齢も記入・
1枚1人

2/3(木）

①10：00〜12：15
②14：00〜16：15

はじめての
スマートフォン活用教室
（各1回）

3/12(土)

14：00〜16：00

（全1回）

1/13(木)
10：00〜・申込順

開館時間／9：00〜21：30
休館日／第2・第4月曜日
年末年始休館日12／28（火）〜1／4（火）

1/17(月)
10：00〜3/6(日)・
申込順

西部生涯学習センター

2/6(日）

19：00〜20：30

（全1回）

(全1回)

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
年末年始休館日12／28（火）〜1／4（火）

東部生涯学習センター

10：00〜11：00

気軽に話そう！
やさしい防災ママトーク

防災をテーマとした交流会です。
ちょっとした防災知識について学 3歳以下の子を持つ
び、ママ同士で楽しくおはなしを
母親10人
しながら、気軽に防災について考
(子ども同伴可)
えてみましょう。

2/4(金）

学べて安心、
スマホ講座

60歳以上の方を対象とした、スマ
ホの入門講座です。

60歳以上の
スマートフォン
初心者の人15人

無料

2/5(土）

ノコギリとナイフで
木のものづくり

ナイフやのこぎりを使ってキーホ
ルダーなどのアクセサリーを作り
ます。

小学生20人

1人300円

1/8(土)
10：00〜・申込順

静岡の植物から考える
生物の多様性

静岡の植物から生物の多様性と
環境保全について考えます。

30人

無料

1/8(土)
14：00〜・申込順

職場見学!
消防署のお仕事

千代田消防署を見学し、消防士の
仕事について学びます。 ※東部
生涯学習センター集合解散

小学生16人
(小学2年生以下
保護者同伴)

無料

1/16(日)
10：00〜・申込順

きいてまとめて
可視化するグラレコ入門

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

中学生以上20人

1人1,500円

1/15(土)
14：00〜・申込順

災害でライフラインが止まった時
に役立つ離乳食(防災クッキング)
の作り方や防災についてのミニ
知識を学びます。※お子さんと父
親の方は楽しくスキンシップを図
るベビーマッサージの体験をしま
す。

生後2か月
(開催日時点)
〜はいはい前の
子どもと
その保護者8家族

1組1,000円

2/1(火)・8(火)

10：00〜11：30

10：00〜12：00

2/5(土)・12(土)
13：30〜15：00

2/6(日）

10：00〜11：00

（全2回）

（全1回）

（全1回）

（全2回）

（全1回）

2/12(土)・19(土)
10：00〜12：00

2/26(土)

13：00〜16：30または

2/27(日)

10：00〜14：50の内2時間程度
詳細はお問い合わせください。

①2/13(日)
②3/13(日)

10：00〜11：30

(各3回・全4回)

被災時にどうする！？
災害時の離乳食
(各1回・全2回)

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
年末年始休館日12／28（火）〜1／4（火）

①1/10(月・祝)
②2/14(月)必着・
子の月齢も記入・
1枚1家族まで

※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
2/9(水)・10(木)・3/3(木)
9：30〜11：30

2/18(金)・3/4(金)
19：00〜21：00

3/12(土)

賤機焼の湯呑づくり

賤機焼の湯呑と箸置きを作ります。

成人20人

1人2,000円

1/12(水)
10：00〜・申込順

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。※
3/12は「ほくぶおはなしバスケッ
トとボードゲームの日」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。

成人16人

無料

1/20(木)
10：00〜・申込順

小学生以上30人
(小学生は保護者同伴)

無料

1/22(土)
14：00〜・申込順

（全3回）

（全3回）

10：00〜12：30

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
年末年始休館日12／28（火）〜1／4（火）

藁科生涯学習センター
2/19(土)

18：00〜20：00

四季の星座〜冬の巻〜
（全1回）

冬の夜空の観望と星座の話。
曇天時は室内で星の話をします

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
年末年始休館日12／28（火）〜1／4（火）

西奈生涯学習センター（リンク西奈）
2/6(日)

にしな考古学講座

2/13(日)

もっと世界を知ろう
〜伝統楽器編〜

10：00〜12：00

14：00〜15：30

2/18(金)・25(金)
14：00〜15：30

2/26(土)

10：00〜11：30

（全1回）

（全1回）

自然科学との連携による最新の
考古学研究の成果を報告します。
静岡県埋蔵文化財センター巡回
展「弥生サイエンス」関連講座。

30人

無料

1/9(日)
10：00〜・申込順

中国の楽器二胡、
日本の津軽三味
線のコンサートを行います。

70人

無料

1/16(日)
14：00〜・申込順

「平等院鳳凰堂と浄土院」展の出
品作品を軸に、本尊阿弥陀如来坐
像の修理過程で発見された資料
「王朝の美・平等院鳳凰堂」 や、浄土院に伝来した宝物なども
（全2回）
交え、平等院の魅力に迫ります。
※2回目は静岡市美術館（葵区紺
屋町）集合・解散

古文書研究会発表会
〜新川事件の真相〜
（全1回）

静岡古文書研究会による研究成
果の発表会です。古文書から江戸
時代に起きた新田開発に伴う新
川事件を読み解きます。

成人20人

・窓口
開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
年末年始休館日12／28（火）〜1／4（火）

無料
(別途美術館 1/14(金)
観覧料が必要) 14：00〜・申込順

30人

1人300円

どなたでも

無料

20人

1人500円

1/7(金)
10：00〜・申込順

20人

1人100円

1/7(金)
14：00〜・申込順

1/16(日)
10：00〜・申込順

南部生涯学習センター
1/11(火)〜16(日)
9：00〜21：30

1/21(金)・28(金)
13：30〜15：00

1/28(金)

18：00〜19：00

受賞作品の巡回展です。

こどもの笑顔写真コンテスト 受賞作品20点の中から一般観覧
受賞作品巡回展
者投票によって決定した、最優秀
（全1回）

日本で生まれた
多彩な紅茶を楽しもう
（全2回）

賞および優秀賞を発表します。

和紅茶の歴史や品種などを試飲
をしながら学びます。

地元の方々によって受け継がれて

静岡の民俗学
きた民俗文化を、記録映像で紹介
記録映像で知る民俗文化 します。
（全1回）

1月は「梅ヶ島新田の神楽」
です。

10：00〜16：30

プラモ大好き！
なんぶ模型ひろば

どなたでも

無料

（全1回）

南部生涯学習センターで活動す
る模型作り団体が活動発表や作
品展示を行います。

2/3(木)・10(木)
17(木)・24(木)

静岡の郷土史
南部の中世史

地域の史跡、文化財を通して、静
岡南部の中世史を学びます。

30人

1人200円

1/13(木)
14：00〜・申込順

駿河竹千筋細工の歴史や道具に
ついて学び、実際に作品を作りま
す。

10人

1人2,000円

1/16(日)
10：00〜・申込順

1/30(日)

14：00〜16：00

（全4回）

2/13(日)・20(日)・27(日) 駿河竹千筋細工に挑戦！
10：00〜11：30

11

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
年末年始休館日12／28（火）〜1／4（火）

（全3回）

※都合により内容を変更する場合があります。

日

時

講

座

名

内

容

対

象

会

費

申込方法

長田生涯学習センター
2/8(火)・15(火)・22(火)
13：30〜15：00

認知症になった後では遅い!遺言
認知症と人生設計
〜老後生活備えて安心〜 や家族信託などを学び、家族や自

理学療法士が教える
トレーニング

膝・腰・関節の痛みを予防するた
めの講演とトレーニングを行いま
す。

（全3回）

13：30〜15：00

1人500円

1/7(金)
10：00〜・申込順

60歳以上の人
20人

無料

1/20(木)
13：30〜・申込順

15人

1人1,000円

1/6(木)
10：00〜・申込順

30人

無料

1/18(火)
10：00〜・申込順

どなたでも

無料

分の老後生活を考えます。

（全3回）

2/17(木)・24(木)
3/3(木)

20人

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
年末年始休館日12／28（火）〜1／4（火）

大里生涯学習センター
「大里かるた」を使って、大里地域

2/5(土)

9：00〜12：00

2/16(水)

10：00〜12：00

カルタで巡る
の歴史や文化の話を聞きながら、
「大里歴史ウォーキング」 ガイドと一緒にウォーキングしま
（全1回）

す。

楽しく学ぶ
ライフプランニング講座

相続・遺言について学び、ライフ
プランについて考えます。

（全1回）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
年末年始休館日12／28（火）〜1／4（火）

北部生涯学習センター 美和分館（アカデ美和）
美和地区合同美術展

1/19(水)〜2/2(水)

美和地区の幼保小中学生による
美術作品の展示を行います。

（全1回）

9：00〜21：30

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
年末年始休館日12／28（火）〜1／4（火）

健康文化交流館「来・て・こ」
（駿河生涯学習センター）

2/18(金)

10：00〜12：00

ストレッチや筋力トレーニング、子
育ての情報交換等をしながら仲
間づくりをします。

ワンオペママの運動と
おしゃべり会

2/8(火)

10：00〜11：30

（全1回）

3歳以下の子と
その母親6組

無料

1/11(火)
10：00〜・申込順

20人

無料

1/21(金)
10：00〜・申込順

歴史を身近に感じよう
本や古文書などからわかる、小鹿
〜江戸時代の小鹿周辺編〜 周辺の江戸時代の歴史を学びま
す。

（全1回）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／日曜日
年末年始休館日12／28（火）〜1／5（水）

南部勤労者福祉センター
◆初心者対象パソコン相談室
日

時

パソコン初心者 各2人
講

座

名

1/14（金）

①13：30〜14：30
②14：45〜15：45

初心者対象パソコン相談室⑲

1/28（金）

①13：30〜14：30
②14：45〜15：45

初心者対象パソコン相談室⑳

2/4（金）

①13：30〜14：30
②14：45〜15：45

初心者対象パソコン相談室㉑

2/18（金）

①13：30〜14：30
②14：45〜15：45

初心者対象パソコン相談室㉒

申込方法：

内

会

容

費

100円
（施設使用料）

初心者を対象に、パソコンの基本的な
操作などの疑問、相談に応じます。

100円
（施設使用料）
100円
（施設使用料）
100円
（施設使用料）

⑲ ⑳12/10(金)10：00〜㉑㉒1/14(金)10：00〜（申込順）電話202-4300

東部防災講座

防災ママカフェ

大震災で乳幼児ママが直面したリアルな体験を、映像やスライドの写真、実例を
もとに分かりやすい言葉で学んで備えます。
※Zoomを使用し自宅か東部生涯学習センターでご視聴いただくオンライン講座です。
※当落決定後の参加方法の変更は原則としてお受けできません。

日 時：1/22（土）10：00〜12：00
対 象：乳幼児、未就学児のいる家族・その他ご関心のある方
【Zoom視聴】60人【会場視聴】20人
会 場：オンライン会議ツールZoomまたは東部生涯学習センター
（静岡市葵区千代田7-8-15）
会 費：無料
申 込：【Zoom視聴】HP申込［12/13（月）必着・年齢、
メールアドレスも記入・
多数抽選］
【会場視聴】往復ハガキ［12/13（月）必着・年齢も記入・1枚1人まで・多数抽選］
※HP申込可 問合せ：東部生涯学習センター 054-263-0338

静岡県埋蔵文化財センター巡回展

弥生サイエンス〜弥生研究の新たな視点〜
静岡県埋蔵文化財センターが所蔵する弥生時代以降の遺物の展示を中心に、
自然科学と連携した最新の考古学研究の成果を公開します。
日 程：西奈生涯学習センター（リンク西奈）
2/2(水)〜2/24(木)、9：00〜21：30
大里生涯学習センター
3/2(水)〜4/27(水)、9：00〜21：30
会 費：無料
申 込：不要。直接会場へ
問合せ：西奈生涯学習センター（リンク西奈）054-265-2468
大里生涯学習センター
054-283-1698

※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、平沢について特集します。

ことが言われ出したのである ︒こ
駿 河 区の県 立 美 術 館・県 立 大
ういう 伝 説は︑各 地に残 るが︑静
学の西側に
﹃ひらさわ﹄
という地域
岡 市 内にも あるというのが面 白
がある︒大 通りから外れているの
い︒人々の﹃ 祈り・願い﹄をかなえ
で︑あまり知られていないが︑
ここ
てくださるということが︑
いまも広
は知る人ぞ知る名所なのだ︒
がっているのが愉快である︒
そこに
﹃ 平 沢 観 音さま ﹄が鎮 座
あまり賑やかなところではない
しておられるのだ︒観 光 地と異な
が︑県 立 美 術 館・県 立 大 学に行か
り︑まったく 宣 伝 をしないが︑ 千
れたときは︑
この﹃ひらさわ ﹄を尋
二 百 年 前に聖 武 天 皇により建 立
ねることをお薦めしたい︒観光パ
された由緒ある寺院なのである︒
ンフや観光案内書にはほとんど採
天皇がご病気になられた時︑行
用されていないが︑一帯は静かなと
基上人が夢のお告げで︑駿河の国
の楠の木で観音菩薩七体を彫り︑ ころで ︑南に出 ると﹃ 久 能 山 ﹄や
ご回 復を祈ったところ ︑天 皇がご ﹃ 日 本 平 ﹄に行けるのであ る ︒こ
﹃ひらさわ﹄を知っている静岡人
全 快 なさったということが伝わっ の
も多くない︒
ている︒
そのうちの一体をこの寺に︑残
●
健康で長命希望の願いも
りを 安 倍 郡 内の各 寺に安 置した
ただ言っておきたい事は︑車や自
といわれている︒
いわゆる﹃ 安 倍七
転 車の類いでも行ける事である︒
観音霊場 ﹄
である︒
この谷から北を見れば︑静 岡の名
勝﹃ 竜 爪 山 ﹄をはじめとする山々
●隠れた
﹃ 聖地 ﹄
の気品
も望めるし︑
のどかな田園 風 景が
以来 ︑多くの人々に信仰されて
続くのである︒
きた由緒がある︒
風 水から言うと︑心が爽やかに
いま有名なのは同じく平澤寺に
なり︑気分が一新できる地域であ
まつられている
﹃ 地蔵さま﹄
で︑﹃ 身
る︒なによりも﹃ 観 光 地 ﹄
でないの
代わり地 蔵・延 命 菩 薩 ﹄と呼ばれ
がいい ︒そしてあまり知られてい
ている︒面白いのは︑室町時代︑駿
ないのが 愉 快 で あ る ︒精 神 的 な
河で疫 病が流 行ったとき ︑ちょう
もあるのだ︒
ど﹃ 田植えどき ﹄であったが︑それ ﹃ 充足感 ﹄
そうそう ︑観 音 様だから﹃ ご開
ができなかったという ︒ 困った村
帳 ﹄も当 然あり︑それは七年 に 一
人は︑早 く 回 復し︑田植えができ
回となっている︒次回は二〇二八年
るよう︑
この地蔵さまに祈ったとい
の四月である︒ご本尊はキチンと
う︒
しておられ︑由 緒 正しき仏さまで
すると祈った翌日 ︑何と田植え
あることが分かる︒
の 済 んでいない田 んぼに も 苗 が
誤 解 ないように言っておきたい
青々と植えられていたというのだ︒
が︑
ここには
﹃ 身 代わり地 蔵さま ﹄
そして︑
この地 蔵さまにお参りし
と﹃ 延 命 地 蔵 尊 ﹄という 極 めて
てみると︑なんと地 蔵さまの脚に
凛々しい仏 様 もおられるので あ
ドロが付いており︑願いを聞いて助
る︒いつ行っても︑境内は綺麗で︑
けてくださったのだと知れたとい
爽やかな 気 分にも なれるのだ ︒
う︒
拝 観 料など不 要なのも嬉しい ︒
●今なおあつい信仰あつめる
まずお参りしてみよう！
ここから
﹃ 身代わり地蔵 ﹄
という
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(静岡県立大学名誉教授)

髙木桂蔵

駿河区 平澤寺

さわ

平 沢

ひら

平澤寺

次回もお楽しみに。

中安モモ展
ヒ

ロ

バ

「Art@ 東静岡」の第 3 回企画展を開催します。
不思議な「超獣」たちが、
ヒロバに出没。
図画工作家・中安モモが、冬のヒロバを彩ります。

入場無料

2022年1月29日（土）

開催時期

30日（日）

開廊時間：10：00〜16：00
※雨天中止
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)
●東静岡アート＆スポーツ/ヒロバ
静岡市葵区東静岡1-3-76
JR東静岡北口すぐ・静鉄長沼駅から徒歩約4分
※駐車場あり
（有料）

前回写真

入場無料

新文化島
〜探検・発見・出会いのフェスティバル〜
2022年

2月26日（土）11：00〜18：30
27日（日）10：00〜18：00

開催時間決定

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）
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。
イベントHPはこちら
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 共催：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 後援：静岡市教育委員会
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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
●開館時間／10：00〜18：00（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
●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
年末年始休館日：12月29日
（水）〜2022年1月3日
（月）
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

1月

入場無料

主 …主催

問 …お問合せ

4 火〜 7 金

5水〜 7

金

令和4年 第44回 県内大学書道教官と
特別招待作家による新春書展

第29回 静岡県書道連盟中部支局
新春書作家展

10：00〜17：00
(初日12：00〜、最終日15：00まで)

10：00〜17：00
(最終日15：00まで)

第1展示室

主
問

県大学書道学会
054-271-6501 杉山

8 土 〜 11 火

主
問

静岡県書道連盟
054-353-3506 杉山

8 土 〜 11 火

ふじのくに芸術祭 第29回委嘱作家展

第1・2・3・4展示室

10：00〜17：00
(初日13：00〜、最終日15：30まで)

第2・3・4・5展示室

主
問

ＪＡ共済静岡県小・中学生
書道・交通安全ポスターコンクール
第5展示室
金賞作品展示会
10：00〜17：00
(初日13：00〜、最終日15：30まで)

静岡県書道連盟
054-246-0924 石川

主
問

全国共済農業協同組合連合会 静岡県本部
054-284-9802 普及企画課

24 月 〜 30 日

24 月 〜 30 日

静岡県退職校長親和会 静岡支部
ゆうゆう趣味展

巴川酒版倶楽部 30周年回顧展

第2展示室

10：00〜17：00
(初日13：00〜、最終日15：00まで)

主
問

県退職校長親和会 静岡支部
090-5628-8470 本間

10：00〜17：00
(初日14：00〜、最終日16：00まで)

主
問

25火 〜 30 日

31月 〜 2 6 日

静岡市明るい選挙啓発
ポスターコンクール展示会

第51回 静岡独立書展

10：00〜17：00
(初日13：00〜、最終日15：00まで)

主
問

第1展示室

10：00〜17：00
(初日14：00〜、最終日16：00まで)

静岡市選挙管理委員会事務局
054-221-1138

主
問

第3展示室

巴川酒版倶楽部
090-3939-6267 岸上

第1・2・3・4・5展示室

静岡県独立書人団
090-3481-0539 池谷

2021年11月11日現在 ※記載の内容は、主催者の都合により変更・追加・中止されることがありますので、
ご了承ください。

文化芸術アウトリーチプログラム事業
公益財団法人静岡市文化振興財団

事務局

福原 綾花

箏の音色と共に響く子ども達の澄んだ声…。コロナ禍により文
化の姿も大きく変容しつつあるが、人の感情にダイレクトに通ずる
ものは、
昔も今も、
そして、
これからもきっとそう大きくは変わらないの
であろう。
令和３年度より新たに着手した「文化芸術アウトリーチプログラ
ム事業」。子ども達が、
取り巻く環境や機会の有無に左右される事
なく、幅広い文化芸術に気軽に触れる事が出来る機会創出を目
的とした事業だ。
これまでに、
市立こども園での箏のアンサンブルコンサート、
放課
後子ども教室での和太鼓のコンサート、静岡市適応指導教室で
二胡・箏によるコンサート、
全６回を実施してきた。
初めての箏を前に緊張している子ども達の表情、普段おとなし
い生徒達が目を輝かせながら楽器について、演奏について、積極
都合により内容を変更する場合があります。
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的に質問している姿を目にし、
私自身もパワーをもらった日々だった。
ところで、舞台の文化芸術を鑑賞する参加募集型の事業ではな
く、
「アウトリーチ」
という手法で実施する事の意義は何だろうか。私
はこれまでのコンサートを通じて、
アウトリーチ事業には、
「演奏者」
と
「鑑賞者」の間に「繋がり」が出来る事に意義があるのではないかと
考えている。
遠く舞台上ではなく、
目の前に演奏者がいて、
生演奏を聴き、
感性
が刺激され、
その楽器について「知りたい」、
自分も
「演奏してみた
い」、
そんな気持ちを駆り立てられる。そして、
その疑問や要望を投
げかけると経験を踏まえた活きた応えが返ってくる。演奏者と鑑賞
者の距離が近いアウトリーチは、文化芸術をより身近に感じさせ、単
なる
「鑑賞」
としてではなく、受け手側の「実体験」
として記憶に残り
やすいのではないだろうか。
モノや情報が溢れていて足元を見失いがちな現代。
自分が夢中
になれるものは、案外身近なところに転がっていて、
ふとしたきっかけ
で人生に夢や希望を与えてくれるものとなる。そんな「きっかけ」
をこ
れからもこの文化芸術アウトリーチプログラム事業で提供していきた
いと思っている。

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。●新型コロナウイルス感染症等の影響により営業時間等に変更が生じる場合がございま
す。最新の状況は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
17：00〜25：00、
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
水〜金18：00〜24：00、土・日15：00〜24：00、
月・火曜日定休

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。

26 呑みや 闇よ棚
ビール1杯目を割引価格にて提供
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

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

TEN ROSEs（テンローズ）
店内商品10％oﬀ

地図に記載はありません。

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

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 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

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

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

32 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

34 FIESTA GARCIA（フィエスタ ガルシア）
クラフトビール1杯目100円引き
TEL.080-6924-3379 静岡市葵区七間町11-5 イマココビル1F
水〜土 18：00〜24：00、
日 15：00〜21：00、
月曜日・火曜日定休

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）

36 中西ガレージ
駐車料金 100円引券プレゼント

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

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

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

39 ポーラ ザ ビューティ
静岡店（1F）
TEL.0120-566-227

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

43 ECC外語学院
葵タワー静岡校（7F）
TEL.054-254-6144

40

10：00〜18：00
水曜日定休

TEL.054-275-1560

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

11：00〜15：30
（L.O.15：00）

そば処 岩久本店（B1） 17：00〜21：00（L.O.20：30）

42

入船鮨

※1月1日、火曜日定休

全品5％oﬀ

11：00〜21：00
葵タワー店（B1）無休（ただし、12月31日と1月1日は休業）

TEL.054-251-9178

ランチ：スタンプ2倍
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11月11日現在）

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

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

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

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

17

「 チ ケットで スマイル 」加 盟 店 の 情 報 は 、
（ 公 財 ）静 岡 市 文 化 振

その他詳細は
こちらから！

興 財 団 が 毎 月 発 行 す る「 し ず お か E V E N T N E W S 」
（毎月
7 , 5 0 0 部 発 行 ）に 掲 載 し 、静 岡 音 楽 館 A O I 、静 岡 科 学 館 る ･ く･
る 、静 岡 市 美 術 館 の 3 館で 配 布するほか 、市 内 公 共 施 設 、近 隣 市 町
村文化施設、
「 チ ケットで ス マイル 」加 盟 店 等 を 中 心 に 配 布 して
い ま す。お 店 の 広 報 に ぜ ひご 活 用ください 。
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