静 岡 文 化 情 報 誌 しずおかイベントニュース

し ず お

静岡市内の文化施設・生涯学習施設で実施するイベントを紹介。
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CONCERT SERIES

静岡音楽館AOI

コンサートシリーズ 2022-23

2022-23

第1期 発売開始！
！
一般発売

3/5

土

静岡音楽館倶楽部会員先行発売2/26（土）
より

提供＝独立行政法人日本芸術文化振興会国立文楽劇場

©Ben Russell
©Ryoichi Aratani

写真：尾形正茂

© 井上写真事務所 井上嘉和

静岡音楽館AOI

静岡市民文化会館 「令和4年度 静岡市民文化会館 自主事業」ほか―P❸−❹

コンサートシリーズ2022-23

第1期 発売開始!!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。

静岡市清水文化会館マリナート「冨田伊織 新世界『透明標本』展」ほか―P❺−❻
静岡市美術館 「スイス プチ・パレ美術館展 花ひらくフランス絵画」ほか―P ❼−❽
静岡科学館る・く・る テーブルサイエンス
「のぞいてみよう！温度変化の世界」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「追手町」―P ⓭
令和4年度文化振興事業費助成制度 申請者募集 ―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

2022-23

コンサートシリーズ 2022−23
第1期 発売開始！
！

3/5（土）より発売（静岡音楽館倶楽部先行発売2/26（土）より）

ランチタイムコンサート

梯剛之・プレイズ・ゴルトベルク変奏曲

5/26

全指定￥1,800
木 （会員￥1,620、
22歳以下￥1,000）

11：30開演（10：45開場）※12:30終演予定

曲 目／J.S.バッハ：ゴルトベルク変奏曲
出 演／梯剛之
（ピアノ）

BWV988

写真：尾形正茂

オーケストラを聴こう

フランス音楽の色彩、
ロマン、
そしてモデルニテ
〜C.フランク 生誕200年〜

6/26

©Ryoichi Aratani

©Ben Russell

全指定￥6,000

日 （会員￥5,400、22歳以下￥1,000）

16：00開演（15：15開場）

曲 目／ O.メシアン：七つの俳諧*
C.サン＝サーンス：チェロ協奏曲第1番 イ短調 op.33
C.フランク：交響曲 ニ短調 FWV48
出 演／沼尻竜典
（指揮）
カミーユ・
トマ
（チェロ）
石井楓子
（ピアノ）
*
京都市交響楽団
（管弦楽）

© 井上写真事務所 井上嘉和

義太夫・鶴澤藤蔵 三味線の世界

7/9

全指定￥3,500

土 （会員￥3,150、22歳以下￥1,000）

14：00開演（13：15開場）※16：30終演予定

［第1部］
「三味線組曲」太棹の響き 構成・編曲：鶴澤藤蔵
出 演／ 鶴澤藤蔵 鶴澤清志郎 鶴澤清馗 鶴澤清𠀋
鶴澤友之助 鶴澤清公 鶴澤清允
［第2部］
「素浄瑠璃」近頃河原の達引 堀川猿廻しの段
出 演／ 豊竹呂勢太夫
鶴澤藤蔵
ツレ 鶴澤清志郎

鶴澤藤蔵
提供＝独立行政法人日本芸術文化振興会国立文楽劇場
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※都合により内容を変更する場合があります。

豊竹呂勢太夫

〒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。

スペシャル・コンサート

オルガン￥500コンサート

夏休みコンサート 浅井美紀 水谷晃×TAIRIK ヴァイオリン・デュオ

7/27水

〜2本のヴァイオリンで奏でるクラシック名曲集〜

8/20

全自由￥500

（会員割引なし）

11：30開演
（10：45開場）
※12：30終演予定

曲 目／G.F.ヘンデル：オラトリオ《ソロモン》

HWV67より
〈シバの女王の入城〉

A.メンケン：輝く未来（映画「塔の上のラプンツェル」より）
R.ニューマン：君はともだち（映画「トイ・ストーリー」より）ほか

※3歳児からご入場いただけます
（チケットが必要です）
。

出 演／浅井美紀
（オルガン）
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14：00開演
（13：15開場）

曲目／W.A.モーツァルト：ヴァイオリンと
ヴィオラのための二重奏曲ト長調 K.423 より
（《わが祖国》より）
B.スメタナ：モルダウ
P.サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン op.20 ほか
出演／水谷晃
（ヴァイオリン）
TAIRIK
（ヴァイオリン、
ヴィオラ）

水谷晃

4月

3

全指定￥3,000

土 （会員￥2,700、22歳以下￥1,000）

TAIRIK
主 …主催 問 …お問合せ

日

静岡大学吹奏楽団スプリングコンサート2022
ホール

(15：30)16：00〜18：00

一般800円(前売500円)、
新大学1年生・高校生以下無料

シャルロット・ワールドコンサート2022

土

20 水

ホール

問 090-8023-3680

主 望月 麻衣
問 090-7679-4095

(13：30)14：00

無料(どなたでも)

サークル“この1曲”をとことん語る
講堂

主 静岡大学吹奏楽団

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

19：00〜20：30

無料(要申込)

コンサート・シリーズ2022-23 第1期のご案内
静岡音楽館AOI 学芸員

関本 淑乃

新型コロナウイルス感染症が最初に報告されてから早2年。未
だ収まりを見せず、公演は常に中止の危機と隣り合わせにある。
公演を終えるその日まで、
それこそ最後は祈るような気持ちだ。
このコロナ禍、
いわゆるお家時間が増えたこともあり、
自宅で楽
器に親しむ人が増えていると言う。新たに始める人もいれば子
どものころに習っていた楽器を再開する人もいるそうだ。
そういえ
ば、子どものころの習い事で多いのがピアノ。チェルニーやバッハ
に苦しめられた人もいるのでは。私のまわりにも嫌いな作曲家に
バッハを挙げる友人がいた。私自身、嫌いではないけれど好きで
もない、
というのがバッハに対するスタンスだったのだが、
バッハも
いいなと思うようになったきっかけのひとつが《ゴルトベルク変奏

曲》。アリアと30の変奏曲から成るこの作品は50分近くを要する
大曲だ。不眠症のとある伯爵のためにかかれただけあって、穏
やかで心洗われる。もしかしたら今の世の中にぴったりなのでは
ないだろうか。5月に催される
「ランチタイム･コンサート 梯剛之・
プレイズ・ゴルトベルク変奏曲」でその心地よさを体感してほしい。
第1期はそのほか、生誕200年を迎えるセザール･フランクをメ
インに、
サン=サーンス、
メシアンというフランスの作曲家のオーケ
ストラ作品で構成した「オーケストラを聴こうフランス音楽の色
彩、
ロマン、
そしてモデルニテ」
（6/26）、繊細な音からダイナミック
な音まで、多様な音色を持つ太棹三味線の魅力にふれることが
できる
「義太夫・鶴澤藤蔵 三味線の世界」
（7/9）
をご用意した。
いずれも、ぜひお聴きいただきたいプログラムだ。
こんな状況だが、
いや、
こんな状況だからこそ、上質な音楽で
心が満たされることを願ってやまない。

※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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令和4年度 静岡市民文化会館 自主事業
静岡市民文化会館では、今年度も多岐に渡る自主事業を
予定しています。
今回はその中から一部を抜粋してご紹介！

【演劇】

ラウドヒル計画「FLASH！〜アベハナネヴァーエンド〜」
7月2日(土)、3日(日)
静岡市民文化会館で継続している市民参加型事業”ラウドヒル計
画”から
「FLASH！」
を再演します。
安倍川花火大会をテーマに描かれる希望の物語を、是非お見逃し
なく！

【音楽】

牛田智大＆松田華音 2台ピアノコンサート
7月18日(月・祝)

若手天才ピアニスト2人によるピアノ公演です。
ロシア出身
作曲家の名曲を中心に幻想的で優雅なピアノの世界をお
楽しみください。

【古典芸能】

牛田智大

松田華音

野村万作

野村萬斎

千田嘉博

春風亭昇太

〈狂言〉野村万作・野村萬斎狂言公演
8月30日(火)

人間国宝の野村万作さん、人気の高い野村萬斎さんらの
公演です。本格的な狂言公演を堪能できる良い機会にな
ること間違いありません。

【静岡市歴史博物館開館記念事業】
歴史講座『駿府城からはじまる未来の静岡（仮）』

9月23日(金・祝)

城郭考古学者の千田嘉博さん、落語家の春風亭昇太さん
をお招きして歴史講座を開講します。静岡市歴史博物館
をより楽しむため、
ぜひご参加ください。
各催事の詳細は、決定次第、
当館のホームページ等でお知らせいたします。
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。
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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。

4月【ホール】

主 …主催 問 …お問合せ

学校法人 静岡理工科大学

7

静岡デザイン専門学校 令和4年度入学式
主 静岡デザイン専門学校

木

問 054-252-1766

中ホール

（12：30）13：30〜15：00

関係者のみ

静岡市民劇場第435回例会

劇団民藝『グレイクリスマス』鑑賞会

20 水 〜 21 木

主 NPO法人 静岡市民劇場
問 054-253-6839

中ホール

＜4/20＞（18：00）18：30〜21：00
＜4/21＞（12：30）13：00〜15：30

会員のみ

【展示室】

『現代書写』創刊500号記念書展

7 木 〜 10 日

主 日本書道教育協会

（小林）
問 054-287-2411

A・B・C展示室 10：00〜17：00 最終日は15：00まで 入場無料

アロハスタンダード新作ドレス展示会＆販売会

16 土

主 アロハスタンダード
問 06-6266-2055

A展示室

10：00〜16：30 入場無料

龍賓書道会静岡玄燿社展

22 金 〜 24 日

主 龍賓書道会 静岡玄燿社
問 090-3857-3401
（事務局：杉浦）

B展示室

9：00〜16：30 最終日は15：00まで 入場無料

※都合により内容を変更する場合があります。
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冨田伊織

新世界『透明標本』展

ようこそ、美しくも不思議な世界へ
「標本」
という印象からはあまりにもかけ離れた美しさは、
まるで鉱物によって形作られたかのような美しさです。
たんぱく質を酵素により分解し、肉質を透明に、そして硬骨を赤紫、軟骨を青色に染色をするという骨格研究の手法
をベースとし、“本物の生物標本”でありながら「命」をより身近に感じる“造形作品”としての魅力も合わせ持つ「透明
標本」。学術標本としてだけでなく、気軽に感じられるサイエンスの入り口として、芸術やアート作品として、
または
哲学の扉として、今までにない新しい形で展示します。

4/2

土

〜

5/8

日

10：00〜17:00（入場は16：30まで）

会
料

※月曜休館 [ただし5/2(月)は開館]
場：静岡市清水文化会館マリナート １F ギャラリー
金：一般
1,000円(800円)
小・中・高生
700円(600円)
2歳以下
無料
3歳以上
500円(400円)
＜チケット取り扱い＞ 好評発売中！
・ マリナート窓口 （9：00〜22：00 月曜休館、

月曜祝日の場合は翌平日休館）

・ チケットぴあ ［Pコード：993-530］店頭 セブンイレブン、ファミリーマート
・ ローソンチケット［ Lコード：45119］店頭 ローソン、ミニストップ
・ イープラス 店頭 セブンイレブン、ファミリーマート

前売券の発売は4/1（金）23：59まで。
4/2（土）〜プレイガイド、
マリナート窓口とも当日料金となります。

※( )内は前売、全て税込
※障がい者の方は手帳のご提示で、
ご本人様のみ無料
※コンビニエンスストアは店内設置の端末で購入。
発券はチケット代金以外に発券手数料等かかります。

主 催：静岡新聞社・静岡放送、静岡市清水文化会館マリナート
お問合せ：静岡市清水文化会館マリナート
054-353-8885
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※都合により内容を変更する場合があります。

透明標本作家：冨田 伊織（とみた いおり）
北里大学水産学部水産生物科
学科卒業。北里大学水産学部在
学中に、研究用の透明骨格標本
に魅せられ独自に制作を開始。
2008年５月、透明標本作家とし
て活動開始。日本国内はもちろ
ん、世界中で注目を集めている。

【会期中イベント】

冨田伊織氏 講演会

開催決定！

日 時：4/2(土)13：00〜14：00
会 場：静岡市清水文化会館マリナート 小ホール
定 員：250人
料 金：無料 ※要事前申込
詳しくは、静岡新聞に掲載される広告やマリナート
HPをご覧ください。

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。

4月【ホール】

2
3
3
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主 …主催 問 …お問合せ

藤井フミヤ CONCERT TOUR 2021〜2022 十音楽団

土

問 054-284-9999

大ホール（15：00）16：00 指定席 8,800円

SUPER BEAVER『東京』Release Tour 2022
〜 東京ラクダストーリー 〜

日

大ホール（17：00）18：00 指定席 6,800円

主 サンデーフォークプロモーション
問 054-284-9999

予定枚数終了

第29回 しみず寄席

日

主 サンデーフォークプロモーション

主 清水落語王国
問 （株）
ベイプレスセンター

小ホール（13：30）14：00〜16：00 自由席 2,000円 ※未就学児入場不可

野乃華会発表会

土

小ホール（14：45）15：00〜20：00

主 野乃華会
問 054-366-4077

関係者のみ

A.K.T ballet K studio 発表会2022 〜小品集〜

10 日

大ホール（14：00）14：30〜17：30 自由席 無料 ※要整理券

第17回静岡県マンドリンフェスティバル

17 日

054-351-0511

大ホール（13：00）13：30〜16：00（予定） 自由席 無料

主 A.K.T ballet K studio
問 伴野 090-2773-5180

主 静岡県マンドリン

フェスティバル実行委員会

問 shizuoka.mandolinfestival

@gmail.com

【ギャラリー】

4

5

2土 8
〜

日

冨田伊織 新世界
『透明標本』
展
全面

10：00〜17：00 ※入場は16：30まで ※月曜休館[ただし5/2(月)は開館]
一般1,000円(800円) 小・中・高生700円(600円) 3歳以上500円(400円) ※2歳以下無料
※( )内は前売料金・税込 ※障がい者手帳等をお持ちの方は、
ご本人様のみ無料

エヴァンゲリオン展 VISUAL WORKS 静岡
−クリエイターたちの魂の仕事に迫る
静岡市清水文化会館マリナート 清重 友紀子

巨大な人型人造兵器に乗った少年少女らが、未知の生命体である
使徒と戦う
「エヴァンゲリオン」。1995年にテレビシリーズが始まり、謎め
いたストーリーと映像美で社会現象を巻き起こしました。2007年からは
映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」
シリーズがスタートし、2021年には4
作目となる最終作『シン・エヴァンゲリオン劇場版』
が公開され、興行収入
100億を突破する快挙を達成、物語は結末を迎えました。
今回の展示では、大ヒットアニメ
「エヴァンゲリオン」の映像美に、貴重
な原画や制作資料から迫り、
「 新劇場版」
シリーズの設定資料や手書き
の生原画約300点を通して、進化し続ける映像表現を生み出すクリエイ
ターの作品作りにかける情熱や美意識やこだわりを伝えました。
アニメーションはたくさんのクリエイターで作り上げていきます。新劇場
版で実際に使用された原画は、
アニメーターたちの技術と芸術の結晶で
す。動きのポイントとなるポーズが、
１つ１つ魂を込めて、鉛筆の手描きで

主 静岡新聞社・静岡放送

静岡市清水文化会館マリナート

問 静岡市清水文化会館マリナート

054-353-8885

描かれています。アニメーターが何を感じ、
どう考えて描いたのか、
そんな
副次的な情報も宿っています。多くの人々の心を動かした
「エヴァンゲリ
オンの作品制作の裏側」
と
「クリエイターたちの魂の仕事」の迫力を、
そ
の目で感じることができました。
原画展示ではほとんどのエリアが
撮影OKで、多くの人が足を止め、
ひ
とつひとつの作品をじっくりと見入っ
ていました。原画以外にも、登場人
物の等身大フィギュアも多数展示さ
れ、
フォトスポットとしても大人気。ま
た、静岡の模型会社4社による特別
展示、
ご当地コラボ商品の限定販
売やコラボカフェなど、楽しい企画が
盛りだくさんで、約1か月の会期で
1.6万超のご来場者で賑わいまし
た。

※都合により内容を変更する場合があります。
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スイス プチ・パレ美術館展

花ひらくフランス絵画

スイスのジュネーブにあるプチ・パレ美術館は、工業用ゴムの製造で財を成したオスカー・ゲーズ氏によって1968年に創設さ
れました。
「平和に奉仕する芸術」
という理念のもとに収集されたコレクションは、19世紀後半から20世紀初頭のフランス絵画
で構成されています。ゲーズ氏が亡くなった1998年以降、美術館は休館状態に入り、各国の展覧会に出品協力をしてきまし
た。同館の所蔵品が30年ぶりにまとめて来日する本展では、65点の油彩画によってフランス近代美術の軌跡をたどります。
19世紀後半から20世紀初頭のパリでは、移ろいゆく自然を活写した印象派、科学と美術を融合させた新印象派、平坦な色面
で神秘的な世界を表したナビ派、色彩の解放を謳ったフォーヴィスム、幾何学図形で画面を構成したキュビスム、個性豊かな
芸術表現を開拓したエコール・ド・パリなど、様々な美術潮流が生じました。オーギュスト・ルノワール、モーリス・ドニ、
ラウル・
デュフィ、
アンドレ・ロート、
モーリス・ユトリロ、藤田嗣治ら、38作家による名品をぜひご覧ください。

4 9

6 19

会
期：
月
日
（土）ー
月
日
（日）
休 館 日：毎週月曜日 ※ただし5月2日(月)は臨時開館
開館時間：10：00−19：00(入場は閉館の30分前まで)
観 覧 料：一般 1,400（1,200）円、
大高生・70歳以上 1,000（800）円、中学生以下無料
お得な一般前売ペアチケット2枚1組 2,200円
（ ）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・一般前売ペアチケット： 2月26日
（土）
から4月8日
（金）
まで販売
［前売り券 取扱場所］
静岡市美術館、ローソンチケット[Lコード: 45230]
セブンチケット[セブンコード: 093-071]、チケットぴあ[Pコード: 685-968]
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、中日新聞販売店
［一般前売ペアチケット 取扱場所］
静岡市美術館、
ローソンチケット[Lコード: 45231]
セブンチケット[セブンコード: 093-048]、チケットぴあ[Pコード： 685-969]
中日新聞販売店
＊当日ペア割チケットの販売はございません。
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、在日スイス大使館、K-mix
企画協力：株式会社ホワイトインターナショナル

モーリス・ユトリロ《ノートル=ダム》1917年
モーリス・ドニ《休暇中の宿題》1906年
油彩／カンヴァス
油彩／カンヴァス
すべてスイス プチ・パレ美術館 ASSOCIATION DES AMIS DU PETIT PALAIS, GENEVE
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※都合により内容を変更する場合があります。

オーギュスト・ルノワール《詩人アリス・ヴァリエール=メルツバッハの肖像》
1913年 油彩／カンヴァス

アンリ・マンギャン《ヴィルフランシュの道》1913年
油彩／カンヴァス

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。

【関連イベント】
講演会
「光と色彩の世紀

印象派からエコール・ド・パリへ」

成城大学名誉教授・広島県立美術館館長の千足伸行氏を招き、印象派からエコール・ド・パリに至るフランス近代美術
の流れについてお話しいただきます。

4 16

日
時： 月
日
（土）14：00−15：30（開場 13：30）
講
師：千足 伸行 氏（成城大学名誉教授・広島県立美術館館長）
会
場：静岡市美術館 多目的室
定
員：50名（予定）
参 加 料：無料
申込締切：3月31日
（木）必着 ※申込方法の詳細は静岡市美術館ホームページをご覧ください。

当館学芸員によるスライドトーク
担当学芸員が展覧会の見どころを解説します。
日
会
定
参 加

5 1

6 5

時： 月 日
（日）、 月 日
（日） 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10：30より整理券を配布、定員になり次第配布終了。

Shizubiシネマアワー vol.29

『タイムトラベル、美しき時代のパリへ！』
（アレクシス・ミシャリク監督／2018年／フランス／112分）
①『シラノ・ド・ベルジュラックに会いたい！』
（ミッシェル・オスロ監督／2018年／フランス、ベルギー、
ドイツ／94分）
②『ディリリとパリの時間旅行(字幕版)』

日
会
定
参 加

5 7

5 8

時：① 月 日
（土）② 月 日
（日） いずれも14：00−
（開場13：30）
場：静岡市美術館 多目的室 ※簡易の映像設備での上映になります。
員：各回50名
料：各回500円
※4月16日
（土）10：30より静岡市美術館受付にて
「シネマ整理券」
を配布（1人2枚まで。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。
企画協力：（株）
サールナートホール

『シラノ・ド・ベルジュラックに会いたい！』

© LEGENDE FILMS ‒ EZRA ‒ GAUMONT - FRANCE 2 CINEMA ‒ EZRA NEXUS FACTORY - UMEDIA, ROSEMONDE FILMS - C2M PRODUCTIONS

『ディリリとパリの時間旅行』

© 2018 NORD-OUEST FILMS ‒ STUDIO O ‒ ARTE FRANCE CINEMA ‒ MARS FILMS ‒
WILD BUNCH ‒ MAC GUFF LIGNE ‒ ARTEMIS PRODUCTIONS ‒
SENATOR FILM PRODUKTION

※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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〒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）
←る・く・るHPはこちらから
臨時休館日：4月5日(火)、12日(火)

申込のいらないイベント
※参加費、申込などの表記がないものは申込不要、
どなたでも無料(入館料別途)で参加できるイベントです。

テーブルサイエンス

のぞいてみよう！温度変化の世界
4

2

土

3

日

10 日

時 間：12：00、13：00、14：00、15：00
（各回20分程度）
対 象：どなたでも

スタッフとお話ししながら
目の前で実験を見て、
科学のふしぎや楽しさを
みつけよう！
温度が変わると何かが起こる？！
実験しながら考えよう！

サイエンスショー

メラメラ燃焼実験！サイエンスファイヤー
4

23 土 24 日

時 間：11：00、14：00
（各回30分程度）
対 象：どなたでも

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！
火について考えたことがありますか？
ものを燃やす迫力のある
実験ショーを楽しもう！

申込の必要なイベント

←お申込はこちらから

※申込フォームは締切の約1か月前から3週間前までに開設されます。

科 学 教 室 植物から紙を作ろう！

4

16 土

紙ってなにから作られているのかな？
自分で紙を作って調べてみよう！
顕微鏡での紙の観察にも挑戦します。

象：①小学校1、2年生とその保護者
②小学校3〜6年生
時 間：①10：00〜12：00 定 員：①10組 ②20人
②14：00〜16：00 参加費：1組または1人300円（別途入館料がかかります）
申 込：上記QRコードより申込3/26（土）締切（多数抽選）

科学茶房

4

17 日

時 間：
13：00〜15：00

9

対

忍者学トーク
「意外と忍者は科学的！？」
皆さんは「忍者」
というとどんなイメージがあるでしょう？
まきビシや煙でドロン？忍術？壁を上ったり天井に隠れて
情報収集？静岡出身の研究者が、忍者の歴史をひもときながら、
情報伝達方法など意外と科学的な忍者のヒミツを紹介します。
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：山田雄司さん(三重大学人文学部教授・
国際忍者研究センター副センター長)
申 込：上記QRコードより申込3/27（日）締切（多数抽選）

※都合により内容を変更する場合があります。

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

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

葵生涯学習センター（アイセル21）

4/27(水)〜来年3/15(水)

内

容

対

象

会

費

申込方法

楽しい歌やピアノ演奏と、参加者
同士の交流会です。お気軽にご参
加ください♪

3歳までの子と
その保護者
各回15組

各回1組100円

父と子で作る
母の日ハーバリウム

日頃の感謝を込めて、お母さんを
イメージしたハーバリウム作品を
お父さんとお子さんで作ります。

小学1〜3年生の子と
その男性保護者
10組

1組2,000円

4/17(日)必着
子の年齢も記入

歴史講座「合戦の舞台と
なった静岡の名城」

郷土静岡で合戦の舞台としてどの
様な役割を果たしたのか、静岡大
学名誉教授で公益財団法人日本
城郭協会理事長の小和田哲男氏
が数多く存在する城の中からピッ
クアップして紐解きます。

120人

1人2,500円

4/26(火)必着
年齢も記入

初心者のための
スマートフォン講座

スマートフォンの基本的な操作
と、代表的なアプリなどの活用方
法を学びます。

各15人

無料

（全12回）

4/29(金・祝)
10：00〜12：00

（全1回）

（全4回）

13：30〜15：30

【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）

おやこ音楽ひろば
〜音のおもちゃ箱〜

毎月1回水曜日に開催
9：45〜11：00

5/10(火)・24(火）
6/7(火)・21(火）

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

5/11(水)

①10：00〜11：30
②13：30〜15：00

（全1回）

5/24(火)
6/7(火)・18(土)・28(火）
7/5(火)

ちゃんと知りたい。
こどもの発達障害
（全5回）

10：00〜11：30

発達障害の症状が周囲から見え 発達障害の傾向がある子
(3歳〜小学3年)の
にくい「グレーゾーン」の子供に寄
1人1,500円
保護者30人
り添うため、関連する知識と適切
※託児あり
なサポートを学びます。
(1歳以上・有料・要予約)

生涯学習センター
HP申込フォームより
お申込みください
※詳細はお問合せ
ください。

開館時間／9：00〜21：30
休館日／第2・第4月曜日

4/20(水)必着
①②の希望も記入

4/23(土)
10：00〜・申込順

西部生涯学習センター
父と子どもの
フラワーアレンジメント

4/24(日)

10：00〜12：00

4/27(水)

①10：00〜11：30
②14：00〜15：30

（全1回）

父子で協力して春のフラワーアレ
ンジメントに挑戦しましょう。

3歳から未就学児と
その男性保護者
10組20人

1組2,500円

4/6(水)
10：00〜・申込順

各10人

無料

4/6(水)
14：00〜・申込順

4/7(木)
14：00〜・申込順

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

LINEの基本操作からスタンプ・写
真送信などの便利な活用術につ

体験！はじめてのLINE講座 いて体験しながら学びます。※講
（全1回）

座 で 使 用 す る ス マ ートフォン
（iPhone）は貸し出します。

4/28(木)
5/12(木)・26(木)
6/9(木)

Let's！脳トレおりがみ
（全4回）

折り紙を通して脳のトレーニング
に挑戦しましょう。

15人

1人1,000円

5/14(土)・7/9(土)
9/10(土)・11/12(土)
来年1/14(土)・3/11(土)

西部パソコンサロンへ
ようこそ

パソコンについての質問、相談に
市民ボランティアが一対一で対応
します。

どなたでも

1人300円

5/27(金)
6/10(金)・23(木)
7/1(金)・15(金)

ママだから考えたい
ライフプラン講座

後回しにしがちな自分の生き方や
働き方をキャリア・お金・からだの
視点で考えます。

13：30〜15：30

（全6回）

13：30〜16：30

（全5回）

10：00〜11：30

小学生以下の
子どもがいる
専業主婦または
1人1,000円
パート等勤務の
女性20人
※託児あり
（有料・要予約）

4/22(金)
10：00〜・申込順

東部生涯学習センター
・8(日）
5/6(金)・7(土）
10：00〜12：00

あさはたシネマ
happy
しあわせを探すあなたへ
（各1回、全3回）

心理学や脳医学の世界的権威たちと共
に、私たちがどのようにより充実感を得
て、健康で幸せな生活を手に入れること
ができるかを探求する映画「happyしあ
わせを探すあなたへ」の上映会を行いま
す。会場:あさはた緑地センターハウス会
議室(葵区赤松)

各20人

1人1,000円
(学割500円)

3/18(金)
10：00〜・申込順
または事前予約は
こちらから→
https://peatix.com/
group/10288014

5/13(金）

AOI探検ツアー

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

成人16人
(未就学児同伴不可)

無料

4/15(金)
10：00〜・申込順

5/13(金)・27(金)
6/10(金)・24(金)
7/8(金)・22(金)

おもてなしの実用英会話

外国人をもてなす際に役立つ簡
単だけど実用的な英会話を学び
ます。

成人16人
(未就学児同伴不可)

1人1,500円

4/8(金)
10：00〜・申込順

10：00〜11：30

5/14(土）

くねくねうごく
あおむしをつくろう

1人200円

4/16(土)
10：00〜・申込順

5/20(金)・27(金）
・17(金）
6/3(金)・10(金）

シニアのための
ヒップホップダンス講座

1人1,000円

4/22(金）
14：00〜・申込順

10：00〜12：00

（全1回）

（全6回）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

10：00〜12：00

13：00〜14：00

（全1回）

（全5回）

折り紙でくねくね動くあおむしを
4歳〜小学生20人
作ります。絵本『はらぺこあおむ (未就学児保護者同伴)
し』の読み聞かせもあります。

音楽に合わせて体を動かし、ヒッ
プホップダンスの優しい振り付け
を覚えて踊り、健康的な身体作り
を目指します。

60〜79歳までの人
20人

※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

5/25(水)
6/1(水)・8(水)

災害時の気象と
天気図の見方・書き方

気象の仕組みや過去の災害事例
の解説と共に、防災気象情報や天
気図の見方と書き方を学びます。

成人20人

1人500円

4/27(水)
14：00〜・申込順

5/28(土)
6/4(土)

体を整える呼吸法

女性の年齢に応じたホルモンバ
ランスの変化、体を整える食材、呼
吸法について学びます。

20〜50代の女性
12人

1人500円

4/28(木)
10：00〜・申込順

知っておきたい
「勉強」のはなし

子どもの発達や家庭学習の土台
づくりについて、全5回の講義をと
おして学びます。

5歳〜小学4年生
までの子の
保護者15人
※託児あり
(有料・要予約)

1人1,000円

4/13(水)
10：00〜・申込順

10：00〜11：30

はじめての科学あそび
葉っぱであそぼう！

静岡科学館スタッフと一緒に身近
な自然を観察しましょう。葉っぱを
使ってスタンプを作ったり、
こすり
出しをしてあそびます。

未就学児と
その保護者20組

無料

5/7(土)必着
子どもの年齢も記入

5/28(土)

四季の星座 〜春の巻〜

小学生以上30人
春の夜空の観望と星座の話。曇天
(小学生は保護者同伴)
時は室内で星の話をします。

無料

4/30(土)
14：00〜・申込順

シニア世代を対象としたマネープ
ランについて学びます。

無料

4/14(木)
10：00〜・申込順

14：00〜15：30

（全3回）

（全2回）

10：00〜12：00

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

5/18〜7/20
水曜日 期間中5回
10：00〜11：30

5/28(土)

18：30〜20：30

（全5回）

（全1回）

（全1回）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

西奈生涯学習センター（リンク西奈）
シニアのための
ライフプラン講座

5/12(木)・19(木))・26(木)
10：00〜11：30

5/17(火)・24(火)
10：00〜11：30

5/18(水)
6/1(水)

（全3回）

わが家と地域の防災対策 洪水や土砂災害などへの防災対

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日
無料

4/19(火)
10：00〜・申込順

1人1,000円

（全2回）

インターネット検索やLINEの使用
スマートフォン・
等、
スマホ・タブレットの基本操作 タブレットをお持ちの
初心者15人
や活用法を学びます。

4/20(水)
10：00〜・申込順

パソコン初級講座
エクセル編

Excelの基礎から簡単な計算式、 文字入力のできる人
14人
グラフ作成等を学びます。

1人1,000円

4/7(木)
10：00〜・申込順

（全2回）

基礎から学ぶ！
スマホ・タブレット講座

9：30〜11：30

60才以上20人

策を学びます。

30人

南部生涯学習センター

5/12(木)・19(木)・26(木)
6/2(木)・9(木)
10：00〜12：00

（全5回）

5/12(木)・19(木)・26(木)

パソコン初級講座
基礎編

6/2(木)・9(木)

（全5回）

13：30〜15：30

5/21(土)

10：00〜11：30

5/22(日)・29(日)
6/5(日)・12(日)・19(日)
9：30〜12：00

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

ローマ字入力やインターネットの
閲覧方法、簡単な文章作成を学び
ます。

講演会
さまざまなオーケストラの名曲を
「オーケストラを聴こう」 紹介し、オーケストラの魅力を学
（全1回）

デジタル一眼レフを
使いこなそう
（全5回）

パソコン初心者
14人

1人1,000円

4/7(木)
14：00〜・申込順

20人

無料

4/23(土)
10：00〜・申込順

一眼レフカメラを
お持ちの人
20人

1人4,000円

4/17(日)
10：00〜・申込順

びます。

プロカメラマンからデジタル一眼
レフカメラの機能や操作を学び
ます。

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

5/10(火)・24(火)
6/7(火)・21(火)
7/5(火)

親子で遊んで
英語を学ぼう!

5/12(木)・19(木)・26(木)
6/2(木)・9(木)

こどもが伸びる
親の関わり

（全5回）

10：00〜11：00

（全5回）

10：00〜11：30

親子で英語や海外の文化につい
て、遊びを通じて学びます。

子どもを伸ばすためにできること
は何か、様々な視点から考えます。

2歳〜3歳の子と
その保護者14組

1組1,500円

4/18(月)必着
子どもの年齢も記入

3歳〜小学3年の子の
保護者15人
※託児あり
(有料・要予約)

1人1,000円

4/7(木)
10：00〜・申込順

女性50人

1人2,000円

パソコンの
文字入力ができる人
14人

1人1,000円

4/19(火)
10：00〜・申込順

20人

1人3,500円

4/22(金)
10：00〜・申込順

大里生涯学習センター

5/11〜来年3/8
毎月 第2水曜日
19：00〜21：00

（全11回）

習得はもちろん、仲間づくりの場
としてもご活用ください。

5/20(金)・27(金)
6/3(金)・10(金)・17(金)

パソコン初級講座
エクセル編

エクセルの基礎から簡単な計算
式、
グラフ作成などを学びます。

5/29(日)

多肉植物の
寄せ植えをつくろう

色々な種類の多肉植物を使って、
お洒落な寄せ植えを作りましょう。

13：30〜15：30

13：30〜15：30
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一般教養から現代的課題まで幅

大里心の乙女塾
広いテーマを学ぶ、女性のための
〜女性のための教養講座〜 総合教養講座です。新たな知識の

（全5回）

（全1回）

※都合により内容を変更する場合があります。

4/12(火)必着

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）

5/7〜6/25

アカデ美和
こども英会話教室

毎週土曜日
10：00〜11：30

英語初心者の小学校1〜2年生に、
英語を好きになってもらうための
講座です。

（全8回）

小学1〜2年生
10人

1人2,500円

4/22(金)必着・
年齢(学年)も記入

5/11(水)・25(水)
6/8(水)・22(水)

親子で体験！
！リトミック

親子で楽しくリトミックを体験しま
せんか。簡単な工作もします。

1歳半〜3歳の子と
その保護者6組

1組800円

4/13(水)
10：00〜・申込順

5/14(土)

SDGsをまなぼう！

SDGsってなに？カードゲームで楽
しみながらSDGsについて学びま
す。

15人

無料

4/16(土)
10：00〜・申込順

中学生以上
(中学生は保護者同伴)
15人

1人1,500円

4/23(土)
13：30〜・申込順

（全4回）

10：00〜11：30

10：00〜12：00

（全1回）

水引で結ぶ
基本の梅結びを教わり、水引で
〜ブーケのブローチ編〜 ブーケのブローチを作ります。

5/21(土)

13：30〜15：30

（全1回）

水引で結ぶ
〜イヤリング編〜

5/28(土)

13：30〜15：30

中学生以上
基本の梅結びを教わり、水引でイ
(中学生は保護者同伴) 1人1,500円
ヤリングを作ります。
15人

（全1回）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

4/30(土)
13：30〜・申込順

健康文化交流館「来・て・こ」
（駿河生涯学習センター）
10：00〜11：30

スイーツデコで
母の日プレゼント！

メモスタンドにスイーツデコパー
ツを飾りつけて、母の日プレゼン
トを作ります。

4歳〜小学3年生の
子とその保護者15組

1組1,000円

4/16(土)
10：00〜・申込順

5/16(月)

ワンオペママの運動と
おしゃべり会5月

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。

3歳以下の子と
その母親16組

1組500円

4/25(月)
10：00〜・申込順

5/19(木)・26(木)
6/2(木)・9(木)・16(木)・23(木)

子育てママの
リフレッシュ体操・5月

母親15人

1人2,000円

（全6回）

子育て中の母親を対象とした講
座です。ストレッチ、軽運動をしな
がらリフレッシュしましょう。

4/21(木)
10：00〜・申込順

5/19(木)・26(木)
6/2(木)・9(木)・16(木)・23(木)

iPhone基礎講座5月

iPhoneの基本操作を学びます。

iPhoneを講座時に
持込み可能な人
10人

1人3,000円

4/7(木)
10：00〜・申込順

15人

1人5,000円

4/7(木)
14：00〜・申込順

運動指導に
興味がある人
10人

無料

5/7(土)

（全1回）

10：00〜11：30

（全1回）

10：00〜11：30

（全6回）

10：00〜12：00

5/19(木)
暮らしを楽しむ
6/2(木)・16(木)・30(木) 季節の手しごと〜春夏〜
7/14(木)・28(木)
（全6回）
14：00〜16：00

5/25(水)
6/8(水)・22(水)
7/6(水)・13(水)

運動でつながる
〜スキルを活かそう〜
（全5回）

10：00〜11：30

季節に合わせた天然素材で草木
染などの手仕事を楽しみましょう。
スキルを活かして運動講座の講
師をしてみませんか？講座企画の
ノウハウを学びます。

開館時間／9：00〜21：30
休館日／日曜日

静岡市生涯学習
センターHPからどうぞ
[5/8(日)まで]

南部勤労者福祉センター
◆パソコン講座

19歳以上または勤労者
日

各6人

時

休講日

パソコン講座

会費 ※施設使用料別途

OS

①

5/9〜6/13

月曜日10：00〜12：00

やさしいワード・エクセル基礎

（全6回）

Win10

3,500円

②

5/10〜6/28

火曜日19：00〜21：00

ワード入門

（全8回）

Win10

5,500円

③

5/12〜6/23

木曜日13：30〜15：30

エクセル入門

（全7回）

Win10

5,000円

④

5/9〜6/27

月曜日19：00〜21：00

エクセル中級

（全8回）

Win10

5,500円

⑤

5/13〜6/10

金曜日19：00〜21：00

パワーポイント入門

（全5回）

Win10

4,000円

⑥

5/24〜5/31

火曜日10：00〜12：00

パソコンに慣れよう ①

（全2回）

Win10

1,000円

⑦

6/14〜6/21

火曜日10：00〜12：00

パソコンに慣れよう ②

（全2回）

Win10

1,000円

4/15（金）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：

◆パソコン初心者の方を対象に、パソコン操作の疑問・質問に応える相談室です。パソコン初心者 各2人
日

時

休講日

パソコン講座

OS

会費 ※施設使用料別途

①

4/8

金曜日①13：30〜14：30 ②14：45〜15：45

初心者対象パソコン相談教室①

Win10

無

料

②

4/22

金曜日①13：30〜14：30 ②14：45〜15：45

初心者対象パソコン相談教室②

Win10

無

料

③

5/13

金曜日①13：30〜14：30 ②14：45〜15：45

初心者対象パソコン相談教室③

Win10

無

料

④

5/27

金曜日①13：30〜14：30 ②14：45〜15：45

初心者対象パソコン相談教室④

Win10

無

料

①②3/11(金)10：00〜、③④4/8(金)10：00〜電話受付・申込順 〒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：

◆サーキットトレーニング教室
日

時

4/4〜4/25
申込方法：

19歳以上または勤労者で健康な人 各10人

講

座

毎週月曜日11：15〜12：00

名

内

容

会

パンチやキックなどを組み合わせたサーキットトレーニング
教室です。初心者の方もお気軽にご参加ください。

費

300円 ※施設使用料別途

当日、直接会場へ 〒422-8021 静岡市駿河区小鹿二丁目25番45号 電話202-4300

未来に向けた文化の伝承
静岡市藁科生涯学習センター

納本

拓

藁科生涯学習センターでは「伝承」
をテーマに、
地域特有の文化が失わ
れないよう、
藁科地域の資源を活用した講座を実施しています。
その一つが竹を叩いて作る
「おかんじゃけ」です。
「おかんじゃけ」は竹を
金槌などで叩き、竹の繊維を裂いて髪の毛のようにして作る郷土玩具で、
かつては同じようなものが全国にあったようですが、今ではセンター近隣
の服織地域に残るのみとなっています。当センターではその地域の資源
を後世に伝えていくよう、単に「おかんじゃけ」を作るのみならず、技法を
利用したお正月飾り、竹筆、
アクセサリー作りの講座などを実施していま

す。また受講者の方に次の講座で教える側になってもらうことで、
「伝承」
の一端を担う人材を育成しています。
そして藁科といえば「お茶」の生産地として知られています。
その「お茶」
と
静岡の伝統工芸「駿河和染」を組み合わせた「お茶染め」に取り組んで
いる職人の方が服織地域にいらっしゃいます。当センターでは昨年度か
ら「お茶染め」の講座を実施し、伝統工芸の「伝承」
と、藁科地域の資源
でもある
「お茶」の魅力の発信に取り組んでいます。
また、藁科地域は歴史的な名所・旧跡が残っていますので、
その地域
の方に案内をしていただくウォーキング講座や、
その地域を取材した内容
をまとめた情報紙の発行を行っています。今後も藁科生涯学習センター
は、
地域文化の「伝承」に寄与できる取り組みを行っていきます。
※都合により内容を変更する場合があります。
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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、追手町について特集します。

葵文庫と静岡市歴史博物館

お

か

たつみやぐら

とう ただ

た教 育 機 関である﹁ 静 岡 学 問 所 ﹂の蔵 書
が基礎となっています︒これらは︑江戸時
代に︑幕府が運営したいくつかの高等教育
機 関の蔵 書であったものを 引き継いだも
ので︑当時の学問における最先端の水準に
あるものばかりでした ︒ 現 代に置き換え
ると︑国立図書館の蔵書が︑
まちの図書館
に引っ越してきたようなものと言えるで
しょう︒なお︑﹁葵文庫﹂
の名称は︑徳川家
の家 紋である﹁三つ葉 葵 ﹂にちなんだもの
です︒
これらの蔵 書を活 用しながら︑歴 史 資
料や郷土資料の保全や教育活動︑啓発活
動も行っていた葵文庫は︑本来の役割とし
て持っていた図書館としての運営に止まら
ず︑博物館が果たすべき役割も︑高いレベル
で実 現していたといえます ︒ 葵 文 庫が廃
止された後︑半世紀の時空を超えて︑同じ
場所に静岡市歴史博物館が建設される事
実を見るとき︑
これをあながち偶然のこと
ではないと思うのは私だけではないでしょ
う︒

静岡市歴史博物館完成予想図（静岡市提供）

森 昌俊（公益財団法人静岡市文化振興財団 学芸員）

静 岡 県 庁の西 側 ︑駿 府 城 東 御 門・巽 櫓
の南 側にあたる場 所 ︑旧 青 葉 小 学 校の跡
地で︑現在静岡市歴史博物館の建設工事
が進められています ︒かつてここには︑多
くの市 民に親しまれた葵 文 庫がありまし
た︒
葵文庫は︑1925年
︵大正14年︶
に
設 立され︑1 9 7 0 年︵ 昭 和 4 5 年 ︶
に︑
静岡県立中央図書館にその役割を引継い
で廃 止されました ︒ 本 館２階・書 庫４階
建で︑主な部屋として︑大閲覧室・調査室・
講 堂などがありました ︒ 館 内 閲 覧・館 外
貸 出・巡 回 文 庫といった︑図 書 館が本 来 担
うべき事 業に加えて︑郷 土 資 料の保 全や
散逸防止を目的として︑展覧会や講座を
開 催し︑その重 要 性を県 民に普 及するこ
とに努めていました︒またこれらの活動の
成果を刊行物にすることにより︑広い県域
に対応していました︒
特に重 要 なことは︑
これらの事 業 を 実
施するうえで︑資 料の調 査と研 究が重 視
されたことです ︒ 調 査 室が設けられてい
たのは︑内外の研究者が蔵書をはじめとす
る史資料について︑調査及び研究を行うた
めのものと考えられます︒
このように︑静岡の人びとにとって貴重
な財 産である葵 文 庫ですが︑過 去には失
われる危機に襲われたことがありました︒
1 9 4 5 年︵ 昭 和 2 0 年 ︶
６月 2 0 日の
未 明 ︑静 岡 市は1 2 3 機 ものＢ２９によ
る空襲を受けました
︵静岡空襲︶
︒静岡市
街 地が大 量の焼 夷 弾によって火の海に包
まれる中︑宿直勤務にあたっていた加藤忠
雄文庫長が︑頭から水をかぶりながらバケ
ツによる必 死の消 火 活 動にあたったこと
が︑当 時の﹁ 宿 直 日 記 ﹂に記 録されていま
す︒この空襲によって︑講堂や渡り廊下な
どが焼 失しましたが︑書 庫は奇 跡 的に火
災を免れ︑蔵 書はすべて無 事でした ︒ 当
時の静岡新聞は
﹁独力七万冊を救ふ 焦土
に輝 く 静 岡 文 化の結 晶 その夜 加 藤 葵 文
庫 長の敢 闘 ﹂との見 出しをかかげていま
す︒
葵文庫の蔵書は︑明治維新の後に静岡
藩の藩主となった徳川家によって設けられ
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こ

あおい ぶん

まち

追手町

て
おう

『静岡県立葵文庫一覧』（静岡市所蔵）

次回もお楽しみに。

令和4年度文化振興事業費助成制度
申請者募集
市民の文化活動の活性化を図るため、公共性のある文化事業を行う個人、
または団体に助成金を交付し
ます。

【対象となる事業】

令和4年4月1日
（金）〜令和5年3月31日
（金）に、静岡市内で実施される、広く市民を対象とした演劇、
舞踏、美術、音楽、及び科学等の文化活動のための公演会、展示会などのイベント事業。

【対象としない事業】
学校行事、営利目的、政治的・宗教的な宣伝意図のあるもの、私塾等が開催する発表会など、主たる
目的が文化振興とはみなされないもの。

【対象となる申請者】
静岡市内に住所または活動の本拠地があり、文化活動を生業としておらず、活動に対する会計処理
が明確であるもの。団体の場合は法人格（公益財団法人、NPO法人は内容を鑑みる）を持たず、一定
の規約を有し、代表者及び所在地が明らかであるもの。

【助成額】
不足財源の2分の1以内（上限100万円、助成事業予算額の範囲内で決定）

【申込み】
申請の手引きを参照のうえ、申請書と必要書類を持参または郵送で
公益財団法人静岡市文化振興財団へ。
（郵便番号420-0857 静岡市葵区御幸町4-1 アーバンネット静岡ビル4階/ TEL054-255-4746）

【募集期間】4月1日
（金）
〜5月9日
（月）
※選考あり
初申請の方は、事前にお電話ください。
申請書・申請の手引きは財団HPからダウンロードできます。
（3月中旬公開予定）

5月15日、16日実施 術-jutsu-

お問合せ：公益財団法人静岡市文化振興財団

12月18日実施 E.W.クラーク顕彰事業

助成金担当

054-255-4746
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静岡市民ギャラリー

〒420-8602

静岡市葵区追手町5-1 静岡市役所静岡庁舎本館1階 TEL.054-221-1017
URL.https://www.city.shizuoka.lg.jp/000̲002244.html
●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
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

4月

入場無料

1

金〜

3

主 …主催

問 …お問合せ

1 金〜 3

日

5

日

火〜

10 日

もくせい会 学生部展

淳社 ジュニア書展

ボタニカルアート 静岡葵

第1展示室

第3展示室

第2展示室

11 月 〜 17 日

11 月 〜 17 日

第44回 清流会書展

第117回 チャーチル会静岡
2022 春季絵画展

木陽絵画クラブ作品展

第1・3・5展示室

第1展示室

第2展示室

11 月 〜 17 日

11 月 〜 17 日

19 火 〜 24 日

四季の和紙ちぎり絵展

第31回
セフォルセ水彩画展

第41回
油絵ぐるーぷ しゃい展

第3展示室

第4展示室

第1展示室

10：00〜17：00
(最終日15：00まで)

主
問

もくせい会
090-2136-2856
事務局 蝦名

8 金 〜 10 日

主 清流会
問 054-246-0924 石川
10：00〜16：30
(初日13：00〜、最終日15：00まで)

主

四季の和紙ちぎり絵

10：00〜17：00
(初日13：00〜、最終日16：00まで)

主 チャーチル会静岡
問 090-3443-2193 近藤
10：00〜17：00
(初日12：00〜、最終日15：00まで)

主
問

セフォルセ
054-245-6055 佐藤

10：00〜17：00
(初日13：00〜、最終日16：00まで)

19 火 〜 24 日

26 火 〜 5 1

日

東洋水墨美術協会
（静岡教室)

木之華会 絵画展
第2展示室

主 淳社
問 080-5160-5740 岡田
10：00〜17：00
(初日13：00〜、最終日15：00まで)

主 木之華会
問 090-6803-3844 見城
10：00〜17：00
(初日13：00〜、最終日16：00まで)

第1展示室

主

東洋水墨美術協会

10：00〜16：00
(初日13：00〜、最終日15：00まで)

主

ボタニカルアート 静岡葵

10：00〜17：00
(初日13：00〜、最終日15：00まで)

主 木陽絵画クラブ
問 090-2770-6162 浦田
10：00〜17：00
(初日12：00〜、最終日15：00まで)

油絵ぐるーぷ しゃい
問 054-281-6784 石山
10：00〜17：00
(初日13：00〜、最終日16：00まで)
主

28 木 〜 5 1

日

第29回 静篆会
篆刻・刻字・書 作品展
第2・3展示室

主 静篆会
問 054-256-2075 清水
10：00〜17：00
(初日13：00〜、最終日15：00まで)

2022年2月9日現在 ※記載の内容は、主催者の都合により変更・追加・中止されることがありますので、
ご了承ください。

市民ギャラリーからのお知らせ
静岡市民ギャラリーは、市民の皆様に、美術作品などの展示発表・鑑賞の場として広くご利用
いただいています。絵画・彫刻・書道・華道など様々な展示会が開催されていますので、どう
ぞお気軽にお立ち寄りください。

貸 展 示 室 の お 申 し 込みを受け付けております。
皆様の作品発表の機会に、ぜひご利用ください。詳しくは市民ギャラリーまでお問合せください。
※都合により内容を変更する場合があります。
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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。

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。

TEL.054-686-2520 静岡市葵区人宿町2-5-2 SOZOSYAキネマ館1A
月〜土 10：00〜22：00、
日･祝 9：00〜20：00

31

26 呑みや 闇よ棚
ビール1杯目を割引価格にて提供

ゴールデンネクター
クラフトビール グラス1杯プレゼント

※フードは1品以上ご注文ください

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

35 The Pint Shack
ちょっとしたおつまみプレゼント

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 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

36 BEER GARAGE
おつまみ盛り合わせサービス

TEL.054-293-7999 静岡市葵区御幸町4-6 デンビル 1F
11：00〜23：00、水曜日定休

地図に記載はありません。

TEL.054-395-5887 静岡市葵区宮ヶ崎町30
月〜金17：00〜23：00、土・日・祝11：00〜23：00、火曜日定休

駐車場
37 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。
39 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

40 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

38 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
41 静岡店（1F）
TEL.0120-566-227

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

ECC外語学院
45 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）
42 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）
44 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

（2022年2月9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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