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。

7

か

CONCERT SERIES

静岡音楽館AOI

コンサートシリーズ 2022-23
第2期 発売開始！
！
一般発売

6/18

2022-23

土

静岡音楽館倶楽部会員先行発売6/11（土）
より
©Marco Borggreve

©Yuji Hori

©YOKO SHIMAZAKI

©Astrid Karger

静岡音楽館AOI

コンサートシリーズ2022-23

第2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。

©Akira Muto

©Yasuhisa Yoneda

©Takanori Ishii

撮影：日置真光

静岡市歴史博物館 「いよいよ7月プレオープン！」ほか―P❸−❹
静岡市民文化会館 ラウドヒル計画「FLASH!〜アベハナネヴァーエンド〜」ほか―P❺−❻
静岡市美術館 ボストン美術館所蔵「THE HEROES 刀剣 浮世絵 −武者たちの物語」ほか―P ❼−❽
静岡科学館る・
く
・る 「自由研究ワークショップ」ほか―P❾−❿
静岡市清水文化会館マリナート 「アフターマン展〜未来生物図鑑〜」ほか―P⓫−⓬
静岡市生涯学習センター 講座情報―P ⓭− ⓯
静岡市民ギャラリー 催事カレンダー―P ⓲
街かど 特集「追手町」―P ⓰
「プレミアムフライデーコンサート」―P ⓱
22
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 ⓳−●
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

第 2 期 発売開始！
！

2022-23

コンサートシリーズ 2022−23
6/18（土）より発売（静岡音楽館倶楽部先行発売6/11（土）より）

静岡･室内楽フェスティバル2022

アルディッティ弦楽四重奏団
＆ 野平一郎（ピアノ）
〜I.クセナキス 生誕100年〜

9/3

土

15：00開演
（14：15開場）

全指定￥4,000

（会員￥3,600、22歳以下￥1,000）

（ピアノ・ソロ） 出演／アルディッティ弦楽四重奏団
曲目／I.クセナキス：６つのシャンソン
（ヴァイオリン）
ST／4（弦楽四重奏）
アーヴィン・アルディッティ
（弦楽四重奏）
（ヴァイオリン）
テトラス
アショット・サルキシャン
（ヴァイオリン、
ピアノ）
（ヴィオラ）
ディクタス
ラルフ・エーラース
（チェロ）
イコール（弦楽三重奏）
ルーカス・フェルス
アケア（ピアノ五重奏）
野平一郎（ピアノ）

JAZZ LIVE

木住野佳子 トリオ

10/22

土

15：00開演
（14：15開場）

全指定￥5,000

（会員￥4,500、22歳以下￥1,000）

曲目／E.モリコーネ：ニューシネマ・パラダイス
B.エヴァンス：ワルツ・フォー・デビイ
木住野佳子：nuage
極楽鳥 ほか
出演／木住野佳子（ピアノ）
早川哲也（ベース）
柴田亮（ドラム）

静岡･室内楽フェスティバル2022

AOI・レジデンス・クヮルテット

11/12 土
©YOKO SHIMAZAKI

18：00開演
（17：15開場）

全指定￥3,500

（会員￥3,150、22歳以下￥1,000）

曲目／W.A.モーツァルト：弦楽四重奏曲第4番 ハ長調 K.157
L.v.ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第6番 変ロ長調 op.18-6
A.ベルク：抒情組曲
出演／AOI・レジデンス・クヮルテット
松原勝也（ヴァイオリン）
小林美恵（ヴァイオリン）
川本嘉子（ヴィオラ）
河野文昭（チェロ）

©Astrid Karger

第26回「静岡の名手たち」
オーディション合格者によるコンサート

9/10

土

18：00開演
（17：15開場）

全自由￥1,800

（会員￥1,620、22歳以下￥1,000）

撮影：日置真光

静岡･室内楽フェスティバル2022

第12回アマチュア・アンサンブルの日♪

11/23 水 祝
曲目／未定

曲目／未定

出演／「静岡の名手たち」
オーディション合格者

出演／未定

静岡･室内楽フェスティバル2022

クリスマス★コンサート

吉野直子（ハープ）池田昭子（オーボエ）福田進一（ギター）
ジョイント・コンサート

10/15 土

15：00開演
（14：15開場）

全指定￥4,000

（会員￥3,600、22歳以下￥1,000）

（日本初演）
曲目／A.タンスマン：ハープとギターのための《ポーランド組曲》
E.グリーグ：オーボエまたはイングリッシュ・ホルンとギターのための《抒情小品集》より
鈴木純明：2022年度静岡音楽館AOI委嘱作品（世界初演）ほか
出演／吉野直子（ハープ）
池田昭子（オーボエ）
福田進一（ギター）

12：00開演
（11：30開場）
※20:00終演予定

無料（申込不要）

※ただし定員によりご入場をお断りする場合が
あります。
※未就学児もご入場いただけます。
（託児サービスはありません。）

森麻季＆鈴木優人 デュオ・リサイタル

12/10 土

15：00開演
（14：15開場）

全指定￥5,000

（会員￥4,500、22歳以下￥1,000）

曲目／J.S.バッハ／C.グノー：アヴェ・マリア（BWV846）
F.シューベルト：アヴェ・マリア op.52-6, D.839
P.マスカーニ：アヴェ・マリア ほか
出演／森麻季（ソプラノ）
鈴木優人（オルガン）

©Yuji Hori

オルガン￥500コンサート
クリスマス★コンサート 三上郁代

12/3

土

14：00開演
（13：15開場）
※15：00終演予定

全自由￥500（会員割引なし）

曲目／J.S.バッハ：主よ人の望みの喜びよ（BWV147）
C.-M.ヴィドール：夜警の行進（《バッハの思い出》より）ほか
出演／三上郁代
（オルガン）

©Akira Muto
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©Yasuhisa Yoneda

※都合により内容を変更する場合があります。

©Takanori Ishii

©Marco Borggreve

静岡市歴史博物館

いよいよ7月プレオープン!
静岡の歴史の価値と魅力を発信する拠点として、本年度、新たな博物館が誕生し
ます!
2023年1月のグランドオープンに先駆け、7月プレオープン。以降9月末までの毎週
土曜日、
日曜日9：00〜18：00に1階無料エリアを公開します。発掘された戦国時代
の遺構を取り込んだユニークな設計のフロアを、ぜひゆっくりとご覧ください。夏休
み期間中には、親子講座や体験ワークショップなどの開催も予定しています。詳しく
は次号のイベントニュースまたは当館ホームページ（6月開設予定）
をご確認くださ
い。

●今川から徳川へ、現在に至る
「駿府」の歴史をたどる
駿府の発展を語る上で欠かすことので
きない「今川氏」について、全国で初めて
常設の展示として取り上げます。また徳川
家康と駿府の関係についても、家康が一
生の3分の1を駿府で過ごしたことに着目
し、その歩みと、人としての成長を中心に
掘り下げます。江戸時代から現代に至る
町の歴史を、産業や街並みの変化ととも
に、人々の暮らしにも着目して紹介してい
きます。
桶狭間今川義元血戦(部分) 静岡市所蔵
※都合により内容を変更する場合があります。
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東照大権現像(徳川家康像 部分) 静岡市所蔵

〒420-0853 静岡市葵区追手町4番16号
URL. www.shizuoka-bunkazai.jp/project/ （静岡市さきがけミュージアムHP内）
●アクセス/JR静岡駅北口より、
駿府浪漫バス(10番乗り場)で「東御門」下車徒歩1分、
タクシーで約10分程度。
静岡鉄道「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」下車徒歩10分。

県庁

静岡市歴史博物館

警察署
駿府城公園

市役所

静岡市歴史博物館
江川町通り

城内中
新静岡駅

日吉町駅

国道1号

1階展示物のご紹介（7月プレオープンから公開します）
●遺構 戦国時代末期の道と石垣
当博物館のシンボルともなる遺構を、1階の中央で常時公開します。発掘されたままの姿でご紹介する、
意欲的な試みです。
●ギャラリー
ギャラリーは、静岡市の時間の流れと空間のひ
ろがりについて感じていただける展示スペース。
市域の観光名所を紹介した昭和初期の絵画を背
景に、縄文、弥生の土器、銅鏡、鬼瓦などで、各時代
の人々のくらしをシンボリックに表します。
プレオープン期間、展示紹介のミニトーク等も
予定しています。詳細については、6月開設予定の
当博物館ホームページでご案内していきます。

家康も歩いた?
発掘された戦国駿府城下町の道
公益財団法人静岡市文化振興財団

鈴木 芳徳

7月にプレオープンする静岡市歴史博物館1階無料エ
リアでは、
この博物館のシンボル的な展示となる
「戦国時
代末期の道と石垣」遺構を公開します。国内でも発見
例が極めて少ない、
戦国の城下に設けられたと考えられ
る街路の姿です。長さ30mにわたって発見されたこの遺
構を、
当館では、発掘されたそのままの姿でご覧いただく
ことができます。

この遺構は、館の建設に伴って2019年から行われた
発掘調査で発見されました。道幅は約2.7m、砂利を混
ぜた土を10〜25㎝の厚さに締め固め、両側に土壁の基
部とみられる石垣が築かれていました。出入口の構造
が見られないことから、
この区間は土壁が続いていたと
考えられます。この場所は、江戸時代よりひとまわり小さ
かった戦国時代の駿府城の正面(大手)のすぐ外側にあ
たり、道幅等からみて、重臣クラスの(かなり大きな)屋敷
の間を通る
「脇道」であったと考えられます。
現代の都市につながる各地の城下町では、時代に

よって土地利用が変わったり、
街路も変更されたりして地
盤がかく乱され、
この時代の「道」が形を留めて見つか
る例はほとんどありません。駿府の街も、戦国時代から
家康の大御所時代、そして江戸時代から現代まで、
様々に姿を変えて発展してきました。
しかし、
この場所は
早い時期に城域に取り込まれ、
目まぐるしい開発の波か
ら逃れたこと、
また昭和期に旧青葉小学校の校地として
利用された折も校舎建地からわずかに外れていたこと
で、
「道」が運よく破壊を免れたようです。
新たな静岡市歴史博物館では、
この遺構を発掘され
たままの状態で屋内に取り込み、保存を図りながら公開
することにしました。空調や外光への配慮など、展示空
間の管理には様々な配慮が必要ですが、遺構を地盤か
ら切り離すなどの措置を行わず、
ありのままご覧いただく
ことで、450年遡る駿府の息吹をできるだけリアルに感じ
ていただきたい。そこに暮らした人々の営みを、現代の
私たちと同じ「駿府のくらし」
として地続きに想像してい
ただきたい。そう願ってのことです。
来年1月にグランドオープンを迎える館の常設の展示
(有料エリア)では、今川氏〜徳川氏の治世とまちづくりを
起点に、現代につながる駿府＝静岡の歴史を紹介して
いきます。歴史は決して私たちから遠くない、
いまにつな
がる無数の人々の生き方、選択の積み重ねです。駿府
の歴史を、静岡の皆さんにとって
の「私ごと」
と感じながら辿って
いただきたい。
「 道の遺構」展示
はまさにそのシンボルです。見つ
かったことも、展示の在り方も超
レアな戦国城下町の「道」。静岡
の宝物として、皆さんにこれから
長く親しんでいただきたいと願っ
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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松田華音＆牛田智大 2台ピアノコンサート
若手天才ピアニスト2人によるピアノ公演です。幻想的で優雅な音楽の世界をどうぞお楽しみください。

7月18日(月・祝)

日 時：

開演14：00（開場13：30 予定）

会 場：静岡市民文化会館 中ホール
出 演：松田華音、牛田智大
曲 目：ラフマニノフ 2台のピアノのための組曲第1番《幻想的絵画》
プロコフィエフ=プレトニョフ編 バレエ組曲
《シンデレラ》
ほか
料 金：指定席（税込）一般4,000円、学生1,000円
※未就学児の入場はお断りいたします。
チケット発売日：5月21日
（土）10：00より
※静岡市民文化会館での電話予約は
5月22日(日)より受付開始
チケット取り扱い：静岡市民文化会館、
チケットぴあ【Pコード：213-504】
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
問い合わせ：静岡市民文化会館 054-251-3751

松田華音

牛田智大

感動必至の静岡オリジナルエンターテインメント堂々再演決定!
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〜

7月2日(土)、3日(日)

日

時：

会
料

場：静岡市民文化会館 中ホール
金：指定席(税込)
一般2,000円／U -25・小人1,000円
チケット発売日：5月22日
（日）10:00より
※電話予約は5月24日(火)より受付開始
成：芸術文化振興基金

助

2日 15：00開演
3日 14：00開演
※開場は開演の1時間前

「Five Star」
日
会
料

9月 4日(日)

時：

開演時間未定

場：焼津文化会館 大ホール
金：指定席(税込)
一般2,000円／大学生以下・小人1,100円
チケット発売日：7月9日
（土）10：00より
※電話予約は7月10日(日)より受付開始
チケット取り扱い：静岡市民文化会館
主
催：静岡市民文化会館
問い合わせ：静岡市民文化会館 054-251-3751
※前売・当日券とも同額
※車イス席は上記区分と同額、介助者1人無料
※3歳以下の方の膝上鑑賞は無料

5

※都合により内容を変更する場合があります。

イメージイラスト：yazwo

静岡市民文化会館

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

7月【ホール】

1

金

大ホール

2 土〜 3

9

東京スカパラダイスオーケストラ
TOUR 2022「BEST OF LUCK」

日

（17：30）18：30〜

※詳細は左ページ参照

静岡市ＰＴＡ連絡協議会 20周年記念式典

土

中ホール

中ホール

21 木 〜 22 金

主 静岡市民文化会館
問 054-251-3751

主 静岡市PTA連絡協議会

関係者のみ

主 静岡市民文化会館
問 054-251-3751

※詳細は左ページ参照

静岡市民劇場第437回例会
劇団文化座「しゃぼん玉」鑑賞会
中ホール

問 052-936-6041

（事務局：大石）
問 054-351-1740

（13：30）14：00〜16：30

松田華音＆牛田智大 2台ピアノコンサート

18 月 祝

主 株式会社 ジェイルハウス

指定席：8,000円

ラウドヒル計画
「FLASH！〜アベハナネヴァーエンド〜」
中ホール

主 …主催 問 …お問合せ

主 NPO法人 静岡市民劇場

7/21（18：00）18：30〜21：00
会員のみ
7/22（12：30）13：00〜15：30

問 054-253-6839

【展示室】

6

静岡県・浙江省友好提携40周年記念書道交流展

7

29 水 〜 3

日

22 金 〜 24 日

C展示室

〈6/29〉14：00〜16：30 ※29日は開幕式あり
〈6/30〜7/2〉9：00〜16：30
〈7/3〉9：00〜15：00 入場無料

親子書道展 2022
B・C展示室

（一社）浙江総商会

問 054-255-8111
（平野）

主 静岡市書道協会

9：30〜16：30 最終日は15：30まで

この先、
イベントはヴァーチャル開催？
静岡市民文化会館

主 静岡県日中友好協議会/

岩科 直子

新型コロナの影響で、次々と催事が中止に追い込まれ
たのは2年前。その状況をきっかけとし、
オンライン配信や
ヴァーチャル体験ができる取り組みが広がりました。今では
目新しいものでもなくなっています。皆さまも、何らかの形
で、それらに触れられる機会があったのではないでしょう
か。コンサート鑑賞？観劇？中にはジェットコースターに乗っ
たり、旅行など屋外体験されたりも。屋内・屋外という枠組
みとは別に、仮想空間内でのイベントも一気に進んだように
思います。ここまで進むと、次は何がオンラインやヴァーチャ

入場無料

問 090-7437-5596
（木村）

ルになったら驚くことになるのでしょう。
・
・
・花火大会とか？ 私
は劇場勤務であることもありますが、その場でしか存在し
ない再現できない空間 は何事にも変えられないものだと思
うので、
この先にどんな技術革新があったとしても、
やはり花
火大会はヴァーチャルではなくリアルで楽しみたいです。
静岡市民文化会館で7/2（ 土）
・3（日）
に再演する「ラウド
ヒル計画『FLASH！』」は、
パンデミックを経て、大型イベント
はヴァーチャル開催が当然となった近未来が舞台。この世
界では安倍川花火大会もヴァーチャル開催となっていま
す。ひとりの若者が、花火大会をリアルで開催しようと動き出
す物語です。さて、
この物語の結末は・
・
・⁉ 是非皆さまに
は、劇場でリアルに観劇いただけますと幸いです。最後に・
・
・
今年は安倍川花火大会が開催できることを願っています！
※都合により内容を変更する場合があります。
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ボストン美術館所蔵

THE HEROES 刀剣×浮世絵 −武者たちの物語

アメリカ独立記念100周年にあたる1876年に開館した
ボストン美術館は、
アメリカ合衆国における最も歴史ある
美術館のひとつです。同館は10万点を超える世界最高
水準の日本美術コレクションを収蔵することで知られま
すが、
とりわけ5万点に上る浮世絵版画ならびに約600
口を数える日本刀は、
日本国外の収蔵品としては随一の
質と量を誇ります。
本展では、ボストン美術館のコレクションから『平家物
語』
に代表される軍記物語や武勇伝説に登場する英雄た
ちの華々しい活躍を描いた武者絵の優品118点を初出
展し、主題や構図に共通のイメージがデザインされた鐔
27点とあわせて展示します。浮世絵版画の祖に位置付
けられる菱川師宣を筆頭に、歌川国貞、歌川国芳、そして
明治期の月岡芳年に至るまで、多くの浮世絵師たちが手
掛けた武者絵が一堂に会します。
また同時に山城、大和、伯耆、備前など諸国の名工が生
み出した平安時代中期から江戸時代後期までの名刀20
口もご紹介します。静岡会場限定で特別出品する国宝・
重要文化財を含む国内所蔵の刀剣とともに、欧米の人々
をも魅了した鉄の美、
そして英雄たちの物語を心ゆくまで
ご堪能ください。

歌川国芳《源頼光の四天王土蜘退治之図》天保10-11年（1839-40）頃

つば

ほう

《太刀 銘 安綱》平安時代（11世紀）

き

くろがね

7 2

8 28

歌川国貞
《武蔵坊弁慶 御曹子牛若丸》 文化10-11年（1813-14）頃
すべて William Sturgis Bigelow Collection ボストン美術館蔵
Photographs © Museum of Fine Arts, Boston

月
日
（土）ー
月
日
（日）
会
期：
休 館 日：毎週月曜日（ただし7月18日(月・祝)、8月15日(月)は開館）、7月19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 1,500（1,300）円、大高生・70歳以上 1,100（900）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 2,400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：5月20日
（金）
から7月1日
（金）
まで販売
［前売券 取扱場所］ 静岡市美術館、
ローソンチケット［Lコード：45510］、
セブンチケット［セブンコード：094-382］、
チケットぴあ[Ｐコード：686-038］、
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
［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: 45511］、
セブンチケット［セブンコード：094-410］、
チケットぴあ［Pコード: 686-039］
※当日ペア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、
ボストン美術館、
日本経済新聞社、Daiichi-TV
後
援：静岡市教育委員会、静岡県教育委員会、
アメリカ大使館
協
賛：大林組、DNP大日本印刷
静岡展特別協賛：セキスイハイム東海
協
力：日本航空
7

※都合により内容を変更する場合があります。

〒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。

呉服町通り

静岡市美術館

※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①「武者絵から広がる楽しみ」

浮世絵研究家の岩切友里子氏を招き、
本展出品作品を中心とする武者絵の魅力についてお話しいただきます。

日
時：7月 2日
（土）14：00−15：30（開場 13：30）
講
師：岩切 友里子 氏（本展監修者、浮世絵研究家）
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：6月16日
（木）必着 ※申込方法の詳細は当館ホームページをご覧ください。

講演会②「刀剣の見かた−HEROES展での楽しみかた−」

東京藝術大学名誉教授の原田一敏氏を招き、ボストン美術館のコレクションで辿る
日本刀の歴史と鑑賞のポイントについてお話しいただきます。

日
時：7月 30日
（土）14：00−15：30（開場 13：30）
講
師：原田 一敏 氏（本展監修者、東京藝術大学名誉教授）
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：7月14日
（木）必着 ※申込方法の詳細は当館ホームページをご覧ください。

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

時：①武者絵編

7月17日（日）
8月 7日（日） いずれも14：00−（各回1時間程度）

②刀剣編
会
場：静岡市美術館 多目的室
定
員：50名（予定）
参 加 料：無料 ※申込不要、先着順（当日10：00より整理券配布）

※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。

ボストン美術館の日本美術コレクション
静岡市美術館

学芸員

髙橋 哲也

アメリカ合衆国の北東部に位置するマサチューセッツ州
最大の都市、
ボストン。18世紀後期にイギリスからの独立を
果たしたアメリカ独立運動の舞台のひとつであり、今日では
名門大学や研究機関が多く集まる世界有数の学術都市と
して知られています。
同地の有志によって設立され、
アメリカ建国100周年にあ
たる1876年に開館したボストン美術館は、50万点を超える
世界諸地域の作品を幅広く所蔵していますが、
中でもおよ
そ10万点を数える日本の美術工芸品は、
日本国外における
収蔵品としては随一の質と量を誇ります。それらは明治時
代に相次いで来日した動物学者のエドワード・モース、医師
であったウィリアム・ビゲロー、東京帝国大学で哲学・政治学

の教鞭を執ったアーネスト・フェノロサらのコレクションを中核
として形成されました。彼らは直に触れた日本の文化・芸術
に魅了され、古美術品の調査・研究に携わる一方で作品の
蒐集にも情熱を注いだのです。
そしてフェノロサとともに日本美術の復興と発展に尽力し
たことで知られる岡倉天心も、
ボストン美術館の中国・日本美
術部長として体系的な東洋美術コレクションの形成に貢献
した一人です。彼らに見出されて海を渡った美術品には、
国
内に残っていれば国宝や重要文化財に指定されていたで
あろう美術史上重要な作品も少なくありません。
今回の展覧会では、
同館が誇る日本美術コレクションから
歴史上の武将や英雄たちの活躍を江戸時代の浮世絵師
たちが描いた武者絵の優品とともに、
共通のイメージがデザ
インされた刀装具の鐔、平安時代後期から江戸時代末期
に制作された名刀の数々をご覧いただきます。欧米の人々
をも虜にしてきた知られざる日本の美をご堪能ください。
※都合により内容を変更する場合があります。
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申込のいらないイベント
※参加費、申込・対象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。

サイエンスショー

ふわふわビューン！空気であそぼう
7

2

7
土

3

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！
見えないけれど、
まわりにある空気。
あつめて、
うかして、
とばしてみよう。
空気にはふしぎがいっぱい！

わくわく科学工作

虹が見える！かんたん分光器をつくろう！
7

7

10 日 24 日

時 間：13：00〜15：30受付
（1回20分程度）
対 象：どなたでも

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！
CD片を使って、白い光に隠れている光を
わけることができる装置「分光器」
を
つくろう！

テーブルサイエンス

天の虫ってどんな虫？〜カイコの不思議〜
7

17 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！
カイコって名前はよく聞くけど、
どんな虫か知っていますか？
観察や実験をしながら
カイコについて詳しくなろう。

自由研究ワークショップ
7

30 土

時 間：10：00〜12：00
（途中入場不可）
対 象：小学校3年生〜中学生
(保護者同伴可)
定 員：24人

9

※都合により内容を変更する場合があります。

「自由研究って
何からはじめればいいの？」
と
悩んでいるキミにおすすめ！
自由研究について、
体験的に知ることができます。

〒422-8067

静岡科学館 る ・ く ・ る

静岡市駿河区南町14-25 エスパティオ8〜10階 TEL.054-284-6960 FAX.054-284-6988 URL.https://www.rukuru.jp/
●入館料／小・中学生120円（静岡市内在住・通学者は無料）、大人520円（静岡市内在住の70歳以上は無料）、未就学児無料
●開館時間／9：30〜17：00（ 入館は16：30まで） ●休館日／月曜日
（祝日の場合はその翌日）、年末年始、臨時休館あり
（HPに掲載）
●アクセス／JＲ静岡駅南口より徒歩1分、静岡駅南口の「エスパティオ」
ビル内8階〜10階
●近隣の駐車場をご利用ください。提携駐車場あり
（詳しくはお問い合わせください）
←る・く・るHPはこちらから
臨時開館日：7月25日(月) 臨時休館日：7月5日(火)、6日(水) 、12日(火)

申込の必要なイベント

ホテルグランヒルズ
静岡

←イベントの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。

る・く・る 自然観察会

みんなで探そう！なつのむし
7

9

土

時 間：10：00〜11：45

トンボやチョウなどの夏の虫たちを、
麻機遊水地で探して見つけて観察します。
対 象：20人(小学生以下は保護者同伴)
会 場：麻機遊水地第4工区(葵区芝原)
参加費：100円(保険料)
申 込：上記QRコードより申込・6月17日(金)締切(多数抽選)
共同主催：静岡県自然観察指導員会

科学教室

モーターを使ってロボットを作ろう！
7

16 土

時 間：
①10：00〜12：00
②14：00〜16：00

モーターの振動を使って動くオリジナルのロボットを
みんなで考えて工作して、
ミッションに挑戦しよう！
対 象：各回20人(小学校3〜6年生)
参加費：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・6月28日(火)締切(多数抽選)

もっと知りたい日本刀の世界
7

23 土

静岡市美術館展覧会
「ボストン美術館所蔵 THE HEROES 刀剣×浮世絵−武者たちの物語」
［7月2日(土)〜8月28日(日)］
の開催にあわせ、
静岡科学館でもイベントを開催！
武器としてだけでなく、
神宝や権威の象徴として大切に守り伝えられてきた日本刀。
その歴史を紐解くとともに、
科学技術的な視点でみた日本刀の世界に迫ります。

時 間：10：00〜12：00
対 象：24人(小学校5年生〜大人)
講 師：静岡市美術館 学芸員、静岡科学館 企画担当
参加費：無料(別途入館料がかかります)
申 込：上記QRコードより申込・6/11（土）〜7/2(土)締切(多数抽選)

《太刀 銘 安綱》平安時代（11世紀）William Sturgis Bigelow Collection Photograph © Museum of Fine Arts, Boston

科 学 教 室 キッズでんき教室

7

時

26 火
間：13：30〜15：30

科学工作をとおして電気の安全性を学ぼう。
対象：18人(小学校3〜5年生)
申込：往復はがきの往信用に、①郵便番号、②住所、
③参加者氏名、④年齢(学年)、⑤保護者氏名、
⑥電話番号を記入の上、
〒420-0823 静岡市葵区春日3丁目4-18 中部電気保安協会
静岡営業所「キッズでんき教室」係まで申込。
6/30(木)締切※当日消印有効(多数抽選)
抽選の結果は7/8(金)頃、返信はがきにてご連絡いたします。
共同主催:中部電気保安協会 静岡営業所
※都合により内容を変更する場合があります。
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MINIATURE LIFE展2

ミニチュアライフ展2 田中達也 見立ての世界
さらにパワーアップ！全て新作で静岡に帰ってきます！
パンがパラシュートに、白いご飯が雲に、そしてデニムパンツが波に!?
ユニークな発想から作り上げられる作品の数々は世界中から注目を集め、
インスタグラムのフォロワーは350万人を超えてさらに増え続けています。
「MINIATURE LIFE展2」
では写真と立体作品合わせて約170点を展示。
静岡限定のオリジナル作品も制作されます。
ミニチュアの世界に入り込んだようなフォトスポットもあり、遊び心満載の作品
展です。思わず「くすっ」
と笑える田中達也の世界観を是非お楽しみください。

6/10
会
料

金

〜

7/10

10：00〜17：00

疲れを洗い流しにきました ©Tatsuya Tanaka

会場限定のグッズ販売もお楽しみに！
！

日 （入場は16:30まで、月曜休館）

●マグネットステッカー
各528円(税込)

場：静岡市清水文化会館マリナート 1Fギャラリー
金：当日券 中学生以上 1,200円、小学生700円
※未就学児無料
※障がい者手帳をお持ちの方ご本人様のみ、
無料でご入場いただけます。
※安全のため、小学生以下の方は必ず保護者の方ご同伴でご入場ください。
●図録 1,100円(税込)

〈チケット取り扱い〉
・静岡市清水文化会館マリナート 窓口
（9：00〜22：00 月曜休）
・チケットぴあ [Pコード：686-032] 店頭 セブンイレブン
・ローソンチケット [Lコード：41664] 店頭 ローソン、
ミニストップ
・イープラス https://eplus.jp/miniature-life/ 店頭 ファミリーマート
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
企画制作：NHKサービスセンター、株式会社CoCo
写真撮影
企画協力：株式会社MINIATURE LIFE
OK!
協
力：株式会社SHARE BASE
お問合せ：静岡新聞社事業部 054-281-9010（平日 9：00〜17：00）
静岡市清水文化会館マリナート 054-353-8885（9：00〜22：00 月曜休）

マリナート開館10周年記念事業

アフターマン展 〜未来生物図鑑〜

日

7/16

時：

土

〜

8/28

●ポストカード 各165円(税込)
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。
※数に限りがございます。
売り切れの場合はご容赦ください。

！
開催決定！

日

10：00〜17：00（最終入場は16：30まで）
※月曜休館（ただし、7/18は開館、翌7/19は休館）

会 場：静岡市清水文化会館マリナート 1階ギャラリー
主催・お問合せ：静岡市清水文化会館マリナート
054-353-8885（9：00〜22：00 月曜休）
※詳細はマリナートHP等でお知らせいたします。
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※都合により内容を変更する場合があります。

AfterManⓒDougal Dixon,1981 and 2019

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。

7月【ホール】

2
9
9

土

大ホール （13：30）14：00〜16：00 指定席 7,700円

第28期しみずかがやき塾

土

大ホール （12：30）13：30〜

土

主 …主催 問 …お問合せ

主 カイラニインターナショナル合同会社
問 0467-55-9626

主 しみずかがやき塾
問 054-353-6700

会員のみ

小ホール （12：45）13：00〜16：00（予定） 関係者のみ

主 きむら音楽教室

（木村）
問 090-2923-7661

ルフランシャンソンコンセール

萩原一幸とその仲間達
小ホール （13：00）13：30〜16：00

18 月 祝

主 ルフランの会
問 090-1236-2060

自由席

HAL＆SHINコンサート
『夏宵』
小ホール （18：30）19：00 〜21：00（予定） 自由席 2,000円

第26回「海の日」式典

20 水

大ホール （12：30）13：30〜15：30（予定） 関係者のみ

キエフ・バレエ・ガラ2022

21 木

自由席

大ホール （9：30）10：00〜11：30

無料

関係者のみ

スタジオ レスパース デュ バレエ
Ballet Performance

31 日

小ホール （16：30）17：00〜19：30

【ギャラリー】

7

無料

MINIATURE LIFE展2

ミニチュアライフ展2 田中達也 見立ての世界

10 金 〜 10 日 全面
8

自由席

主 海の日清水港実行委員会

（静岡放送事業部、
平日9：00-17：00）

2022年度 清水西高校 中学生の高等学校一日体験入学

29 金

問 090-2349-9800

問 054-281-9010

静岡クラシックギター楽会 第2回スペシャルコンサート
小ホール （12：30）13：00〜16：30

主 K.B.スタジオ

主 静岡新聞社・静岡放送、
光藍社

大ホール （17：45）18：30 〜 指定席 6,500円

23 土

7

第2回講座【講師：山田邦子】

第8回 きむら音楽教室 Summer concert

17 日

6

KALANI PEʼA&WELDON KEKAUOHA JAPAN TOUR2022
NĀ HULA SOUL WITH HĀLAU IAPANA

10：00〜17：00 当日券 中学生以上 1,200円 小学生 700円 ※最終入場は16:30
※未就学児無料 ※障がい者手帳をお持ちの方ご本人様のみ無料でご入場いただけます。

主 静岡クラシックギター楽会
問 054-209-0890

主 静岡県立清水西高等学校
問 054-352-2225

主 スタジオ レスパース デュ バレエ
問 090-5614-0819

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 054-353-8885

（静岡市清水文化会館マリナート）

マリナート開館10周年記念事業

アフターマン展

16 土 〜 28 日 全面

〜未来生物図鑑〜

10：00〜17：00
詳しくはマリナートHP等でお知らせいたします。
※最終入場は16:30

問 054-353-8885

（静岡市清水文化会館マリナート）

※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

葵生涯学習センター（アイセル21）

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

7/30(土)
8/6(土）・20(土）

読書感想画
コンクールに挑戦
（全3回）

静岡県夏の読書感想画コンクー
ル指定図書を読んで、感想を絵で
表現します。※本は事前に読んで
きてください。

7/31(日)

アース
（明日）
カレッジ2022

海外情報やものづくりなど様々な
プログラムを体験します。

10：00〜12：00

12：30〜17：00

（全1回）

対

象

小学生15人

会

費

1人500円

どなたでも
※体験によって
無料
異なります。
(一部体験は有料)
詳細は
お問合せください。

8/7(日)

創ろう！君だけのプラモ

普段は使用しない、
プラモデルの
端材を使用してオリジナルのプラ
モデルを作成します。

小学生16人

1人500円

8/9(火)・10(水)
11(木)・12(金)

スタディールームあおい
夏

宿題など自主学習のための場所
を提供します。※宿題や教材をお
持ちください。

小学生30人

無料

成人20人

無料
（美術館
観覧料別途）

9：30〜12：00

10：00〜12：00

（全1回）

（全4回）

申込方法

7/9（土）必着
学年も記入

開館時間／9：00〜21：30
休館日／第2・第4月曜日

7/10(日)必着
希望の講座も記入
※詳細はHPを
ご覧ください。

7/17(日)必着
学年も記入

7/12（火）
10：00〜・申込順

西部生涯学習センター

8/2(火)・9(火）
13：30〜15：30

静岡市美術館で展示するボスト

ン美術館の名刀や武者絵を中心
しずび出前講座
「ボストン美術館の名刀」 に、学芸員が解説します。※2回目

8/6(土)

10：00〜12：00

8/17(水)・31(水)
9/14(水)・28(水)
10/12(水)・26(水)・30(日)

（全2回）

夏休み親子
プラモデル教室

親子で簡単なプラモデルを作り、
プラモデル会社の人から話を聞く
ことで、静岡のプラモデルについ
て勉強します。

小学生と
その保護者10組

1組1,000円

7/6（水）
10：00〜・申込順

初心者向けのフラダンス講座で
す。最終回は西部生涯学習セン
ターの学習発表会にて練習の成
果を発表します。

女性各10人

1人1,500円

7/20（水）
14：00〜・申込順

（全1回）

はじめてのフラダンス
（各7回）

①18：30〜19：30
②19：45〜20：45
※10/30は10：30〜12：00

7/5（火）
14：00〜・申込順

は静岡市美術館（葵区紺屋町）集
合解散

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

10：00〜12：00

はじめての動画編集
夏の思い出を残そう

8/2(火)・3(水)

ステンシルで
エコバッグをつくろう！

7/24(日)・8/21(日)

10：00〜12：00

8/4(木)

10：00〜12：00

8/5(金)・6(土)・7(日)
9：30〜12：00

8/5(金)

18：30〜20：00
※雨天中止

8/17(水)

10：00〜12：00
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（全2回）

（全2回）

iPhoneまたは

撮影してきた夏の思い出の動画
iPadとiMovieを
を親子で編集して作品として残し 用意することができる 1組1,000円
小学生と
ます。
その保護者10組

ステンシル技法を使って、自分だ
けのエコバッグをつくります。

小学生12人

1人1,000円

7/13（水）
10：00〜・申込順

7/7（木）
10：00〜・申込順

静岡市民文化会館
探検ツアー

静岡市民文化会館の施設見学を
行います。中ホールの舞台機構も
見られます。※静岡市民文化会館
（葵区駿府町）集合解散

小学生とその保護者
10組20人

無料

あさはたシネマ
「プラスチックの海」

映画「プラスチックの海」の上映会
を行います。3日間の間でSDGsミ
ニ講座やゲストを招いたトーク
セッションも行います。
※あさはた緑地センターハウス会
議室（葵区赤松）集合解散

各20人

1人1,000円
(学割500円)

小学生と
その保護者20人

無料

小学生8人

1人500円

（全1回）

（各1回、全3回）

セミの羽化を観察しよう！ セミの羽化を観察します。※城北
（全1回）

駄菓子をつくろう！
（全1回）

※都合により内容を変更する場合があります。

公園（葵区大岩本町）集合解散

普段食べている駄菓子を自分の
手で作って食べてみよう。

7/11(月)必着
子の学年、
メール
アドレスも記入・
1枚4人まで

7/8（金）
10：00〜・申込順

7/11(月)必着
子の学年、
メールア
ドレスも記入・
1枚4人まで

7/11(月)必着
学年も記入・
1枚1人まで

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
10：00〜11：30

親子体験！
消防団のお仕事

消防団のお仕事について、お話や
体験を通じて学びます。

小学生と
その保護者10組

無料

7/10（日）
10：00〜・申込順

8/4(木)・5(金)

夏休み！子ども科学教室

子ども向けの科学実験などを行
います。

小学生と
その保護者10組

1組500円

7/15（金）
10：00〜・申込順

8/6(土)

駿河竹千筋細工
「虫籠づくり」

小学4〜6年生16人

1人3,000円

（全1回）

伝統工芸品である駿河竹千筋細
工の虫籠を作ります。あわせて、駿
河竹千筋細工作品の紹介や竹ひ
ごづくりの体験も行います。

7/16（土）
10：00〜・申込順

夏休み！わくわく
子どもキッチン

電子レンジを使って、簡単にでき
る料理を作ります。

小学3〜5年生12人

1人500円

7/20（水）
10：00〜・申込順

7/31(日)

9：30〜11：30

(全1回)

（全2回）

10：00〜12：00

8/10(水)

9：30〜11：30

（全1回）

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

8/3(水)

13：00〜14：00

藁科おはなし広場
〜戦争のおはなし〜
（全1回）

10：30〜12：00

英語体験
ALTとあそぼう

8/6(土)

夏のわらしな自然観察！

8/18(木)・19(金)

紙で作ろう！
色で変身わたしの顔

8/4(木)・5(金)

10：00〜12：00

（全2回）

（全1回）

戦争体験者のお話と戦争と平和
についての読み聞かせを行いま
す。※服織児童館（葵区羽鳥六丁
目）集合解散

小学生以上15人

ALT（外国語指導助手）と交流し、
小学3〜4年生20人
英語に触れます。

藁科地域に生息する水生生物に
ついて、採集観察を行います。

小学生20人

無料

7/6（水）
14：00〜・申込順

無料

7/7（木)
10：00〜・申込順

1人500円

7/16（土）
10：00〜・申込順

夏休みの子ども美術ワークショッ
小学生15人
プです。色紙（いろがみ）を組み合
（小学2年生以下は
わせて、自分の顔を表現した造形
保護者同伴）
作品を作ります。

1人2,000円

12：30〜16：50

夏休み見学ツアー！
上下水道のしくみ

門屋浄水場と中島浄化センター
小学生と
その保護者30人
を見学し、上下水道のしくみを学
（小学3年生以下は
びます。※大里生涯学習センター
保護者同伴）
集合解散

無料

7/15（金）
10：00〜・申込順

8/21(日)

夏休み！
アクアリウム環境学習

お気に入りの器に小魚・水草・石
小学生20人
などを使って自分だけのアクアリ
（小学3年生以下は
ウムを作りながら小さな生態系を
保護者同伴）
学びます。

1人3,500円

7/20（水）
10：00〜・申込順

9：30〜15：00

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

（全2回）

7/21（木）必着
参加者の学校名、
学年も記入

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

大里生涯学習センター

8/17(水)

9：00〜12：00

（全1回）

（全1回）

西奈生涯学習センター（リンク西奈）

7/28(木)・29(金)
8/4(木)・5(金)

小学生向け
プログラミング講座

8/6(土)

畳のお話とミニ畳作り

(全4回)

14：00〜15：30

10：00〜12：00

8/6(土)・13(土)
20(土)・27(土)

(全1回)

小学4〜6年生15人

1人1,200円

7/13（水）必着
年齢、学年も記入

職人から畳の作り方、魅力につい
て学び、
ミニサイズの畳を作りま
す。

小学4年生〜
中学生10人

1人2,500円

7/2（土）
10：00〜・申込順

小学3〜5年生20人

1人500円

7/12（火）
10：00〜・申込順

常葉大学の学生と国語や音楽な

ゲームで学ぼうin夏休み どの授業科目をゲームを通して楽

10：00〜11：00

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

初心者向けにゲーム画面を通し
てプログラミングの基礎とコツを
学びます。

（全4回）

しく学びます。

南部生涯学習センター

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

7/24(日)・31(日)
8/7(日)・14(日)・21(日)

カリグラフィー入門

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

12人

1人3,500円

7/3（日）
10：00〜・申込順

7/24(日)・31(日)
13：30〜15：00

手のばい菌を
培養してみよう

手のばい菌を培養して菌やウイル
スについて学び、正しい手洗いの
方法を知りましょう。

小学3〜6年生20人

1人500円

7/3（日）
14：00〜・申込順

8/6(土)

初心者大歓迎！
やさしい囲碁講座

20人

無料

（全1回）

初 め て の 方 もそうで な い 方 も
ルールから学ぶ、やさしい囲碁講
座です。

7/9（土）
10：00〜・申込順

左官職人に学ぶ
泥だんごづくり

左官職人から、泥だんごづくりに
ついて学びます。

小学生15人

1人600円

7/18（月・祝）必着
学年も記入

ボトルアクアリウム
〜さかなとえびの
小さな世界〜

好きな容器を持ち込んでオリジナ
ルボトルアクアリウムを親子で作
ります。

小学生と
その保護者16組

1組3,000円

7/9（土）
10：00〜・申込順

用宗漁港でシラスの水揚げ、せり
見学をしたのち、漁船の乗船体験
を行います。ちりめんのおみやげ
付きです。※用宗漁港（駿河区用
宗）集合解散

小学生と
その保護者40人

1人1,500円

7/25（月）必着・
年齢も記入
1枚1組3人まで

10：00〜12：00

10：00〜12：00

（全5回）

（全2回）

長田生涯学習センター

8/3(水)

10：00〜12：00

8/6(土)

9：00〜12：00

（全1回）

（全1回）

8/12(金)

10：00〜13：00
※荒天時8/17（水）

用宗漁港で
シラスを知ろう
（全1回）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／月曜日・祝日

※都合により内容を変更する場合があります。

14

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）
13：30〜15：30

ふしぎなプラバン〜
イラストレーター入門

8/7(日)

科学であそぼう

8/9(火)・10(水)
10：00〜12：00

マイプラネタリウムを
つくろう！

8/10(水)

8/6(土)

イラストレーターの仕事について
教わり、プラバンのブローチを作
ります。※1組2個作ります。

小学生と
その保護者7組14人

1組1,200円

7/9（土)
13：30〜・申込順

小学生20人

無料

7/10（日）
10：00〜・申込順

光学式プラネタリウムの仕組みを
使った工作を行います。

小学3〜6年生12人

1人500円

7/16（土）
13：00〜・申込順

藍の生葉染体験
（全1回）

藍の生葉を使い、絹のハンカチの
生葉染体験をします。

8人

1人2,500円

7/13（水）
13：30〜・申込順

8/12(金)・26(金)
9/16(金)

陶芸体験〜美和焼で
湯呑を作ろう〜

美和焼の講義と美和焼の湯呑づ
くりを行います。※2客作ります。

20人
（小学生以下
保護者同伴）

1人2,500円

7/8（金）
10：00〜・申込順

10：00〜12：00

8/17(水)

はじめてのAOI
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1番地の9）集合解散

小学生と
その保護者7組14人

無料

7/13（水）
10：00〜・申込順

8/20(土)・21(日)

初級パソコン講座

パソコン 初 心 者 の 方 を 対 象 に
ワードについて学びます。

文字入力のできる
パソコン初心者の方
10人

1人500円

7/23（土）
13：00〜・申込順

（全1回）

科学のふしぎを工作でまなびます。
※「アカデ美和 こどもカレッジ」
公開講座です。

（全1回）

10：00〜12：00

（全2回）

13：30〜15：30

（全3回）

10：00〜12：00

（全1回）

13：30〜15：30

（全2回）

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）
来・て・こおはなしの森
フォーラム

地域で活躍するおはなし団体に
よるおはなし会です。

40人

無料

10：00〜11：30

お産が楽しみになる
マタニティヨガ8月

妊娠期のおはなしとマタニティヨ
ガを行います。

妊娠16週以降で
医師から許可がでた
方10人

1人500円

9/24(土)

理学療法士に学ぶ
子どもの運動あそび

8/6(土)

10：30〜11：30

（全1回）

8/20(土)

（全1回）

10：00〜11：30

子どもの運動を実際に見ながら、
R4.4.1時点で
理学療法士と一緒に運動とから
2〜3歳の幼児と
だの発達を考える、体験型の講習
その保護者10組
会です。

（全1回）

（先着順）

開館時間／9：00〜21：30
休館日／日曜日

7/23（土）
10：00〜・申込順

無料

7/16（土）
10：00〜・申込順

南部勤労者福祉センター
◆パソコン講座

19歳以上または勤労者
日

①
②
③
④
⑤
⑥

休講日

パソコン講座

やさしいワード・エクセル基礎（全6回）

OS

会費 ※施設使用料別途

Win10

3,500円

8/8〜9/12
8/9〜9/27
8/9〜9/27

月曜日10：00〜12：00

9/7〜10/26
8/8〜10/3

水曜日19：00〜21：00

ワードレイアウト入門（全8回）

月曜日19：00〜21：00

エクセル中級（全8回）

木曜日19：00〜21：00

エクセル関数（全8回）

Win10

5,500円

金曜日19：00〜21：00

パワーポイントビジネス活用（全6回）

9/23（金・祝） Win10

5,000円

8/18〜10/6
8/26〜10/7

⑦

各6人

時

火曜日13：30〜15：30

ワード入門（全8回）

Win10

5,500円

火曜日19：00〜21：00

ワード中級（全8回）

Win10

5,500円

Win10

6,000円

9/19（月・祝） Win10

5,500円

7/15（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

パソコン講座

①

8/12

金曜日①13：30〜14：30 ②14：45〜15：45

②

8/26

金曜日①13：30〜14：30 ②14：45〜15：45

初心者対象パソコン相談室⑩

◆サーキットトレーニング教室
日

7/4〜7/25

無

料

Win10

無

料

19歳以上または勤労者で健康な人 各10人

時
毎週月曜日11：15〜12：00

内 容

会費 ※施設使用料別途

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。

300円

…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

申込方法：

めざせ！セミのぬけがら博士
日

時

【会費】無料 【対象】20人（小学3年生以下の場合は保護者同伴）※西奈のみ小学生以上20人
セミの抜け殻を集めて、特徴や見分け方を学びます。 ※雨天の場合は室内講義

センター名

会

場

8/1（月）10：00〜11：30 駿河生涯学習センター（来・て・こ）

小鹿モデル児童遊園

※駿河生涯学習センター（駿河区小鹿二丁目）集合・解散

8/1（月）14：00〜15：30 葵生涯学習センター（アイセル21）

熊野神社

※葵生涯学習センター（葵区東草深町）集合・解散

8/2（火） 9：30〜11：00 藁科生涯学習センター

羽鳥公園

※服織児童館（葵区羽鳥六丁目）集合・解散

8/2（火）14：00〜15：30 南部生涯学習センター

登呂公園

※登呂博物館（駿河区登呂五丁目）集合・解散

常葉大学
静岡瀬名キャンパス

※常葉大学静岡瀬名キャンパス
（葵区瀬名一丁目）
集合
西奈生涯学習センター
（葵区瀬名二丁目）
解散

※西部生涯学習センター（葵区田町三丁目）集合・解散

8/3（水）10：00〜11：30 西奈生涯学習センター（リンク西奈）

15

会費 ※施設使用料別途

Win10

7/8(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：

①

OS

初心者対象パソコン相談室⑨

申込方法

7/14（木）10：00〜
参加を希望する
センターへ。
（申込順）

8/3（水）14：00〜15：00 西部生涯学習センター

田町公園

8/5（金）10：00〜11：30 北部生涯学習センター 美和分館

安倍口団地中央公園 ※北部生涯学習センター美和分館（葵区安倍口団地）集合・解散

8/5（金）14：00〜15：30 東部生涯学習センター

竜南雨坪公園

※東部生涯学習センター（葵区千代田七丁目）集合・解散
※都合により内容を変更する場合があります。

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。

現在静岡市が建設中の静岡市歴
史 博 物 館 がいよいよオープンしま
す ︒ 当 法 人が指 定 管 理 者として歴
史博物館を運営していくことになり
ました︒
展 示のメインテーマは静 岡にもな
じみ深い徳 川 家 康です ︒ 家 康は慶
長一二
︵一六〇七︶
年から元和二
︵一
六 一六︶年の間︑駿 府 城を拠 点にし
て全国を治めました︒家康をテーマ
とする展示室は一月にオープンしま
す︒
駿府は家康が全国を治める政権
都 市であり︑西 洋やアジアの国々の
使節や商人が訪れる日本の
﹁ 首都 ﹂
の 一つでした ︒ 家 康は駿 府 城 を 改
修して現 在の規 模にするとともに︑
駿 府の城 下 町の街 区や町 並みをつ
くり替えました︒
城下町の整備がいつなされたのか
は分かっていません ︒ただ家 康が江
戸から駿府に移ってすぐの慶長一二
年閏四月に駿府を訪れた朝鮮使節
の慶暹
︵キョンソン︶
は︑
駿府の町を見
て次のように記しています︒
城 下 町の区 画は﹁ 井 ﹂の形のよう
に整 然としている︒駿 府の戸 数は
数 千 戸で︑
とてもにぎわっている︒
︵慶暹の訪日記録﹃ 海槎録
︵かいさ
ろく︶﹄をもとに現代語に意訳︶
このように家 康が駿 府に来て間
もないこの時 期には︑城 下 町がにぎ
わい街 区が整っていました ︒また駿
府の人口が戸 数で数 千 戸 あること
もわかります︒
家康のころ駿府を訪れたスペイン
人のビベロ
︵ドン・ロドリゴ︶は
﹃ 日本
学芸課長）

廣田 浩治（公益財団法人静岡市文化振興財団

家康がいた時代の駿府

まち

追手町

て
おう

見聞録 ﹄
のなかで駿府の人口を一二
万としています︒しかし江戸を一五
万 ︑京 都 を 三 〇 〜 四 〇 万 としてい
て︑
それほどの人口が駿 府・江 戸・京
都にいたとは考えられません︒慶暹
の
﹃ 海槎録 ﹄
のとおり駿 府の戸 数 を
数千戸とし︑
一戸あたりの家族が平
均五〜六人程度であれば︑
駿府の人
口は四万から五万 ︑
という推 計にな
ります︒
とはいえ家康のころの駿府が人口
四 万から五 万であっても ︑当 時の日
本のなかでは大都市でした︒家康の
時 代 ︑多 くの徳 川 家 臣や大 名が駿
府に住んでいたことが︑今に伝 わる
駿府の絵図で分かります︒
家 康の重 臣の屋 敷は駿 府 城と城
下町を取り囲むようにありました︒
家 康 を 支えた駿 府 年 寄では︑本 多
正 純は城の二ノ丸の内 ︑成 瀬 正 成・
安藤直次は現在の静岡大学附属小
学 校 付 近︑大 久 保 長 安は静 岡 県 庁
の向かいに屋敷がありました︒
大名たちでも家康の信任が厚かっ
た藤 堂 高 虎は︑現 在の静 岡 市 役 所
付近に屋敷がありました︒また各地
の大 名 も 駿 府に家 臣 を 駐 留させて
いました︒家康は親しい藤堂高虎の
屋 敷 を 訪 問しています ︒ 家 康は駿
府城から出てどこをどう通って大名
の屋敷に遊びに行ったのでしょうか︒
想 像 するだけでわく わくしません
か︒
こうした城下町絵図も歴史博物
館で展 示 する 予 定です ︒お 楽しみ
に︒

次回もお楽しみに。
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まちは劇場 ON STAGE SHIZUOKA

プレミアムフライデーコンサート

入場無料

プレミアムフライデーに合わせてまちなかのオープンスペースでコンサートを開催♪
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。
週末の夕方のひととき、聞こえてくる音楽に耳を傾けながら
いつもとひと味違った時間を過ごしてみませんか？

！
開催！
り
よ
本年度

7月29日（金）
17：00〜17：45
JR静岡駅北口地下広場
み

の

とも

こ

三野 友子（ライアー）
まちは劇場 ON STAGE SHIZUOKA

まちかどコンサート

入場無料

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

8月7日（日）
14：00〜14：30
JR静岡駅北口地下広場
ふく

い

はち だ い

福居 八大(三味線)
申込不要・直接会場へお越しください

※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。

主催：静岡市

企画・制作・問合せ：公益財団法人静岡市文化振興財団

まちは劇場とは・・・

「まちは劇場」
とは、
まち全体が劇場のように365日わくわくドキドキがあふれ、
賑わいとホッと一息が共存する生き生きとした“人”が主役のまちづくりです。
静岡市では、地域に根付いた大道芸や演劇、音楽など、芸術文化等の持つ創造性を活かし、
気軽に楽しむことができる仕掛けづくりを通じて、
誰もが自分らしく活躍できるまちづくりを進めています。
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054 - 255 - 4746

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

7月

1

入場無料

金〜

主 …主催

3

問 …お問合せ

10 日 〜 18 月 祝

日

写真家
鈴木義二・ニ六子 二人展
「ありがとう。富士山」2022年 夏

淳社書展
第4・5展示室

10：00〜17：00
（最終日16：00まで）

主

無料

問

第2展示室

淳社
080-5160-5740 岡田

10：00〜17：00
（最終日15：00まで）

主

無料

問

株式会社 ＭＯＬＯ
090-8671-4086 諸星

2022年5月12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。

持込電機器具
使用料（コンセント）

一口

100円

100円

このような展覧会を実施しました

静岡市民ギャラリー PR 事業

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

※都合により内容を変更する場合があります。
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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。
チケットでスマイルはこちらから⇨
●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。最新の状況等は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。

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

19

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

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）
17：30〜20：30
（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5月12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）

20

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

からのお知らせ！
！
Ticket de Smileでは....
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
サービスを受けることができます。

＊静岡市歴史博物館がオープン後に加わる予定です！
この度

エリア拡大いたします!!
追加予定エリア

駿府城公園周辺

駿府城公園

町通
七間

昭和
通り

り

御幸
通り
新静

岡駅

1号

国道

現エリア

駅
岡 ェ
静 シ
ル
パ

現エリア
七間町通以南〜森下小学校以北
静鉄鷹匠第2踏切以西〜昭和通以東

エリア拡大に伴い
問い合わせ先

21

加盟店募集！!

(加盟料・年会費等はありません)

(公財)静岡市文化振興財団
静岡音楽館AOI
静岡科学館る・く・る
静岡市美術館

054-255-4746
054-251-2200
054-284-6960
054-273-1515

「 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
8 , 0 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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（7 月プレオープン）
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