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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か

静岡市美術館

杉浦非水
時代をひらくデザイン
P ❶ー❷
掲載情報は変更になる場合があります。
詳細は各主催者にご確認ください。
公益財団法人静岡市文化振興財団の各
施設では、新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止のための対策を実施して
おります。

ほか―P❸−❹
静岡市歴史博物館 「12月の博物館交流ひろば」
ほか ―P❺−❻
静岡科学館る・
く
・る 企画展「大きくしてみた！〜大きくすると見えてくる〜」
静岡音楽館AOI 「ディオティマ弦楽四重奏団」ほか ―P ❼−❽
ほか―P❾−❿
静岡市民文化会館 「第20回 静岡市民芸能発表会」
静岡市清水文化会館マリナート 劇団四季ファミリーミュージカル「人間になりたがった猫」ほか―P⓫
静岡市生涯学習センター 講座情報―P⓬− ⓯
静岡市民ギャラリー 催事カレンダー―P ⓲

街かど 特集「宇津ノ谷」―P ⓰
「まちかどコンサート／プレミアムフライデーコンサート」ほか―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
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杉浦非水 時代をひらくデザイン
すぎ うら ひ

すい

愛媛県松山市出身の杉浦非水（1876-1965）
は日本におけるモダンデ
ザインの先駆者です。東京美術学校日本画科に学びましたが、洋画家・
黒田清輝がフランスから持ち帰ったアールヌーヴォーの図案に出会い、
その道を志しました。明治41（1908）年に三越呉服店に職を得ると、
27年間にわたり同店のポスターやPR誌表紙などのデザインを一手に
担うかたわら、三越以外にも広告やパッケージのデザイン、多くの本の
装丁等を手がけ活躍しました。明快で洗練されたそのデザインは今日も
なお私たちを惹きつけてやみません。
本展では、非水の故郷に所在する愛媛県美術館の全面的な協力を得
て、ポスター、図案集、装丁といった代表的仕事に加え、彼の創作の原
点となるスケッチや、写真、遺愛の品々など300点余りを紹介し、
その全
貌に迫ります。

会

11月19日（土）ー 2023年1月29日（日）

《三越呉服店 春の新柄陳列会》
大正3（1914）
年

期：

＊会期中に一部作品の展示替えがあります

[前期：11/19〜12/18 後期：12/20〜1/29]
休 館 日：毎週月曜日、年末年始（12月28日〜1月4日）
＊ただし1月9日
（月・祝）
は開館、10日
（火）休館
開館時間：10：00−19：00 (展示室入場は閉館の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
＊リピーター割引：2回目以降、本展有料観覧券半券提示で当日券200円引き
＊
（

）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、
Daiichi-TV

共

催：毎日新聞社

後

援：静岡市教育委員会、静岡県教育委員会

協

賛：ニューカラー写真印刷株式会社

《東洋唯一の地下鉄道 上野浅草間開通》
昭和2（1927）年

特別協力：株式会社三越伊勢丹ホールディングス、東京国立近代美術館
企画協力：愛媛県美術館
『大阪の三越』第6年第11号
昭和5（1930）年
すべて愛媛県美術館

しずびの年末プレゼントウィーク

12月20日
（火）から12月27日
（火）の期間、杉浦非水展ご観覧の方にもれなく
オリジナルグッズをプレゼント
※月曜休館
※体調のすぐれない場合はご来館をお控えください。
ご来館時はマスクをご着用ください。
※混雑時は展示室のご入場を制限させていただく場合があります。
※ご来館の際は、最新の開館状況および注意事項を当館ＨＰまたはお電話にて
必ずご確認ください。
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※都合により内容を変更する場合があります。

呉服町通り

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28日(水)〜2023年1月4日（水）

『非水一般応用図案集』
より
大正10（1921）年

『非水創作図案集』
より
大正15（1926）年

『THE TOURIST』Vol.Ⅻ No.3
大正13（1924）年
すべて愛媛県美術館

【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

12 17

1 14

時：
月
日
（土）
、月
日
（土）いずれも14：00−
（各回30分程度）
場：静岡市美術館 多目的室
員：60名（予定）
料：無料 ※申込不要、先着順（当日10：00より整理券配布）

図案家・杉浦非水が誕生した時代
静岡市美術館

学芸課長

山本 香瑞子

杉浦非水は明治9（1876）年生まれ。過去に静岡市
美術館で展覧会を開催した、フォーヴィスムの画家ヴ
ラマンクや、洋画家・吉田博と同い年です。太平洋画会
を率いた吉田が、東京美術学校教授で白馬会を率い
る10歳年上の黒田清輝に激しい対抗意識を燃やした
のとは対照的に、非水は黒田を終生師と仰ぎました。
愛媛県松山出身の非水は、上京して川端玉章に入
門し、玉章が教授を務める東京美術学校日本画科に
入学しました。この間、黒田清輝の知遇を得て、黒田の
親戚の令嬢に日本画を教える代わりに黒田からフラン
ス語を習い、やがて黒田家の書生となります。明治33
（1900）年のパリ万国博覧会視察を終え、黒田清輝が
持ち帰った美術の参考資料を見た非水は、アルフォン

ス・ミュシャのポスターをはじめ、当時ヨーロッパで流
行していたアール・ヌーヴォーの図案にすっかり魅せら
れました。洋 風 図 案を専 門 的に手 が ける人などいな
かった時代でしたが、黒田の後押しもあって非水は図
案の道を歩むことを決意しました。その後の非水のめ
ざましい活躍ぶりは今回の杉浦非水展の出品作品が
雄弁に物語ってくれます。
ところで、実は非水というのは雅号で本名は杉浦朝
武（つとむ）です。この雅号を用いるようになったのは
明治38（1905）年、29歳の頃でした。奇しくも、ヴラマ
ンクらが鮮烈な色づかいの作品をパリのサロン・ドート
ンヌに出品し、批評家から野獣（フォーヴ）に例えられ
たのと同じ年です。次々と新しい美術思潮が生まれる
時 代に、非 水もまた図 案という分 野のパイオニアとし
て、新たな表現を求めて生きたのでした。
※都合により内容を変更する場合があります。
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12月の博物館交流ひろば

博物館1階は、歴史や文化、静岡の各地域に関する体験や情報満載のひろばです。申込不要。
当日、直接会場までお越しください。 詳細は当館ホームページをご覧ください。

● 体験＆おみやげ工作

4

色紙でツバキの花をつくろう
日

11 日 18 日
25 日

参加費：無料

紙の花びらをはり合わせてツバキの花をつくります。

クリスマスを彩る和紙のオーナメント

干支のつくりもの

参加費：無料

紙を折って、来年の干支「うさぎ」をイメージした飾りをつくります。

時間 土曜 13：30〜14：30、
日曜 11：00〜12：00

慶応四年三月九日、駿府
日

10 土
11 日
17 土 18 日

24 土 25 日

幕末から明治維新の動乱、徳川慶喜の栄光と挫折、日本の歴史を変えた
「駿府の一日」を熱く語ります。

講師：当館学芸員

若武者家康と今川氏
少年期から
「元信」
「元康」
と名乗った青年期まで、駿府で過ごした徳川家康。
人質なんてとんでもない、
「元」の字は、当主今川義元から受けた期待と信頼の証でした。
当時の今川氏と家康の関係を読み解いていきます。

良い年迎えの伝統行事 小河内、由比
永く継承されてきた「小河内のヒヨンドリ」
と
「由比のお太鼓祭」。
一年の安泰を願う地域のお正月行事を紹介します。

間もなくグランドオープン‼ 基本展示見どころ紹介
1月13日のグランドオープンから公開する当館基本展示「イチ押しの見どころ」を、
学芸員の視点から日替わりでご紹介します。

「道と石垣の遺構ミニ解説」
「先取り！ 展望ラウンジウオーク」(土日のみ)は随時開催いたします！
※都合により内容を変更する場合があります。
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参加費：無料

紙糸を使ってクリスマスオーナメントをつくりましょう。

● わかりやすい歴史・地域のおはなし

4

時間 13：30〜15：00

講師：当館学芸員

講師：多々良 典秀さん

（静岡市まちは劇場推進課）

講師：当館学芸員

〒420-0853 静岡市葵区追手町4番16号 TEL.054-204-1005 FAX.054-204-7373 URL.https://scmh.jp
●休館日／月曜日
（祝日の場合は開館、
翌平日休館） ●開館時間／9：00〜18：00 ●駐車場はありません。
●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。
年末年始休館日：12月29日(木)〜2023年1月3日（火）

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

静岡市歴史博物館は、2023年1月13日
（金）
に
いよいよグランドオープンを迎えます‼

グランドオープン後には、
２階、
３階の展示室（有料エリア）
で、静岡発展のキーマンとなった徳川家康
と、
その家康を育てた戦国大名・今川氏などをテーマとする基本展示を一般公開します。
また、家康と
駿府の関係にスポットをあてた開館記念企画展示も同時開催します。
１月14日
（土）、15日
（日）
の週末には、
グランドオープンを記念した特別イベントを多数準備していま
す。企画展示や各日イベントの詳しい内容・スケジュールが確定しましたら、改めてホームページ等で
お知らせいたします。

観覧料

※基本展示のみ、企画展観覧料は別途

一般 600円
（480円）、大学・高校生及び市内に在住する70歳以上の方 420円
（330円）
小中学生 150円
（120円）
※
（ ）
内は団体料金 ※静岡市内在住・通学の小中学生、未就学児は無料

〈開館記念フォーラム「トークセッション こんな風に博物館を使っちゃえ‼」〉
静岡市歴史博物館のグランドオープンを記念して、当館館長である中村羊一郎と東
京国立博物館の評議員でもある山田五郎さん、静岡の未来を担う高校生たちが、静
岡市歴史博物館を、
「こんなふうに使ってみよう」
をテーマにトークを繰り広げます。
（要事前申込・全席自由）

1 21

日 時：2023年 月
日
（土）13：30開演（12：30開場）
内 容：
（公財）静岡市文化振興財団 理事長挨拶、静岡市歴史博物館の紹介、
トークセッション
会 場：しずきんホール ユーフォニア
（静岡市葵区追手町1-13）
定 員：300人
参加費：無料
申 込：12/17（土）10：00〜 静岡市歴史博物館にいずれかの方法で申込み
（申込順）
必要事項（講座名、氏名（ふりがな）、電話番号）
を明記の上、①FAX、②博物館内申込BOX、
③博物館ホームページからお申込み
（1申込2人まで）※申込日時以前に申し込まれても受付できません

静岡の現在地とこれからを考えるトークイベント

静岡市歴史博物館 BRIDGE SHIZUOKA
「現代と江戸時代に共通するまちづくりの秘訣はあるか？」
今も昔も活気のある平和なまちをつくるための秘訣は一緒なのかも！？静岡における実践者のお二人と
館長との対話からさぐります。

（土）13：30〜16：00
会場：1階 学習支援・市民活動スペース
日 時：12 月3日
ゲスト：山田三樹さん（一般社団法人しずのわ 代表理事）、山梨洋靖さん（株式会社創造舎 代表取締役）、
中村羊一郎（静岡市歴史博物館館長）
モデレーター：片川乃里子さん（フリーアナウンサー）
定 員：30人（18歳以上）
参加費：無料
申 込：11/8（火）12：00〜右のQRコード読込先の申込フォーム
（https://forms.oﬃce.com/r/ds8k5wvQLq）にて申込み（申込順）
主 催：静岡ガス株式会社／共 催：静岡市歴史博物館
※都合により内容を変更する場合があります。
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企画展

大 きく

身近な小さな虫や海の生き物、
植物が人間と同じくらい大きかったら？
大きくすると普段気がつかないものが見えてくる！

してみた！
〜大きくすると見えてくる〜
2023

2022

・ヤドカリになりきってみよう

12/17（土）〜2/19（日）

・巨大ダンゴムシが登場！

・昆虫が人間と同じくらい大きかったら…？

時 間：9：30〜17：00
対 象：どなたでも

・顕微鏡や虫めがねで大きくして
観察してみよう！

企画展関連イベント

オリジナルルーペをつくろう！

12/17（土）

シート状のレンズを使った
オリジナルルーペを工作して、
色々なものを観察しよう！

時 間：13：00〜15：30受付
対 象：どなたでも
参加費：無料(別途入館料)

顕微鏡でとことん観察してみませんか？
静岡科学館る・く・る 企画担当 三好 真未

当館では、夏休み期間中に小学生を対象とした煮干し
の胃の中を顕微鏡で観察する科学教室を行いました。胃
の中を観察して何が見えるの？と思った方もいるかもしれ
ません。スーパーなどで売られている煮干しの多くは「カ
タクチイワシ」
という魚を煮て干したものです。煮干しの胃
の中を観察すると、
カタクチイワシが海の中で何を食べて
いたかを知ることができます。また産地によって食べてい
たものが異なるため、海の環境まで知ることができるので
す。観察方法は簡単。煮干しを煮て柔らかくして胃を取り
出し、潰して水を加えたものを顕微鏡で観察します。する
と、
カタクチイワシが食べていたプランクトンなどのミクロ
な海の生物を観察することができます。スーパーで買った
煮干しで海の生物を観察できると思うと不思議ですね。

5

※都合により内容を変更する場合があります。

様々な形、大きさのプランクトンを顕微鏡で探していると、
大人もついつい夢中になって、観察することの楽しさを改
めて感じます。ぜひ大人の方にもこの観察する楽しさ、発
見する喜びを感じていただきたいと思います。
学校の理科室などには必ずある顕微鏡ですが、大人に
なって使う機会がないという方が多いのではないでしょう
か。静岡科学館では12月17日
（土）〜2023年2月19日
（日）
に企画展「大きくしてみた！〜大きくすると見えてくる
〜」
を開催します。今回の企画展では、
身近な虫や海の生
き物、植物などを大きく拡大した写真、映像、模型などを展
示することと合わせて、顕微鏡や虫めがねを使った観察を
楽しめるコーナーを設けます。自分の目で見て観察するこ
とは科学の基本であり、観察することで様々な気づきや発
見があります。みなさんも企画展で、
とことん顕微鏡や虫め
がねを使った観察を体験して、科学の楽しさを再発見して
みませんか？

〒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
←る・く・るHPはこちらから
●近隣の駐車場をご利用ください。提携駐車場あり
（詳しくはお問い合わせください）

ホテルグランヒルズ
静岡

臨時開館日：12月26日(月) 臨時休館日：12月6日(火)、7日(水)、13日(火)、14日(水) 年末年始休館日：12月29日(木)〜1月3日(火)

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。

わくわく科学工作 鏡のクリスマスカードを
12

4

日

18 日

つくろう！

鏡に絵を映してオリジナルの
クリスマスカードをつくろう！

時 間：13：00〜15：30受付（1回20分程度）

る・く・る

ラボ

消臭ビーズをつくろう！

12

11 日

時
講

消臭ビーズってどうやって
においを消しているの？
簡単な作業で消臭ビーズを作りながら、
そのしくみを学ぼう！

間：13：30〜15：30受付
師：株式会社ハル・インダストリ

サイエンスショー 小さな力で動かせ！
12

24 土 25 日

〜てこのはたらき〜
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 間：11：00、14：00（各回30分程度）

申込が必要なイベント

← 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。

科 学 茶 房「数学」っておもしろい！

12

18 日

算数や数学を学校で勉強するのはなぜ？
実は、私たちの生活のいろいろな場面で「数学」が使われています。
でも、
ちょっと苦手、
と思っている人もいるかも。
今回は、
グループワークをしながら、数学の楽しさ・
おもしろさを味わってもらいましょう。
ポイントは「割り算」
です、
これが分かると
数学がおもしろくなります！

時 間：13：00〜15：00
対 象：どなたでも
（小学校高学年以上におすすめ）
定 員：30人
講 師：東京理科大学 教職教育センター 特任教授 松本明さん
参加費：無料(別途入館料がかかります)
申 込：WEB申込11月23日
（水・祝）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。

6

2022-23

コンサートシリーズ 2022−23
好評発売中

ディオティマ弦楽四重奏団

世界的に活躍するディオティマ弦楽四重奏団がついにAOIに初登場。2020年度、AOIの委嘱作品としてこのクヮルテットで演奏
を予定していたスウェーデンの作曲家、L.シュトライヒの新作の世界初演がついに実現する。

1/14 土

2023

15：00開演（14：15開場）

全指定￥4,000

（会員￥3,600、22歳以下￥1,000）
※未就学児はご入場いただけません。

出演／ディオティマ弦楽四重奏団
ユン・ペン・チャオ（ヴァイオリン）
レオ・マリリエ（ヴァイオリン）
フランク・シュヴァリエ（ヴィオラ）
ピエール・モルレ（チェロ）
曲目／A.ツェムリンスキー：弦楽四重奏曲第1番 イ長調 op.4
L.シュトライヒ：星空の静けさ（2020年度静岡音楽館AOI委嘱作品・世界初演）
J.ブラームス：弦楽四重奏曲第2番 イ短調 op.51-2

©lyodoh kaneko

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

AOI が誇るパイプオルガンの調べを 500 円で体感できる！

14：00開演（13：15開場）※15：00終演予定

全自由￥500（静岡音楽館倶楽部会員割引なし）
※未就学児はご入場いただけません。

※このコンサートは休憩がありません。
（オルガン）
出演／三上郁代
曲目／M.ムソルグスキー：《展覧会の絵》より
〈プロムナード〉
G.F.ヘンデル：《もろびとこぞりて》による変奏曲（J.W.ジョーンズ 編）
J.S.バッハ：目覚めよと呼ぶ声あり BWV645
C.-M.ヴィドール：夜警の行進 ほか
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※都合により内容を変更する場合があります。

〒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28日(水)〜2023年1月4日（水）

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。

12月

3
6
8
9

主 …主催 問 …お問合せ

オルガン￥500コンサート

土

クリスマス★コンサート 三上郁代
ホール

（13：15）14：00〜15：00

クラシックとセイロンティーVol.26

火
木
金

10 土
17 土
18 日
21 水
24 土

主 静岡音楽館AOI

全自由500円
※未就学児はご入場いただけません。

エキゾティッククリスマスコンサート
ホール

（18：00）18：30〜20：30

主 スリランカ日本親善クラブ 赤石

3,000円（前売2,500円）

常葉大学短期大学部音楽科第32回定期演奏会
ホール

（18：00予定）18：30予定〜20：45

全自由1,000円

講演会 作曲家入門「アントニン・ドヴォルザーク」
講堂

19：00〜20：30

無料（要申込）

クリスマス★コンサート

森麻季&鈴木優人 デュオ・リサイタル
ホール

残券僅少

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。

（14：15）15：00

静岡マンドリン愛好会第48回定期演奏会
ホール

（17：45）18：30

一般1,000円

学生500円

静フィルメンバーが奏でる
「午後の室内楽」
ホール

（12：30）13：30〜16：00

無料（どなたでも）

サークル“この1曲”をとことん語る
講堂

19：00〜20：30

（17：30）17：45〜21：00

弦楽四重奏のはなし
静岡音楽館AOI

学芸員

関本 淑乃

今年のミュンヘン国際音楽コンクール弦楽四重奏部門で日本の
弦楽四重奏団が第2位に入賞し、
あわせて聴衆賞を受賞するとい
う嬉しいニュースが報じられた。弦楽四重奏を聴いてみたいと
思った方もいるのでは。実は弦楽四重奏のコンサートは集客が難
しいというのはよく言われる話だ。恥ずかしながら、
私もこの仕事に
就くまでほとんどと言っていいくらい出かけたことがなかった。
弦楽四重奏のコンサートで覚えているのは、幼いころ
（たしか小
学生のころだったと思う）、地域のコミュニティセンターで聴いたこ
と。第1ヴァイオリン奏者が地元の演奏家だったことで無料で定期
的に行われていた。
いろいろ演奏してくださったはずなのに、残念
ながら記憶に残っているのはW.A.モーツァルトの《アイネ･クライネ･
ナハトムジーク》のみ。それまで弦楽合奏版でしか聴いたことがな
く初めて弦楽四重奏で聴いたのだが、各パートがよく見えて、
そし
てよく聴こえておもしろかったことを鮮明に覚えている。

問 090-1742-8421

主 常葉大学短期大学部音楽科
問 054-263-1125

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

主 静岡音楽館AOI
問 054-251-2200

主 静岡マンドリン愛好会事務局
問 080-3635-1972

主 静フィル事務局
問 054-270-3151

主 静岡音楽館AOI

無料（要申込）

第42回しゅぴーるピアノ発表会
ホール

問 054-251-2200

問 054-251-2200

主 入川美智子

無料（関係者のみ）

問 054-287-7008

弦楽四重奏曲は、
もともとはサロンで気軽に楽しむような音楽だっ
た。それを確立したのはハイドンで、彼によって作曲家の芸術音楽
へと変わっていった。さらに芸術的境地に高めたのがベートーヴェ
ン。彼はピアノ作品で試みた様々な新しい試みを、大編成のオーケ
ストラで試み、最終的に弦楽四重奏曲へと集約させていった。弦
楽四重奏曲をもっとも崇高だと考えていたと言われている。
AOIでは今シーズン、弦楽四重奏のコンサートを3つご用意した
が、
その最後を飾るのがディオティマ弦楽四重奏団。コンサートシ
リーズ2020‐21で開催する予定だったが新型コロナウイルス感染症
の影響により来日困難となり、
あえなく断念。今回、満を持しての登
場だ。彼らは以前も何度か来日している。プログラムはブラームス、
ツェムリンスキー、
そしてスウェーデン出身のL.シュトライヒによる当館
の委嘱作品。特に委嘱作品はようやく初お目見えとなる。
弦楽四重奏は奏者4名の丁々発止のやり取りにその魅力があ
る。
リハーサルを重ね、
ああでもない、
こうでもないと議論を交わしな
がら作品を作り上げていく。メンバーが一部入れ替わってはいるも
のの、結成から25年ほど経ている彼らなら、熟成されたワインのごと
く、
きっと極上のアンサンブルを聴かせてくれることだろう。乞うご期
待！
※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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第20回 静岡市民芸能発表会
市内で活動している文化団体や市民サークルの皆さ
まが日ごろから練習してきた成果を発表します。
子どもから大人まで様々な世代のグループが、
ヒップ
ホップやストリートダンス、
フラダンスや伝統芸能など
幅広いジャンルで出演します。

日

12 17
18

時：

月

日
（土）
日
（日）

10：00〜17：40（予定）

会 場：静岡市民文化会館 中ホール
料 金：全席自由席、無料
申 込：不要（直接会場にお越しください）
主 催：静岡市
企画・制 作：公益財団法人静岡市文化振興財団
問い合わせ：静岡市民文化会館 054-251-3751

オーガニックカフェ・マルシェ

にぎわい市場

「地域と人とのつながり
（地産地消）」、
「オーガニックに関わる生産者とお店と人とのつながり」
をテーマと
したカフェ＆マルシェイベントを開催します。
エシカル消費（社会課題の解決を考慮した消費活動）
や地球環
境とひとりひとりの健康・生活の安心とを持続可能に循環できる社会へのつながりについて身近に考える
きっかけとして、
どうぞご参加ください。

12月10日（土）

日

時：

会

場：静岡市民文化会館 ホール前広場

10：00〜16：00（予定）

雨天の場合は会場が屋内
（大会議室・展示室）
となります。

マルシェ・ピアノ

にぎわい市場では共催イベントとして、前回も大好評
のストリートピアノを限定開放します。
使用されるのは昭和初期製造のヴィンテージ・グラン
ドピアノ
（日本楽器製）
で、
できるだけ当時の部品を損
なわないように修繕と調整を行いました。珍しいフォ
ルムと、味わいのある音色が魅力です。ぜひ演奏しに
いらしてください！

主催・問い合わせ：しずおか市消費者協会
054-221-1174（平日9：00〜12：00）
静岡市民文化会館 054-251-3751
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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。

12月【ホール】

3
4

土

日

11 日
11 日
18 日
21 水
22 木
24 土
25 日
25 日
27 火

年末年始休館日：12月28日(水)〜2023年1月4日（水）
主 …主催 問 …お問合せ

第20回静岡市PTA大会
大ホール

（12：30）13：00〜16：45

主 静岡市PTA連絡協議会
問 054-351-1740（市P連事務局）

関係者のみ

ずっと真夜中でいいのに。
GAME CENTER TOUR『テクノプア』
大ホール

（16：00）17：00

指定席：8,000円（税込）

BUCK-TICK TOUR THE BEST 35th anniv.
大ホール

（17：00）18：00

指定席：9,900円（税込）

（16：45）17：30〜19：30

自由席：前売500円、当日600円

仮面ライダースーパーライブ2023
大ホール

①（ 9：15）10：00
②（13：15）14：00

※3歳未満の膝上鑑賞無料
（ただしお席が必要な場合は有料）

（13：30）14：00〜15：30

（18：00）19：00〜21：00

指定席：SS席12,000円、
S席8,900円、 A席7,600円

（16：30）17：30〜20：00

（Daiichi-TV事業プロデュース部）

主 株式会社 ジェイルハウス

（平日11：00〜15：00）

指定席：7,700円

（17：15）18：00〜20：00

自由席：800円

※高校生以下無料
未就学児入場不可

静岡県立静岡商業高等学校音楽部 第74回定期演奏会
中ホール

主 Daiichi-TV/K-mix
問 054-283-8115

問 052-936-6041

静岡大学管弦楽団第108回定期演奏会
大ホール

主 静岡市

（静岡市 福祉総務課）

関係者のみ

斉藤和義 弾き語りツアー「十二月〜2022」
大ホール

問 054-251-3302

問 054-221-1366

ディズニー・オン・クラシック〜まほうの夜の音楽会2022
大ホール

主 静岡県立静岡農業高等学校 吹奏楽部
問 054-261-0111（望月・山下）

主 静岡朝日テレビ

指定席：前売3,500円、当日4,000円（税込）

令和4年度静岡市民生委員・児童委員就退任式
大ホール

主 サンデーフォークプロモーション
問 054-284-9999

静岡農業高校吹奏楽部 第47回定期演奏会
中ホール

主 サンデーフォークプロモーション
問 054-284-9999

（16：00）17：00〜19：30

自由席：前売800円、当日1,000円

常葉大学附属常葉中学校・高等学校吹奏楽部 第45回定期演奏会

主 静岡大学管弦楽団
問 080-1579-9954（中村）

主 静岡県立静岡商業高等学校
問 054-255-6241（顧問：日下）

主 常葉大学附属常葉中学校・

高等学校 吹奏楽部

大ホール

（13：00）13：30〜15：30

入場無料

問 054-245-5401（顧問：宮司）

※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。
年末年始休館日：12月28日(水)〜2023年1月4日（水）

劇団四季ファミリーミュージカル 人間になりたがった猫
忘れかけていたものが見えてくる――ライオネルが教えてくれる、人間の素晴らしさ
魔法によって人間の姿に変えられた、猫のライオネル。
ブライトフォードの町で人々と出会って初めて知ったのは、人間の心。
ライオネルが、あなたに人間の素晴らしさ、命や仲間の大切さを教えてくれることでしょう。

1/28 土

時： 2023年

日

会
料

開演16：30

29 日

（開場15：45）

場：静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
金：Ｓ席大人5,500円、子ども3,300円
Ａ席大人3,300円、子ども2,200円

開演13：00

（開場12：15）

※
「四季の会」会員のお客様はＳ席大人のみ4,400円
※公演当日３歳以上有料、2歳以下の着席鑑賞有料（膝上観劇無料）
※子ども＝公演当日３歳以上、小学６年生以下

〈チケット取り扱い〉11月19日
（土）一般発売
※詳しくは劇団四季HPをご覧ください。 https://www.shiki.jp

主
催：静岡市清水文化会館マリナート／静岡新聞社・静岡放送／劇団四季
お問合せ：劇団四季 静岡オフィス
（054-275-3050）

12月【ホール】

6

火

8

木

7

水

主 …主催 問 …お問合せ

清水市民劇場 12月例会 劇団俳優座「雉はじめて鳴く」
〈12/6〉
（18：00）18：30〜20：30
大ホール
〈12/7〉
（12：30）13：00〜15：00

会員のみ

第36回静岡・清水市民クリスマス アントニオ古賀ファミリーコンサート

大ホール （17：30）18：00〜20：00

自由席 1,000円

主 清水市民劇場
問 054-351-8191

主 静岡・清水市民クリスマス実行委員会

（スリヤ佐野）
問 090-6541-3063

10 土

第28期しみずかがやき塾 第7回講座【講師：加来 耕三】

13 火

第39回 橘小学校オーケストラ学習発表会

14 水

富士山静岡交響楽団 トロンボーントリオコンサート

主 トロンボーンアンサンブル

小ホール （18：30）19：00〜21：00

問 080-5134-9571(中川)

大ホール （12：30）13：30〜15：00

問 054-353-6700

会員のみ

大ホール （13：30）14：00〜16：00予定

関係者のみ

自由席

一般 2,000円 学生 1,000円

※未就学児入場不可

TOKAIグループ Presents

県民参加による
「歓喜の歌」第九コンサート

17 土

大ホール （13：00）14：00

指定席

Ａ席4,500円 Ｂ席3,500円 Ｂ席学生1,500円

※当日500円増（B席学生は前売と同額）※未就学児入場不可
※B席学生は25歳以下の大学生まで

23 金

清水国際高等学校吹奏楽部 第11回クリスマスコンサート

24 土

S音楽教室 発表会

小ホール （17：00）17：30〜19：30 予定

小ホール （12：00）13：00〜15：00

主 しみずかがやき塾

自由席 300円

主 常葉大学教育学部附属橘小学校
問 054-263-1080

JYOSHIKAI

主 富士山静岡交響楽団
問 054-203-6578

(平日9：30〜17：30)

主 清水国際高等学校吹奏楽部

（漆畑・笠井）
問 054-366-4155

主 S音楽教室

関係者のみ

（清水）
問 090-4083-5663

【ギャラリー】

9

金

〜

11 日

21水 〜 25 日
11

第17回 溪仙会展・併催 大滝溪仙傘寿記念展
全面

9：00〜16：30（最終日は15：00まで）

無料

清水南高校芸術科美術展
全面

9：00〜17：00（最終日は15：00まで）

主 溪仙書道会

（大滝）
問 090-3559-2634

主 静岡県立清水南高等学校

無料

※諸事情により、公演の中止・延期または内容が変更になる場合があります。詳細は主催までお問合せいただきますようお願い申し上げます。

問 054-334-0431

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）
・26（木）
1/12（木）
2/9（木）

人と地球にやさしい
お買い物

人や地球環境、社会に配慮した消
費活動や生活について学びます。

どなたでも10人

1人500円

12/15（木）
10：00〜・申込順

1/12(木）・19（木）・26（木）
・9（木）
2/2（木）

パソコン初級講座
ステップアップ編

インターネット検索・閲覧や文書
作成をはじめとする、パソコン活
用 の 具 体 的 方 法 を 学 び ま す。
Windowsパソコンを使用。

パソコン初心者
14人

1人2,000円

12/8（木）
10：00〜・申込順

1/29（日）
・26（日）
2/12（日）
3/5（日）

こども10円商店街
こども店長募集

小学生14組
（1組2〜3人）

1人1,500円

（全4回）

小学生が自分でお店を考え、販
売やサービスを 1 回 10 円で提供
する講座です。商品を考え、制
作し、販売する過程や接客マナー
などを学びます。

12/15（木）必着
詳細はお問合せくだ
さい。

古本リサイクル市

古本を持ち寄り、交換する市です。

どなたでも

無料

初心者向けの一閑張体験講座で
す。
自分で和紙にデザインをし、あ
なただけの手提げかばんを制作
します。

18歳以上10人

1人4,000円

（全3回）

10：00〜12：00

（全5回）

13：30〜15：30

9：30〜11：30
※2/26（日）のみ
9：30〜14：15

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（水）〜1/4（水）

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（水）〜1/4（水）

西部生涯学習センター

12/16（金）
11：00〜17：00

17（土）

9：30〜17：00

（全3回）

18（日）

9：30〜13：00

1/21（土）・28（土）
2/4（土）・18（土）
13：30〜15：30
※2/11(土･祝)は休み

一閑張で
素敵なバッグを作ろう
（全4回）

12/19(月)必着、
年齢も記入、
1枚1人・多数抽選

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（水）〜1/4（水）

東部生涯学習センター

1/28（土）

麻機自然観察会
〜冬鳥の観察〜

10：00〜11：30
※雨天時室内講義

（全1回）

1/29（日）

しずおか地域
歴史さんぽ・東部編

9：30〜12：00
※雨天時2/5（日）

（全1回）

麻機遊水地で冬鳥を観察します。
※あさはた緑地（葵区赤松）集合
解散

3歳以上の人20人
（小学生以下
保護者同伴）

「新寺町を歩く」と題して沓谷の
どなたでも15人
寺々を巡ります。※沓谷第一公園
（3時間・4km程度を
（葵区沓谷六丁目）集合解散
歩ける人）
※事業詳細はP.15参照

無料

12/24（土）
10：00〜・申込順

無料

12/17（土）
10：00〜・申込順

北部生涯学習センター

北部生涯学習センター
・17（火）
1/10（火）
・31（火）
24（火）
2/7（火）

じぶんに自信がつく
子育て術

・28（土）
1/14（土）
2/4（土）

ほくぶ男性料理講座

（全5回）

10：00〜11：30

（全3回）

9：30〜11：30

1人1,000円

子育てに悩む保護者を対象に、自 3歳〜小学3年生の ※託児希望の
場合（子ども 12/6（火）
保護者20人
信がつく子育てのヒントを学びま
※託児あり
（1歳以上） 1人につき
10：00〜・申込順
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（水）〜1/4（水）

別途500円/回）

家庭で実践するための基礎を学び、 18歳以上の男性
12人
和食・洋食・中華の料理をします。

1人1,500円

12/3（土）
10：00〜・申込順

藁科生涯学習センター

1/11（水）

①10：00〜11：30
②13：30〜15：00

・13（金）
1/11（水）
13：30〜15：30

はじめてのスマホ
〜初級編〜
（各1回）

竹筆であそぶ
〜竹筆作りと書き初め〜
（全2回）

スマホの基本操作や代表的なアプ
リの使い方を学びます。
Androidの機種を使用します。

60歳以上のスマホ
初心者各15人

藁科地域の郷土玩具「おかんじゃ
け」の技法を用いて竹の筆を作り、 どなたでも15人
作った竹筆で書き初めをします。

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（水）〜1/4（水）

無料

12/14（水）
10：00〜・申込順

1人1,500円

12/14（水）
14：00〜・申込順

12

日

時

講

座

名

内

容

対

象

会

費

申込方法

西奈生涯学習センター（リンク西奈）
こどもの笑顔
写真コンテスト
受賞作品巡回展

「見ているとつられて笑顔になっ
てしまう」そんな素敵な写真に会
いに来てください。

どなたでも

無料

・21（土）
1/7（土）
・18（土）
2/4（土）
3/4（土）

はじめて学ぶ
中国語と文化

初めて学ぶ方向けの中国語での
挨拶や会話、中国の文化について
学びます。

どなたでも
20人

1人1,200円

12/10（土）
13：30〜・申込順

・2/5（日）
1/22（日）

男性向け冬の料理講座

男性を対象に季節に合わせた料
理の実習を行います。

18歳以上の
男性16人

1人2,500円

12/11（日）
10：00〜・申込順

折り紙を使って、
よく回るコマを作
ります。

どなたでも12人
（小学3年生以下
保護者同伴）

1人300円

12/18（日）
10：00〜・申込順

無料

12/17（土）
10：00〜・申込順

12/20（火）〜25（日）
9：00〜21：30

（全1回）

（全5回）

13：30〜15：30

（全2回）

10：00〜13：00

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（水）〜1/4（水）

南部生涯学習センター

1/15（日）

折り紙でコマ作り

1/28（土）

しずおか地域
歴史さんぽ・南部編

10：00〜11：30

9：30〜12：00
※雨天時2/18（土）

（全1回）

（全1回）

「八幡山の歴史を訪ねて」
と題して
どなたでも15人
八幡山周辺を巡ります。※八幡神 （3時間・4km程度を
社社務所（駿河区八幡）集合解散
歩ける人）
※事業詳細はP.15参照

プラモ大好き！
なんぶ模型ひろば

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。

どなたでも

無料

・24（火）
1/10（火）
・21（火）
2/7（火）
3/7（火）

ゼロからはじめる
韓国語入門講座

初めて韓国語を学ぶという方向
けに韓国文化も学べる、やさしく
楽しい入門講座です。

韓国語初心者
20人

1人1,000円

12/6（火）
13：00〜・申込順

1/11（水）・18（水）・25（水）
2/1（水）

折り紙で
つるし雛を作ろう

折り紙でつるし雛を折ります。

どなたでも16人

1人1,000円

12/7（水）
13：00〜・申込順

1/12（木）・19（木）・26（木）

パソコンを使わない
プログラミング体験

はじめてプログラミングにふれる
幼児向けにプログラミングの基本
を遊びながら、楽しく学びます。

3才〜5才の子と
その保護者12組

1組500円

12/8（木）
10：00〜・申込順

無料

12/17（土）
10：00〜・申込順

1/29（日）

10：00〜16：00

（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（水）〜1/4（水）

長田生涯学習センター

（全5回）

13：30〜15：00

（全4回）

13：30〜15：30

16：30〜17：30

1/21（土）

9：30〜12：00
※雨天時1/28（土）

（全3回）

しずおか地域
歴史さんぽ・長田編
（全1回）

「徳願寺山から駿府を眺める」と
題して、向敷地周辺を歩きます。
どなたでも15人
※JA静岡市長田支店駐車場（駿 （3時間・4km程度を
歩ける方）
河区手越原）集合解散
※事業詳細はP.15参照

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（水）〜1/4（水）

大里生涯学習センター

1/21（土）

大里かるた大会

1/22（日）

13：30〜15：30

親子でかがくあそび
〜星について学ぼう！〜

1/29（日）

大里JAZZフェスティバル

10：00〜12：00

13：30〜16：00

13

（全1回）

（全1回）

（全1回）

※都合により内容を変更する場合があります。

大里地域の歴史や文化を紹介し
た「大里かるた」を使ったかるた
大会です。子どもから大人まで、
ど
なたでもご参加いただけます。参
加者には、
「大里かるた」をプレゼ
ント！

どなたでも
20人

1人1,000円

12/9（金）
10：00〜・申込順

科学絵本の読み聞かせを通じて
小学2年生までの子と
星について学び、自分の星座のス
その保護者24人
トラップを作ります。

無料

12/16（金）
10：00〜・申込順

大里生涯学習センターで活動して
いるビッグバンド3団体による合
同JAZZコンサートです。

無料

どなたでも
100人

12/20（火）
10：00〜・申込順

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（水）〜1/4（水）

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）

13：15〜15：30

歴史講演会
〜家康と駿府〜

大河ドラマの放送と静岡市歴史
博物館の開館を記念して、家康と
駿府（静岡）の関わりを語ります。

市内在住の
60歳以上の人
15人

無料

1/19（木）〜2/2（木）

美和地区合同美術展

美和地区の幼保小中学校の子ど
もたちの作品を展示します。

どなたでも

無料

どなたでも15人
（3時間・4km程度を
歩ける人）

無料

1/18（水）

9：00〜21：30
※休館日を除く

1/22（日）

9：30〜12：00
※雨天時1/29（日）

1/24（火）

10：00〜12：15

1/28（土）

13：30〜15：30

2/5（日）

10：00〜12：00

・2/5（日）
1/28（土）
10：00〜12：00

・2/5（日）
1/29（日）
10：00〜12：00

（全1回）

（全1回）

12/21（水）
13：30〜・申込順

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（水）〜1/4（水）

「安倍街道から瑞龍寺までを歩く」

しずおか地域歴史さんぽ と題して、歴史散策を行います。
※北部生涯学習センター（葵区昭
北部・美和編
府二丁目）集合、瑞龍寺（葵区井宮
（全1回）

町）解散
※事業詳細はP.15参照

12/17（土）
10：00〜・申込順

はじめての
スマホ体験講座

スマホの基本操作などを教わりま
す。※講座では、体験機（iPhone）
を使用します。最少携行人数4人。

60歳以上の
スマホ初心者
12人

無料

キャッチボールマシンを
つくろう

キャッチボールマシンを作ります。
2回目はアカデ美和こどもの祭典
で先生になって教えます。

小学生10人

無料

化石のレプリカ
消しゴムづくり

1回目は化石のレプリカ消しゴム
の作り方を学び、2回目はアカデ美
和こどもの祭典で先生になって教
えます。

小学生10人

無料

12/17（土）
11：00〜・申込順

作ってあそぼう！
科学工作隊

科学の仕組みを使った工作をしま
す。2回目はアカデ美和こどもの祭
典で先生になって教えます。

小学生10人

無料

12/18（日）
10：00〜・申込順

（全1回）

（全2回）

（全2回）

（全2回）

12/20（火）
10：00〜・申込順

12/17（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）

1/12（木）・19（木）・26（木）
2/2（木）・9（木）・16（木）

iPhone基礎講座1月

iPhoneの基本操作を学びます。

1/16（月）

ワンオペママの運動と
おしゃべり会1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。

1/17（火）・24（火）・31（火）
2/7（火）・14（火）・21（火）

子育てママの
リフレッシュ体操・1月

1/21（土）

13：30〜15：30

10：00〜11：30

10：00〜11：30

10：00〜11：30

18歳以上の
iPhoneを
持参できる人
10人

1人3,000円

12/1（木）
13：30〜・申込順

3歳以下の
子とその母親
16組

1組500円

12/19（月）
10：00〜・申込順

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。

12/20（火）
10：00〜・申込順

お産が楽しみになる
マタニティヨガ1月

産後のおはなし＆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
でた人10人

1人500円

12/17（土）
10：00〜・申込順

（全6回）

（全1回）

（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（水）〜1/5（木）

※都合により内容を変更する場合があります。
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健康文化交流館「来・て・こ」
（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

OS

会費 ※施設使用料別途

①

1/16〜2/20

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

1/17〜3/7

火曜日13：30〜15：30

ワード入門（全8回）

Win10

5,500円

③

1/17〜3/7

火曜日19：00〜21：00

ワード中級（全8回）

Win10

5,500円

④

1/18〜3/1

水曜日19：00〜21：00

エクセル入門（全7回）

Win10

5,000円

⑤

1/16〜3/6

月曜日19：00〜21：00

エクセル中級（全8回）

Win10

5,500円

⑥

1/19〜3/16

木曜日19：00〜21：00

エクセル関数（全8回）

2/23（木・祝） Win10

5,500円

⑦

1/13〜2/10

金曜日19：00〜21：00

パワーポイント入門（全5回）

Win10

4,000円

⑧

1/19〜1/26

木曜日10：00〜12：00

（全2回）
パソコンに慣れよう（1月）

Win10

1,000円

⑨

2/9〜2/16

木曜日10：00〜12：00

（全2回）
パソコンに慣れよう（2月）

Win10

1,000円

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

12/15（木）必着・年齢も記入・多数抽選 〒422-8021 静岡市駿河区小鹿二丁目25番45号 電話202-4300

申込方法：

◆フィットネス講座

19歳以上の健康な人 各20人
日

コース

時

休講日

会費 ※施設使用料別途

①

1/16〜3/20

月曜日19：30〜20：30

入門ジャズダンス月曜（全10回）

3,500円

②

1/11〜3/15

水曜日13：45〜14：45

筋膜コンディショニング水曜（全10回）

3,500円

③

1/12〜3/23

木曜日13：45〜14：45

入門ヨガ木曜（全10回）

④

1/13〜3/17

金曜日19：30〜20：30

ヨガ金曜（全10回）

⑤

1/12〜3/23

木曜日19：30〜20：30

初級エアロ木曜（全10回）

⑥

1/10〜3/14

火曜日13：45〜14：45

入門エアロ火曜（全10回）

⑦

1/7〜3/18

土曜日10：30〜11：30

中級エアロ土曜（全10回）

⑧

1/11〜3/15

水曜日19：30〜20：30

中級エアロ水曜（全10回）

3,500円

2/23(木・祝)

3,500円
2/23(木・祝)

2,500円
2,500円

2/11(土)

2,500円
2,500円

12/8(木) 必着・年齢も記入・多数抽選 〒422-8021 静岡市駿河区小鹿二丁目25番45号 電話202-4300

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

①

1/13

金曜日①13：30〜14：30 ②14：45〜15：45

②

1/27

金曜日①13：30〜14：30 ②14：45〜15：45

OS
Win10

無

料

Win10

無

料

初心者対象パソコン相談室

会費 ※施設使用料別途

12/9(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

①

パソコン講座

初心者対象パソコン相談室

1/7〜1/28

19歳以上または勤労者で健康な人 各10人

時
毎週土曜日11：45〜12：30

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：

来・て・こ トークシリーズ vol.1
◆デザイナーと考える暮らしの楽しみ方〜旅するように仕事する100（？）の方法 どなたでも 30人
日

時

12/17（全1回）土曜日14：00〜16：00

①

内 容

会費 ※施設使用料別途

山口良太氏（デザイナー、静岡市主催「ストレンジシード静岡」
アートディ
レクター）
・鈴木竜一朗氏（写真家）をゲストに招き、
ごくごく身の回りの生
活の楽しみや工夫、他者や地域とのつながり方などについて伺います。

1,000円

11/5(土)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：

しずおか地域歴史さんぽ

◆どなたでも15人（3時間・4km程度を歩ける人）◆会費：無料 ◆雨天順延

静岡市歴史博物館の開館を記念して市内生涯学習センターが連携して行う、
センター周辺地域の史跡等を巡る歴史ウォーキングです。
日

時

1/21（土）9：30〜12：00
1/22（日）9：30〜12：00
1/28（土）9：30〜12：00
1/29（日）9：30〜12：00
2/4（土）9：30〜12：00
2/5（日）9：30〜12：00
2/11（土・祝）9：30〜12：00
2/12（日）9：30〜12：00
2/18（土）9：30〜12：00
2/23（木・祝）9：30〜12：00
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テーマ・集合場所

長田編「徳願寺山から駿府を眺める」
※JA静岡市長田支店駐車場集合・解散
北部・美和編「安倍街道から瑞龍寺までを歩く」
※北部生涯学習センター集合・瑞龍寺解散
南部編「八幡山の歴史を訪ねて」
※八幡神社社務所集合・解散

東部編「新寺町を歩く」
※沓谷第一公園集合・解散
西部編「旧東海道を歩く・弥勒〜西の見付〜駿府城」
※弥勒緑地集合・静岡県庁解散

西奈編「今川・徳川の縁を巡る瀬名散策」
西奈生涯学習センター集合・解散
葵編「駿府の町を巡る」
葵生涯学習センター集合・解散
藁科編「『幻の寺 建穂寺』建穂神社から観音堂を歩く」
※建穂神社集合・建穂寺観音堂解散
大里編「旧大里村の史跡を巡る」
※常磐公園集合・伊河麻神社解散

来・て・こ編「久能街道を歩く」
※東大谷公園集合・久能山東照宮入口解散

※都合により内容を変更する場合があります。

お問合せ

申込方法

長田生涯学習センター
北部生涯学習センター 美和分館
南部生涯学習センター

12/17（土）10：00〜
参加を希望する
センターへ。
（申込順）

東部生涯学習センター
西部生涯学習センター
西奈生涯学習センター（リンク西奈）
葵生涯学習センター（アイセル21）
藁科生涯学習センター
大里生涯学習センター
駿河生涯学習センター（来・て・こ）

1/7（土）10：00〜
参加を希望する
センターへ。
（申込順）

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、宇津ノ谷について特集します。

静岡市オープンデータポータルサイトより引用
蔦の細道

髙木 桂蔵（静岡県立大学名誉教授）

昔の情景をそのまま残す蔦の細道

や

宇津ノ谷

の
つ
う

静 岡 市 内 を 流 れる安 倍
川 を 西に渡ると 手 越 地 域
に出る ︒ここは昔から有 名
で︑
いろいろと 取 り 上 げ ら
れているが︑
どちらかという
と︿ 忘 れられている ﹀のが︑
宇津ノ谷の郷である︒
むろん︑﹃ 弥次喜多 ﹄をは
じめ︑各 種 旅 行 記に通 過 地
として出てくるが︑
じっくり
落ち着いて見たものは少な
い ︒ 今 回は古 典 的に注 目
したい﹁ 宇 津ノ谷 ﹂を 紹 介
しよう︒
それは﹁ 蔦の細 道 ﹂にあ
る ︒ 超 有 名 な 在 原 業 平の
歌 碑が︑
ここにあるのだ︒業
平 はいう まで も な く 平 安
時 代の文 学 作 品﹃ 伊 勢 物
語 ﹄の主 人 公であり ︑教 科
書 に も 出 て く る 人 物 であ
る︒
この書 で 東 に 下 る 業 平
が︑
﹁ 宇 津ノ谷 ﹂を 通ってい
る ︒ 江 戸 時 代 以 降 は﹁ 蔦
の 細 道 ﹂と よ ば れ てい た
﹁ 宇 津ノ谷 ﹂で︑和 歌を詠ん
でいるのだ︒
蔦や楓がからむ﹁ 宇 津ノ
谷 峠 ﹂で︑旧 知の僧 侶 と 偶
然 出 会 う ︒ そこで都に行
くこの僧 侶 に 和 歌 を 託 し

て︑都に届 けても らうので
ある︒

駿河なる 宇津の山べの
うつつにも 夢にも人に 逢
はぬなりけり

伝 わるところによると︑
この業 平の逸 話から﹁ 蔦の
細 道 ﹂という呼 称が生まれ
たという︒
いま ︑
この歌 碑が峠の頂
上に建っている ︒昭 和 4 4
年に地 元の有 志によって建
てられたが︑
この碑はほとん
ど 紹 介 さ れてない︒いろい
ろ な 郷 土 研 究 者の著 作 で
も 見 たこ と が ないので あ
る︒
しかし︑有 名な業 平の歌
碑が︑静 岡にあることを 広
く 世に知らせたいものであ
る ︒碑のあるところまでは
簡 単に歩いて行 けるので︑
ぜひ皆 さん︑
一度 行ってみて
はいかがだろうか︒

次回もお楽しみに。
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まちかどコンサート
まちは劇場 ON STAGE SHIZUOKA

12月16日（金）

入場無料

［会場］JR静岡駅北口地下広場

16：00〜16：30

［出演］

積志リコーダーカルテット
徳永 隆二（ソプラノ・リコーダー）
内海 靖久（アルト・リコーダー）
齋藤 春彦（テナー・リコーダー）
曽根 圭司（バス・リコーダー）

［予定曲目］

J.マークス：赤鼻のトナカイ
T.コナー：ママがサンタにキッスした ほか

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

12月23日（金）

［会場］JR静岡駅北口地下広場

17：00〜17：45

［出演］

長坂 萌（マリンバ）

［予定曲目］

クリスマスメドレー ほか

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

※都合により内容を変更する場合があります。
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企画・制作・問合せ：公益財団法人静岡市文化振興財団 054 - 255 - 4746

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(木)〜2023年1月3日（火）
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

12月

2

主 …主催

入場無料

金〜

4

問 …お問合せ

5 月〜 9

日

墨楽会展

6

金

第1展示室

主

墨楽会

some sPec (第2回)
第1展示室

主

第24回「絵で伝えよう！
わたしの町のたからもの」絵画展

第3展示室

主「透明人間」
写真展
実行委員会
10：00〜17：00
（初日13：00〜、最終日15：00まで）

第2・4・5展示室

10：00〜17：00

10 土 〜 18 日

10 土 〜 11 日
大羽

〈12/10〉10：00〜17：00
〈12/11〉10：00〜15：00

主

問

静岡ユネスコ協会/静岡市
054-255-4746
公益財団法人 静岡市文化振興財団

23 金 〜 25 日

『本から飛び出した
世界の美しい風景』
主 栗坂
第3展示室
問 070-1302-1215 栗坂
10：00〜17：00
（初日13：00〜、最終日15：00まで）

2022年10月13日現在

11 日

静岡市民ギャラリーPR事業

「透明人間」写真展

10：00〜17：00
（最終日16：00まで）

火〜

しずおか子ども美術の会
「幼児の絵画展」
第1・2・3・4・5展示室

主

しずおか子ども美術の会

10：00〜17：00
（最終日15：00まで）

※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。

静岡市民ギャラリーPR事業

第

静岡ユネスコ協会絵画展

絵で伝えよう！
わたしの町の
たからもの 絵画展
回

24

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す。

◆入場無料◆

応募された全ての作品を
市民ギャラリーに展示します

会場：静岡市民ギャラリー第2、4、5展示室
令和4年

12/6（火）〜12/11（日）

午前10時
〜

会期

（静岡市役所静岡庁舎 本館1階）

午後 5時

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催内容が変更や中止になる場合があります

主催：静岡ユネスコ協会/静岡市
お問合せ：公益財団法人静岡市文化振興財団 TEL：054-255-4746（平日8：30〜17：30）
※本事業は公益社団法人日本ユネスコ協会連盟の青少年ユネスコ活動助成を受けて行うものです。

※都合により内容を変更する場合があります。
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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

3

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

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

TEL.054-250-0283
9：30〜22：00

ルモンドふじがや
4
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

美容室 ＭＯＤＡ
（モダ）
10%oﬀ

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

5

三日月堂
500円以上お買上げのお客様は10％oﬀ

6

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

8

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

ランチタイムを除く

駿河呑喰処 のっち
コース料理10％oﬀ（要予約）

14

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

ラッツァロッサ
食事代10％oﬀ

18 Men's Beauty Salon Ochiai
イヤーセラピーサービス

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

20 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

GROW STOCK
フライドポテトプレゼント

22 ワイン食堂 GAV
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

19

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

21

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

19

路地裏韓居酒屋 韓唐韓
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

12

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

17

地図に記載はありません。

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.054-253-5556 静岡市葵区七間町8-25 PISAビルⅡ 4F
17：00〜26：00、火曜日定休

15

英会話スクール BEELINE
入会金50％oﬀ（10,800円を5,400円に）

TEL.054-282-7123 静岡市駿河区南町5-32
8：00〜19：00、
日曜日定休

TEL.054-255-7580 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）

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

13

そば処 志ほ川
50円引

10 こまちや化粧品店
粗品進呈

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

11

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

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

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

9

静岡市葵区御幸町11-14 サールナートホール3F

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

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

7

静岡シネ･ギャラリー
鑑賞料200円割引（学生100円割引）

居酒屋 とんからり
おすすめ豚料理1品あげる☆

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）
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

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
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

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
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

23

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

24 馬場製菓合名会社
商品代金10％oﬀ

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

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

25 呑みや 闇よ棚
ビール1杯目を割引価格にて提供

26

12 to go
クラフトビール1杯目100円引き

28

29 ラ･ソムリエール
スパークリングワイン1杯プレゼント

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

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

BEER GARAGE
おつまみ盛り合わせサービス

地図に記載はありません。

居酒屋 咲 SAKU
ドリンク1杯またはお通しサービス

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

※定休日・開催日はHPをご確認ください。

ソフトドリンク付き300円oﬀ、飲み放題付き500円oﬀ

静岡市葵区紺屋町3-10 中島屋グランドホテル

41 レストランAoki
ディナータイム ドリンク1杯サービス

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

36 和夢
100円引 チケットに記載の日付から1週間後まで1回限り有効

TEL.054-273-2700 静岡市葵区昭和町4-3 メリッサビル2B
日〜木17：00〜25：00、金・土17：00〜26：00、火曜日定休

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）
TEL.054-253-1511

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

38 洋風居酒屋 コドナ
塩昆布フライドポテトプレゼント

TEL.054-288-0246 静岡市駿河区南町5-22 芹澤ビル1F
16：30〜22：00
（L.O.21：00）
、
月曜日定休、
日曜日不定休

39 ビュッフェレストラン クロスロード

32 シャン・カルナ

TEL.054-283-1756 静岡市駿河区南町7-9
17：00〜23：00、
日曜日定休

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

37

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

34 The Pint Shack
ちょっとしたおつまみプレゼント

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

35

地図に記載はありません。

30 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

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

33

TEN ROSEs（テンローズ）
店内商品10％oﬀ

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

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

31

12
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

静岡市葵区両替町1-6-10 M2ビル201
16：00〜23：00、木曜日定休

27

地図に記載はありません。

40 Maiar
1,000円以上お買上げの方10%oﬀ

New

TEL.054-266-6110 静岡市葵区鷹匠2丁目2-5
9：30〜19：00、
月曜定休日(月曜日が祝日の場合は営業、翌日休み)

New

TEL.054-285-0733 静岡市駿河区泉町1-27
11：30〜14：00、17：00〜22：00、
月曜日定休

松坂屋静岡店

静岡市葵区御幸町10-2

New
42 Blanc CUBE（北館2F）
ビスになります。
コーヒーサービス セルフサー
※提供時間 10：00〜18：00
（火曜日は16：00まで）
TEL.054-205-2212
10：00〜19：00
（火曜日は16：00まで）

New
43 スマートアクアリウム静岡（本館7F）
スマートアクアリウム静岡オリジナルクリアファイルをプレゼント
TEL.050-3131-9211
10：00〜20：00、1月1日定休

駐車場
44 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。
46 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

TEL.054-252-0120 静岡市葵区黒金町1-6
年中無休・24時間営業

45 中西ガレージ
駐車料金 100円引券プレゼント

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。
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葵タワー

静岡市葵区紺屋町17-1

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

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

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

11：00〜15：30
（L.O.15：00）

43 そば処 岩久本店（B1） 17：00〜21：00（L.O.20：30）
48

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

※1月1日、火曜日定休

全品5％oﬀ

11：00〜21：00

50 入船鮨 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

（2022年10月13日現在）

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

1号

国道

岡駅

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

加盟店募集！! (加盟料・年会費等はありません)
問い合わせ先
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(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
静岡市歴史博物館

054-255-4746
054-251-2200
054-284-6960
054-273-1515
054-204-1005

ヒ

ロ

バ

「Art＠東静岡」第7回企画展

入場無料

木下琢朗展「自然/オノズカラシカリ」関連イベント
さん

せん

そう

ぼく

MI・KA・TA ART PROJECT「山川草木 あるがままにそのままに」

木下琢朗(彫刻家)×石川勝敏(映像作家)×吉見亮(パーカッショニスト)の3人が成すMI･KA･TA ART PROJECTによる
アート作品、
プロジェクションマッピング、音楽がコラボする一夜限りの作品を発表。

12 10

開催日時：
月
日
（土）17：30開演 ※順延日：12月11日（日）
場
所：東静岡アート＆スポーツ/ヒロバ
申
込：11月10日
（木）9：00〜静岡市コールセンター（054-200-4894）へ電話申込（申込順）。
受付時間：平日8：00〜20：00／土日祝8：00〜17：00 ※ただし受付開始日のみ9：00〜

主
催：株式会社VELTEXスポーツエンタープライズ・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）
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