
エイトビートSTAGE2.02「BIRDMEN」 静岡市民文化会館

青い夢を語れ、青い空の真下で。 ☎251-3751

11/6（土）～ 梅ヶ島地区センター（平日）☎269-2002

11/14（日）
梅ヶ島観光案内所（土日）☎090-6800-0322

第17回静岡市芸術祭 静岡太鼓連盟：法月

静岡太鼓フェスティバル2021 ☎090-3858-9710

11/12（金）・ 青葉シンボルロード

2022 2/13（日） イルミネーション

11/13（土）・ テーブルサイエンス　※申込不要

11/14（日） もえる？もえない？燃焼実験！

11/13（土）～ 清水港　海と光の空間 エスパルスドリームプラザ

2022 2/28（月） ～Sea Light Harbor ☎354-3360

第17回静岡市芸術祭　※要整理券 静岡市バレエ連盟：前田

静岡市バレエ連盟合同公演 ☎054-246-1593

静岡市清水港船宿記念館「末廣」

☎ 351-6070

11/20（土）～ ランス美術館コレクション　風景画のはじまり 静岡市美術館

2022 1/23（日） コローから印象派へ ☎ 273-1515

静岡市清水文化会館マリナート 静岡市清水文化会館マリナート

大ホール ☎353-8885

サイエンスキッズ育成事業　※申込不要

あつまれ！ふしぎひろば

まちは劇場　ON STAGE　SHIZUOKA 静岡市文化振興財団

まちかどコンサート　演奏時間16：00～16：30 ☎255-4746

11/27（土）～ ツインメッセ静岡

 11/28（日） ☎ 285-3111

9/14（火）～ 生誕１６０年記念 静岡市美術館

11/7（日） グランマ・モーゼス展 素敵な100年人生 ☎ 273-1515

10/2（土）～ 秋季企画展 静岡市立登呂博物館

　　　　11/28（日） 「WOOD」 ☎ 285-0476

10/9（土）～ 開館40周年記念展 静岡市立芹沢銈介美術館

12/12（日） ～秋編～芹沢銈介の日本 ☎ 282-5522

10/16（土）～ 静岡市文化財資料館最終企画展　 静岡市文化財資料館

12/26(日) おせんげんさんのたからもの　～静岡浅間神社の御神宝～ ☎245-3500

10/17（日）～ 井上馨と渋沢栄一展 静岡市埋蔵文化財センター

12/19（日） ～明治の懐を整えた男たち～ ☎ 367-9436

2021明治安田生命J1リーグ

清水エスパルスVSコンサドーレ札幌

2021明治安田生命J1リーグ

清水エスパルスVSサンフレッチェ広島

静岡科学館る・く・る

☎284-6960

静岡科学館る・く・る

☎284-6960

JR清水駅よりバス

「港橋」下車すぐ

11/20（土）

次郎長巷談※要予約
13:30～15：00

11/23（火・祝）

エスパルスドリームプラザ

JR静岡駅北口よりバス

「市民文化会館入口」下車

静岡科学館る・く・る JR静岡駅南口より徒歩約1分

「波止場フェルケール博物館」下車

JR静岡駅北口より徒歩約3分

静岡科学館る・く・る

11/14（日）
静岡市民文化会館

大ホール
JR静岡駅北口よりバス

「市民文化会館入口」下車

11/17（水）

「市民文化会館入口」下車

JR静岡駅より車で約70分梅ヶ島温泉郷　赤水の滝

※イベントの日程は急きょ変更になることがあります。また、イベントにより事前予約が必要となりますので、お出かけの際はご確認ください。

※新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ中止のイベントや施設が休業している場合がありますことをご了承ください。

11/20（土）

 

株式会社エスパルス

☎ 336-6301
11/6（土） IAIスタジアム日本平 JR清水駅東口より

有料シャトルバス

オトナ楽しむカガクカン　※申込不要

18歳以上　※18歳未満の同伴不可

第9回清水にぎわい落語まつり

静岡市清水港船宿記念館「末廣」

静岡市美術館

開催日 行　　事 場　　所

静岡市民文化会館

大ホール

青葉シンボルロード、葵スクエア

常盤公園

11/7（日）

11/5（金）

梅ヶ島温泉郷”赤水の滝”ライトアップ

静岡市民文化会館

中ホール

お問い合せ　☎（０５４）交 通 ア ク セ ス

JR静岡駅北口より徒歩約10分
I　Loveしずおか協議会事務局

☎252-7720（平日１０時～１７時）

JR静岡駅北口よりバス

JR清水駅東口より徒歩約3分

JR静岡駅南口より徒歩約1分

JR清水駅西口よりバス

JR静岡駅南口より徒歩約1分

　　　　清水エスパルス　ホームゲーム（IAIスタジアム日本平　）

静岡市立登呂博物館
JR静岡駅南口よりバス

「登呂遺跡」行　終点

静岡市埋蔵文化財センター
JR清水駅西口より「横砂」下車

徒歩約10分

JR静岡駅北口よりバス

「赤鳥居浅間神社入口」下車

静岡市文化財資料館

（静岡浅間神社境内）

静岡科学館る・く・る

☎284-6960

静岡市立芹沢銈介美術館
JR静岡駅南口よりバス

「登呂遺跡」行　終点

静岡市美術館 JR静岡駅北口より徒歩約3分

開　催　中　の　イ　ベ　ン　ト

JR静岡駅北口地下広場

イベントスペース
11/26（金）

産業フェアしずおか2021
JR静岡駅南口より無料シャトル

バス
ツインメッセ静岡

静岡科学館る・く・る

JR静岡駅北口より徒歩約1分

11/23（火・祝）
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11月の見どころ

静岡のイベント

観光情報は 。。。

するが企画観光局ホームページへ♪

httpｓ://www.visit-shizuoka.com

国民保養温泉地 梅ヶ島温泉郷

赤水の滝ライトアップ
秋深まるオクシズ 暗闇に浮かぶ 幻想的な滝

★無料★
期間 11月6日（土）～11月14日（日）
ライトアップタイム

17時30分～19時30分 ※荒天の場合は中止

問合せ

梅ヶ島地区センター 054-269-2002（平日）

梅ヶ島観光案内所 090-6800-0322（土日）

アクセス

車：新東名高速道路 新静岡ICから 約50分

JR静岡駅から 約70分

バス：JR静岡駅からしずてつジャストラインで

約1時間40分

赤水の滝の由来
宝永4年（1707年）に発生した大地震と大洪水によって、大谷山の山嶺が周囲4ｋｍに

渡って崩壊し、その土砂は1億㎥にも及び、日本三大崩れの一つともいわれる大谷崩れ

をつくりました。

この時に流出した土石流は下流一帯を埋めつくし、新田、赤水、大の木、大ざれなど

の小高い平地を作り上げました。さらに、山肌を削る褐色の濁流が、下流の滝へ地響き

をたてながら落下し、その壮観な光景が幾日も続きました。

村人は、これを見て赤水の滝と呼び合うようになりました。

期間 11月13日（土）～2022年 2月28日（月）

点灯時間 16：00～24：00

場所 エスパルスドリームプラザ 海側

アクセス JR清水駅よりバス「波止場フェルケール博物館」下車

問合せ 054-354-3360（エスパルスドリームプラザ）
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期間 11月12日（金）～2022年 2月13日（日）

点灯時間 16：30～22：00

点灯式 11月12日（金）17：20～

12月11日（土）～1月10日（月・祝）

24：00まで点灯

場所 青葉シンボルロード、葵スクエア、常盤公園

アクセス JR静岡駅より徒歩約10分

問合せ 054-252-7720

(I Loveしずおか協議会事務局）

※平日10：00～17：00

産業フェアしずおか2021

期間 11月27日（土）～28日（日） 時間 9：30～16：00

場所 ツインメッセ静岡

アクセス JR静岡駅南口⇔ツインメッセ静岡 無料シャトルバス運行

問合せ 054-285-3111 （ツインメッセ静岡）

入
場

無
料

Go Next！ ありがとう！40回、つなげよう！SHIZUOKAの未来へ

エスパルスドリームプラザ

イルミネーション


