
1/1（土・祝）～ 日本平ロープウェイ

1/3（月） ☎ 334-2026

静岡縣護国神社

☎261-0435

1/8（土）～ 静岡市七蔵元と酒器展 静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター
静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター

2/13（日） 日本酒×静岡食材 1階・２階ギャラリー ☎205-4750

1/8(土)～ 駿府城公園　「葵舟」　 TOKAIケーブルネットワーク

1/30(日) ※土日祝運行（イベント時特別運行有） ☎ 0120-152-881

1/8(土)～ 企画展 静岡市三保松原文化創造センター 静岡市三保松原文化創造センター

       1/31（月） 第二回名勝三保松原・清見潟展 みほしるべ ☎ 340-2100

静岡浅間神社 社務所

☎ 245-1820

1/8(土)～ リバウェル井川スキー場 リバウェル井川スキー場

       3/13（日） 冬季営業 ☎ 260-2316

劇団角笛

☎03-3994-7624

劇団四季　静岡公演 ナビダイヤル劇団四季静岡オフィス

アンドリュー・ロイド＝ウェバーコンサート～アンマスクド～ ☎0570-008-110

静岡浅間神社　社務所

☎245-1820

1/15（土）～ 久能山東照宮

　　　　2/3（木） ☎ 237-2438

IAI Presents ワンコインで楽しむ 静岡市清水文化会館マリナート 富士山静岡交響楽団

富士山静岡交響楽団　室内楽コンサート 小ホール ☎203-6578

日本歌曲の系譜１ 静岡音楽館AOI

～1800年代生まれの作曲家

山田耕筰、信時潔とその周辺～
☎251-2200

1月中旬～ 清水港船宿記念館「末廣」

3月中旬 ☎ 351-6070

丸子朝市会

☎ 259-9683

丸子まちづくり協議会

☎ 259-2311

1/30（日）～ 椿の里

3/13（日） ☎262-1228

2021/12/26（日）～ みほしるべ企画展　 静岡市三保松原文化創造センター 静岡市三保松原文化創造センター

2022/1/20（木） 「富士山写真コンテスト入賞作品展」 みほしるべ ☎ 340-2100

2021/12/18（土）～

2022/2/20(日）

2021/11/20（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

2021/11/13（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

2021/11/12（金）～ 青葉シンボルロード

2022/ 2/13（日） イルミネーション

開　催　中　の　イ　ベ　ン　ト

JR清水駅西口よりバス

起樹天満宮境内

椿の里

ナカミとシクミの世界

起樹天満宮例祭

ＪＲ静岡駅北口よりバス
「英和学院大学池田山団地」下車徒歩約5分

1/23（日）

「椿の里」開園

静岡科学館る・く・る

ＪＲ静岡駅北口よりバス

「赤目ヶ谷」下車

日本平山頂
東名静岡・清水ＩＣより

歳旦祭

日本平ロープウェイ特別運行
（元旦は0時～運行） 車で約30分（渋滞が予想されます）

静岡浅間神社

静岡縣護国神社

久能山東照宮

静岡市民文化会館

中ホール

JR東静岡駅下車徒歩約10分

静鉄「柚木駅」下車徒歩約5分

駿府城公園

東御門

JR静岡駅北口よりバス

「市民文化会館入口」下車

リバウェル井川スキー場 JR静岡駅より車で約1時間45分

お問い合せ　☎（０５４）交 通 ア ク セ ス

「三保松原入口」下車　徒歩約15分

静岡科学館る・く・る
☎284-6960

JR清水駅西口よりバス

「港橋」下車　すぐ

JR静岡駅北口より徒歩約15分

ＪＲ静岡駅北口よりバス

JR静岡駅北口より徒歩約1分

JR静岡駅北口よりバス

「二軒家大鈩不動尊入口」下車徒歩約30分

JR静岡駅南口より徒歩約1分

場　　所

静岡市民文化会館

大ホール

「赤鳥居 浅間神社入口」下車

開催日 行　　事

1/1（土・祝）

JR静岡駅北口より徒歩約15分

JR清水駅西口よりバス

「三保松原入口」下車　徒歩約15分

少彦名神社・例祭

1/13（木） 角笛シルエット劇場

1/15（土）

1/8(土)

JR静岡駅北口よりバス

「市民文化会館入口」下車

※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。

青葉シンボルロード、葵スクエア

常盤公園
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）

エスパルスドリームプラザ

静岡市美術館 JR静岡駅北口より徒歩約3分

JR清水駅西口よりバス

「波止場フェルケール博物館」下車

1/15（土） 奉射祭・大的式

静岡市駿河区丸子大鈩

JR清水駅東口より徒歩約3分

JR静岡駅北口よりバス
「日本平ロープウェイ」下車、

ロープウェイで5分

1/23（日）

1/22（土）

1/28（金） 大鈩不動尊縁日「丸子朝市」

静岡浅間神社
JR静岡駅北口よりバス

「赤鳥居浅間神社入口」下車

「末廣」つるし飾り展 清水港船宿記念館「末廣」

久能山東照宮　節分祭（神事のみ）

静岡音楽館AOI　ホール
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈講師〉　中田元比古氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈募集人数〉　各回13名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈参加料〉　各回500円（ゆび饅頭セット、資料代）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈申込期間〉　9月１日（水）～9月14日（火）

1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

静岡久能 石垣いちご狩り

開園期間

12月下旬

～5月中旬

※時間、料金等はそれぞ

れの農園へ直接お問合せ

ください。

駿
府
城
公
園

葵
舟「椿の里」

開演期間 1月30日（日）～3月13日（日）

開演時間 9：30～16：30（最終入場16：00）

入園料 大人700円 子供300円

アクセス JR静岡駅北口からバス

「英和学院大学池田山団地」下車徒歩約５分

問合せ 054-262-1228

駿府城公園「葵舟」
運航期間 1月8日（土）～1月30日（日）の土日祝日

場所 駿府城公園 東御門

乗船方法 当日発券機にてお求めください。

問合せ 0120-152-881

（TOKAIケーブルネットワーク）

※2月中はメンテナンスにより運休予定。

再開はHPでご確認ください。

清水港船宿記念館館「末廣」 つるし飾り展

新春の「末廣」を彩るつるし飾り。

今年のテーマは「ハッピーフェスティ

バル」。お正月や節分など、日本の伝

統行事やハロウィンなどをテーマにし

た新作のつるし飾りをはじめ楽しいつ

るし飾りで皆様をお待ちしています。

開催期間 １月中旬～3月中旬

開催時間 午前10時～午後6時まで

入場料 無料

問合せ 054-351-6070

アクセス JR清水駅西口3番乗り場

「港橋」下車

新年は、1月4日（火）から開館します。

静岡・久能苺狩り組合で検索 http://www.kunou-ichigo.com/shop.html


