
オリンピック・パラリンピックが開催される2020 年に向けて、静岡県内各地では様々な文化プログラムを展開しています。
地域とアートが共鳴する

問い合わせ先

静岡県文化プログラム推進委員会事務局
住所：静岡市駿河区東静岡 2-3-1 グランシップ 1F
tel：054-204-0310　fax：054-283-8086　E-mail : info@shizuoka-ac.org

認証制度を活用して、文化プログラムにエントリーしよう！

静岡県文化プログラム
ホームページ

認証したプログラムの
詳細プログラム情報

認証したプログラムの紹介 カテゴリー結果

イベントカレンダー 詳細検索

ブンプロ・イベントカレンダー： 認証制度を活用し、「静岡県文化プログラム」として実施いただく企画、イベントをホームページ上で紹介しています。

静岡県文化プログラムのイベントカレンダーやお知らせ、認証制度はこちら

市町や団体の皆さんが文化・芸術の振興などを目的として実施する、地域資源を活かした企画・イベントを「静岡
県文化プログラム」として展開しませんか。静岡県文化プログラム推進委員会では、プログラム認証制度を設け、
皆さんからのエントリーを随時募集しています。認証を受けたプログラムにはシンボルマークを使えるほか、ホー
ムページのイベントカレンダーで紹介するなど、
広報を支援します。一緒にオリンピック・パラ
リンピックを盛り上げましょう。

ブンプロ・ホームページ



演 劇 ・ 舞 踊 美  術 音  楽 映  像

伝 統 芸 能 食 文 化 アートプロジェクト 教  養

プログラムのジャンルは、下図のように色分けしています。
また、右の地図内、各市町名下にあるⒶ、Ⓑ、Ⓒ、および丸数字は、
このガイドでのプログラム番号です。

今年は、東京 2020オリンピック・パラリンピックに向けたプレ・フェスティバル・イヤー。

『文化の祭典』でもあるオリンピック・パラリンピックを

音楽や美術、演劇、伝統芸能はもちろん、産業、ものづくり、福祉やまちづくり、食など、

様々な分野と連携した多彩な文化プログラムで盛り上げます。

この機会にぜひ、お出かけください！

静岡県文化プログラム 2020フェスティバル
 “ブンプロ・プレフェス”を楽しもう！

☆ 500日前イベント（3/26 〜 4/4）
★ 伝統芸能フェスティバル（3/30）

★ 世界お茶まつり「春の祭典」（5/10 〜12）
★ 伝統芸能フェスティバル（9/22）
★ 現代舞踊（9/23）
★ 大茶会（9/25 〜29）

★ 世界お茶まつり「秋の祭典」（11/7〜10）

☆オープニングセレモニー
★郷土唱歌（3/29）

☆ NIPPONフェスティバル「アンティゴネ」（5月）
★ 伝統芸能フェスティバル（5/30 or 5/31）

★工芸展（6/26 〜7/12、7/17〜 8/2）
★ 現代舞踊（7/26）
★ 大茶会（7/29 〜 8/2）

★ 県民参加創作演劇（8/15）

市町のプログラム

ブンプロ・プレフェス ブンプロ・フェス

地域団体のプログラム

※認証制度を活用してエントリーしたプログラムです。詳しくは裏表紙をご覧ください。

ラグビーW杯開催 2020 東京大会開催9/20〜11/2 7/24〜9/6

“静岡県文化プログラム 2020フェスティバル・プレフェスティバル”の展開

2019 年度2018 年度 2020 年度（予定）

湖西市
③

袋井市
⑤

磐田市
①⑥

⑫⑬
森町

掛川市
④⑦⑩⑪

浜松市
②⑬⑭⑯

西部地域

▢所 静岡市駿河区谷田53-2　▢駅 JR草薙駅（徒歩25分）
▢主▢問 静岡県立美術館 ☎054-263-5755

▢所 富士宮市宮町5-12　▢駅 ＪＲ身延線富士宮駅（徒歩８分）
▢主▢問 静岡県富士山世界遺産センター
☎0544-21-3776

▢所 静岡市駿河区大谷5762　▢駅 JR静岡駅（車で20分）
▢主▢問 ふじのくに地球環境史ミュージアム
☎054-260-7111

12月10日⇒2020年2月24日 12月7日⇒2020年2月2日11月30日⇒2020年4月5日 Ⓑ ⒸⒶ 美  術 教  養教  養

やなぎみわ展
神話機械

江戸文化の中の富士山Ⅱ企画展「大絶滅─地球環境の
変遷と生物の栄枯盛衰─」

1990年代から現代美術
のみならず演劇界でも活
躍してきた、やなぎみわ
の約10年ぶりとなる個
展を開催します。本展で

約5億年前から現在まで
に、多くの種類の動物が同
時に滅んだ大絶滅が5〜
6回起こりました。どうし
て同時に滅んだのでしょう
か？ 大絶滅の時代の地層 は、旧作をはじめ、日本の神話をモチーフに桃を撮影

した新作シリーズほか、大学等と連携した「モバイル・
シアター・プロジェクト」で製作する、マシンによる神
話世界も展覧会場に生み出されます。

谷文晁富士山図の代表作を概観するとともに、「富士
山中真景全図」とその周辺作品・史料に関わる最新の
研究成果を示し、「富士山の画家」として知られた谷
文晁の画業を再考していきます。

や、三葉虫・アンモナイト・恐竜などの化石とともに、
大絶滅の最新の研究成果を紹介します。

ふじのくに地球環境史ミュージアム 静岡県富士山世界遺産センター静岡県立美術館

有料 有料 有料

東部・伊豆地域

JR在来線
JR新幹線
私鉄

南伊豆町
㊾

沼津市
㊱

東伊豆町
㊿

伊東市
㊶

伊豆市
㊻

三島市
㊲㊳

裾野市
㉝

御殿場市
㉟㊹

小山町
㊽

富士市
㊸㊺

静岡市
ⒶⒷ⑱⑳㉑㉕㉘㉜

川根本町
⑰㉙㉛

島田市
⑲㉓㉔㉙

藤枝市
㉗

焼津市
㉖

吉田町
㉚

牧之原市
㉒

御前崎市
⑨

菊川市
⑧⑮

中部地域

西伊豆町

長泉町
㊼

松崎町
㊵

伊豆の国市

清水町

富士宮市
Ⓒ

函南町
㉞

河津町

下田市

熱海市
㊴㊷



中部地域西部地域

▢場 磐田市民文化会館（磐田市二之宮東3-2）
▢駅 JR磐田駅（徒歩15分）
▢問 磐田こどもミュージカル育成委員会事務局

☎0538-35-6861

▢場 菊川文化会館アエル（菊川市）　▢駅 菊川駅（車で10分）
▢問 県障害者政策課就労支援班 ☎054-221-2328

▢場 浜松市根洗学園（浜松市北区根洗町681-5）他
▢駅 遠鉄バス静光園入口バス停（徒歩5分）
▢問 浜松市根洗学園 ☎053-436-9318

▢場 新居関所史料館（湖西市新居町新居1227-5）
▢駅 JR新居町駅（徒歩8分）
▢問 新居関所史料館 ☎053-594-3615

▢場 掛川市二の丸美術館（掛川市掛川1142-1）
▢駅 JR掛川駅（徒歩10分）
▢問 掛川市二の丸美術館 ☎0537-62-2061

▢場 袋井市月見の里学遊館（袋井市上山梨４丁目3-7）
▢駅 JR袋井駅（車で15分）
▢問 袋井市教育委員会 ☎0538-44-3197

8月25日㊐

11月23日㊏㊗

9月⇒12月 9月3日㊋⇒11月10日㊐

9月7日㊏⇒11月4日㊊（振替休日） 9月21日㊏

①

⑮

② ③

④ ⑤

演 劇 ・ 舞 踊

演 劇 ・ 舞 踊

アートプロジェクト 教  養

教  養 演 劇 ・ 舞 踊

磐田こどもミュージカル第12期生修了公演
「しっぺいのものがたり」

第21回 静岡県障害者芸術祭
シンボルイベント

わが家流
子育てのすすめ

企画展
「海上交通と今切湊」

難攻不落の山城高天神城と
江戸の華横須賀城

ふくろい野外音楽・芸術フェスタ
in 月見の里

小中学生等を対象にした
２年間の育成期間を設け、
プロの芸術家が指導しま
す。事務局を市が担当す
る官民一体の事業です。

障害のある人の社会参加と
障害福祉への理解を促進す
るため、リオパラリンピッ
ク閉会式でダンスを演じた
義足のダンサー大前光市氏
によるダンスを始め、多く
の舞台発表を展開します。

柔軟な子育て環境を各家庭につく
ることを目的とし、母親、親子、福
祉職員向けに、対象を明確に分け
たワークショップ等を実施します。

新居の特徴の一つであ
る今切湊の役割や関所
との関係、また湊の改
修に尽力した人物に注
目します。

有料 有料

有料

戦国時代、徳川と武田の
間で攻防が続いた高天神
城ゆかりの遺品と、江戸
時代の横須賀藩の政治の
中心だった横須賀城に関
わる歴史と文化を紹介。 市民の文化・創造力をはぐくむためのイベント。

無料

無料

▢場 たけし文化センター連尺町（浜松市中区連尺町314-
30）　▢駅 JR浜松駅（徒歩10分）　▢問 認定NPO法人ク
リエイティブサポートレッツ ☎053-451-1355

11月3日㊐㊗⑭ アートプロジェクト

雑多な音楽の祭典
「スタ☆タン!!」

あなたが大切にする生
活に根差した音楽! 音
楽とも言い切れぬ現象! 
が全国から集結する、
オーディションライブ
イベント!!

▢場 掛川城三の丸広場（掛川市掛川1138-24）
▢駅 JR掛川駅（徒歩7分）　 ▢問 かけがわ茶エンナーレ実
行委員会 ☎0537-21-1126

9月28日㊏⑦ 食 文 化

「かけがわ茶エンナーレ2020」
プレイベント

一部
有料

3年に1度開催する「茶」
と「アート」を融合させ
たまちづくり芸術祭。本
年度はラグビーW杯に
併せた「茶文化」おもて
なしイベントを実施。

▢場 常葉美術館（菊川市半済1550）
▢駅 JR菊川駅（徒歩15分）
▢問 菊川市・菊川市教育委員会 ☎0537-73-1114

9月28日㊏⇒10月6日㊐⑧ 美  術

第25回 菊川美術展

高校生以上なら誰
でも応募が可能で
す。応募作品の審
査後、常葉美術館
にて作品を展示し
ます。

無料

▢場 御前崎市民会館（御前崎市池新田5585）
▢駅 JR菊川駅（車で30分）
▢問 公益財団法人御前崎市振興公社

☎0537-63-0195

10月22日㊋㊗⑨ 演 劇 ・ 舞 踊

100万回
生きたねこ
絵本を舞台化し、生きるこ
と、命の大切さを子どもた
ちに届けます。参加希望小
学生が演技指導を受け、本
番舞台に立つWSも実施。

有料

投げ銭
方　式

▢場 旧JA原泉支所（掛川市孕石60-2）他
▢駅 JR掛川駅（車で30分）
▢問 原泉アートプロジェクト
haraizumiart@gmail.com

10月24日㊍⇒11月10日㊐⑩ アートプロジェクト

原泉アートデイズ！ 2019
～泉とともに～
掛川市北部の原泉地区で、
現代アートに出会える2週
間。アーティストの滞在制
作を推進し、日常的にアー
トに触れられる場を創出。

無料

無料

▢場 原木前広場（森町森598）
▢駅 天竜浜名湖鉄道遠州森駅（徒歩5分）
▢問 森町教育委員会 ☎0538-85-1114

11月⑫ 食 文 化

静岡県指定文化財
次郎柿原木採果式
県指定天然記念物次郎柿原木
が森町に所在することを感謝
し、原木の永久保存を祈ると
ともに、次郞柿による地域振
興を深めます。

▢場 静岡文化芸術大学（仮）（浜松市中区中央2-1-1）
▢駅 JR浜松駅（徒歩10分）
▢問 懐石いっ木 ☎053-456-0850

11月⑬ 食 文 化

ふじのくにラボ
一部
有料

舞楽祭事の食事を調査・再現
し、若者や海外からの留学生
らに地域の食文化を伝える活
動です。伝統的なメニューの
現代風アレンジなども試み、
食文化継承に貢献します。

▢場 伝統文化伝承館「時愛」（川根本町青部55-1）
▢駅 大井川鐵道青部駅（徒歩25分）
▢問 川根本町社会教育課 ☎0547-58-7080

9月7日㊏⑰ 伝 統 芸 能

伝統文化交流会

4月1日にオープンした
伝承館を会場として、大
井川流域の駿河神楽と太
鼓の公演を行います。徳
山の盆踊や町文化協会団
体も出演を予定。

無料

▢場 グランシップ「中ホール」
（静岡市駿河区東静岡2丁目3-1）
▢駅 JR東静岡駅（徒歩3分）　▢主 静岡県文化財団
▢問 グランシップチケットセンター ☎054-289-9000

9月22日㊐⑱ 伝 統 芸 能

ふじのくに
伝統芸能フェスティバル
静岡県の芸能団体の実演
を交えながら、芸能の伝
播と今後の伝承について
の課題と展望を探ります。

事前申込
無料

▢場 静岡県舞台芸術センター（静岡市駿河区東静岡2丁
目 3-1）　▢駅 JR東静岡駅（徒歩3分）
▢主▢問 静岡県舞台芸術センター ☎054-203-5730

10月⇒2020年3月⑳ 演 劇 ・ 舞 踊

SPAC 秋→春のシーズン
2019-2020

【新作】「ペール・ギュント
たち（仮題）」（11月）「セチ
ュアンの善人」（12月）「メ
ナム河の日本人」（2、3月）

【再演】「寿歌」（10月）「グ
リム童話〜少女と悪魔と風車小屋」（1、2月）

有料

今井朋彦演出『わが町』（2013）より ©HIRAO Masashi

▢場 三保「羽衣の松」（静岡市清水区三保）
▢駅 JR清水駅（車で20分）
▢問 羽衣まつり運営委員会・静岡市 ☎054-221-1040

10月12日㊏㉑ 教  養

第36回
羽衣まつり
伯良行列、三保こども能楽
等の地元に密着した行事の
他、エレーヌ夫人顕彰式や
三保羽衣薪能を開催します。

一部
有料

▢場 牧之原市史料館
（牧之原市相良275-2）
▢駅 静鉄バス相良営業所

（徒歩10分）
▢問 牧之原市教育委員会 ☎0548-53-2646

10月19日㊏⇒12月1日㊐㉒ 教  養

田沼意次侯生誕300年記念
牧之原市史料館特別展「大意次展」
郷土の偉人・田沼意次侯を顕
彰するため、田沼家に関する
資料を展示・紹介し、市内外へ
その生涯と功績を発信します。

無料

▢場 島田市山村都市交流センターささま
（島田市川根町笹間上394）他
▢駅 大井川鐵道川根温泉笹間渡駅（車で20分）
▢問 ささま国際陶芸祭実行委員会 ☎0547-54-0661

11月1日㊎⇒4日㊊（振替休日）㉓ 美  術

第5回 ささま国際陶芸祭
【マナブ2DAYS】世界の現代陶芸家
の最新技法や陶芸にかける思い等を、
WSで学びます。

【デアウ2DAYS】展示販売、地元住
民のおもてなしなど、交流の場を創
出します。

一部
有料

一部
有料

▢場 島田市山村都市交流センターささま
（島田市川根町笹間上394）他
▢駅 大井川鐵道川根温泉笹間渡駅（車で20分）
▢問 山村都市交流センターささま ☎0547-54-0661

11月3日㊐㊗・4日㊊（振替休日）㉔ 美  術

WABISAVILLAGE
SASAMA
2019年11月に開催する第
5回ささま国際陶芸祭とコラ
ボし、廃校にてスウェーデン
陶芸家グループ「kaolin」の
作品展示などを行います。

無料

▢場 グランシップ（静岡市駿河区東静岡2丁目3-1）
▢駅 JR東静岡駅（徒歩3分）
▢主▢問 第7回世界お茶まつり実行委員会
☎054-202-1488

11月7日㊍⇒10日㊐㉕ 食 文 化

世界お茶まつり2019
秋の祭典
新しい茶の愉しみ方の提
案や、茶の機能性に関す
る学術研究成果の共有、
世界のお茶を楽しむ様々
なプログラムを行います。

入場
無料

▢場 焼津文化センター「小ホール」
（焼津市三ケ名1550）
▢駅 JR焼津駅（車で5分）
▢問 焼津市ホストタウン推進協議会
☎054-626-9412

12月1日㊐㉖ 音  楽

日本とモンゴルの伝統楽器
「クリスマスコンサート」

モンゴル国と日本の伝統楽器のコ
ンサートです。歌や踊りなど音楽
を通して両国の交流を深めます。

▢場 藤枝市民会館（藤枝市岡出山1-11-1）
▢駅 JR藤枝駅（車で10分）
▢問 藤枝市街道・文化課 ☎054-643-3036

2020年2月23日㊐㊗⇒3月1日㊐㉗ 美  術

びじゅつじょろん２

「みて」「つくって」
「はっけんしよう」
をテーマに美術とみ
んなが仲良くなるた
めの現代美術の展覧
会です。

無料

無料

▢場 コミュニティホール七間町（静岡市葵区七間町12-4）
ほか　▢駅 JR静岡駅（徒歩10分）
▢問 静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター
☎054-205-4750

2020年3月㉘ アートプロジェクト

七間町ハプニング４

静岡市の中心市街地
「七間町」界隈で開
催される、地域に根ざ
したパフォーミングア
ーツ・フェスティバル。

有料

▢場 大井川鐵道無人駅周辺
（島田市、川根本町）　▢駅 JR金谷駅
▢問 特定非営利活動法人
クロスメディアしまだ ☎0547-35-0018

2020年3月㉙ アートプロジェクト

UNMANNED
無人駅の芸術祭／大井川2020

「無人」と呼ばれるエリアにおけ
るアートを手法とした地域再生
の取り組み。集落の豊かな暮らし、
文化等を掘り起こし、アーティス
トが作品として表現する芸術祭。

▢場 吉田町学習ホール（吉田町住吉1567）
▢駅 JR島田駅（車で30分）
▢問 吉田町教育委員会 生涯学習課  ☎0548-33-2152

2020年3月1日㊐㉚ 音  楽

スプリング
ジャズライブ
地域文化の振興に資す
るため、ビッグジャズ
バンドの生演奏を鑑賞
する機会を毎年春に提
供しています。

有料

有料

ブンプロ・プレフェス カレンダー　2019年8月 ⇒ 2020年3月

▢場 磐田市民文化会館大ホール
（磐田市二之宮東3-2）
▢駅 JR磐田駅（徒歩15分）
▢主 静岡県文化プログラム磐田プレ公演実行委員会
▢問 佐藤典子舞踊研究所 ☎0538-34-1607

9月23日㊊㊗⑥ 演 劇 ・ 舞 踊

詩と現代舞踊と音楽の祭典
磐田プレ公演「ララバイ」
有料

や差別をこえて踊る「シェイク・
ハンド」や「大岡信の詩想から」他。

アジア４カ国の子どもたち
によるダンスの競演。障害

▢場 大日本報徳社 大講堂前広場（掛川市掛川1176）
▢駅 JR掛川駅（徒歩10分）
▢問 （一社）ふじのくに文教創造ネットワーク

☎0537-28-7380

10月27日㊐⑪ 演 劇 ・ 舞 踊

創作劇
「遠州報徳と我が故郷」

全国初の文化系地域部活・掛川未
来創造部が、報徳ゆかりの地を舞
台に音楽・演劇・ダンスを織り交
ぜた創作劇を上演します。

無料

▢場 鴨江アートセンター（浜松市中区鴨江町1）
▢駅 JR浜松駅（徒歩15分）　▢問 はままつ響きの創造プ
ロジェクト実行委員会／浜松市  ☎053-457-2301

12月7日㊏・8日㊐⑯ 音  楽

サウンドデザインファクトリー
in 浜松 2019
音と異分野のクロスオ
ーバーをみんなで創造
する２日間。体験展示
やパフォーマンス、シ
ンポジウムやミートア
ップを予定。

一部
有料

▢場 ふじのくに茶の都ミュージアム（島田市金谷富士見
町3053-2）　▢駅 JR金谷駅（徒歩20分）
▢主 ふじのくに各流大茶会実行委員会
▢問 静岡新聞社・静岡放送事業部 ☎054-281-9010

9月25日㊌⇒29日㊐⑲ 食 文 化

ふじのくに
各流大茶会
静岡県茶道連盟の抹茶・煎
茶の各流派が、日替わりで
茶席を担当。静岡県のお茶
文化に触れ、体験していた
だける5日間です。

有料



中部地域 東部・伊豆地域

一部
有料

▢場 川根本町文化会館（川根本町東藤川909-1）
▢駅 大井川鐵道千頭駅（徒歩15分）
▢問 川根本町文化会館 ☎0547-59-3106

2020年3月22日㊐㉛ アートプロジェクト

文化会館 de ART festival

笑える舞台公演に参加
型ライブペイント、芸
術ワークショップにマ
ルシェなど、子どもも
大人も文化会館でアー
トと遊ぼう！

㊽

㊾ ㊿

㊻

▢場 南伊豆町役場湯けむりホール（南伊豆町下賀茂315-1）
▢駅 伊豆急下田駅（車で25分）　▢問 南伊豆町文化協会・
南伊豆町教育委員会 ☎0558-62-0604

11月1日㊎⇒4日㊊（振替休日） 教  養

第57回
南伊豆町芸術祭
町文化協会加盟団体や町
内一般募集による申込者
の作品を展示することで
発表の機会を設け、芸術
鑑賞の場を提供します。

▢場 東伊豆町立稲取小学校体育館（東伊豆町稲取614-1）
▢駅 伊豆急伊豆稲取駅（車で3分）　▢問 東伊豆町教育委員
会事務局 社会教育係 ☎0557-95-6206

11月3日㊐㊗・4日㊊（振替休日） 教  養

第43回
東伊豆町民文化祭
文化協会加盟団体を中心に
町内在住・在勤の方が、日
頃の文化活動の成果を舞台
の部・展示の部に分かれて
発表します。

▢場 西伊豆町健康増進センター（西伊豆町仁科395）
▢駅 東海バス仁品車庫（徒歩すぐ）
▢問 西伊豆町文化協会 ☎0558-56-0212

11月7日㊍⇒9日㊏ 教  養

西伊豆町文化展

西伊豆町文化協会加盟団
体が日ごろの活動の成果
を発表を行うとともに町
民への芸術鑑賞の機会を
提供します。

▢場 伊豆の国市長岡総合会館（伊豆の国市古奈255）
▢駅 伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅（徒歩15分）
▢問 伊豆の国市文化振興課 ☎055-949-8600

2020年2月21日㊎ 伝 統 芸 能

伊豆の国寄席
立川志らく・立川志らべ 親子会
多方面で活躍中の落語
家立川志らくと、“い
ずのくに”大使でもあ
る立川志らべの親子会
です。

▢場 清水町地域交流センター（清水町堂庭6-1）
▢駅 JR三島駅（車で15分）
▢問 清水町地域交流センター ☎055-972-6678

2020年2月25日㊋⇒29日㊏ 教  養

生涯学習フェスタ2020 無料

無料

清水町民が、楽器演奏講座
や絵手紙教室等、生涯学習
講座・教室に参加して学ん
だことを発表し、作品を展
示する舞台となります。

無料

無料無料

無料無料

無料

▢場 小山町総合文化会館（小山町阿多野130）
▢駅 JR御殿場駅（車で20分）
▢問 小山町町民文化祭実行委員会 ☎0550-76-5700

10月26日㊏・27日㊐ 教  養

小山町町民文化祭

小山町文化連盟に加盟して
いる各種団体や個人が参加
する文化祭。各種団体が体
験コーナーを設け、子ども
から大人まで芸術を感じら
れるイベント。

▢場 修善寺生きいきプラザ（伊豆市小立野66-1）他
▢駅 伊豆箱根鉄道修善寺駅（徒歩15分）
▢問 伊豆市 社会教育課 ☎0558-83-5476

10月19日㊏⇒11月10日㊐ 教  養

伊豆市民文化祭

伊豆市民、伊豆市文化協会員
が、日ごろの練習や活動成果
の発表を行うとともに、市民
への芸術鑑賞の機会を提供し
ます。音楽・芸能部門と展示
部門に分かれて開催。

12月20日㊎⇒22日㊐

▢場 東部
▢問 Scale Laboratory  URL: http://scalelabo.jp

音  楽

スケラボアートサーカス
「空中音楽会」

沼津出身の打楽器奏
者・鈴木彩を中心に、
音楽、美術、パフォ
ーマンスを融合した
複数のプログラムを
開催します。

▢場 松崎町農村環境改善センター（松崎町宮内301-1）
▢駅 東海バス松崎バスターミナル（徒歩10分）
▢問 松崎町のうたを育てる会 ☎090-6610-0404

12月15日㊐ 音  楽

松崎町のうたコンサート
─町民が紡ぐ歌語り─
町と包括協定を結ぶ常葉大
学の教員と音楽家を中心に、

「松崎町のうた」をつくる
プロジェクトを展開。3年
目の今年、完成した「うた」
を活用してコミュニティの活性化を図ります。

▢場 ウェルピアながいずみ（長泉町納米里549）
▢駅 JR長泉なめり駅（徒歩10分）　▢問 特定非営利活動法
人ACT.JT静岡支部 ☎03-6914-0325

2020年3月21日㊏ 伝 統 芸 能

ふじのくに大田楽
─ODORIKOプロジェクト2020─

県民参加による大田楽
に、世界の獅子や郷土
の獅子がコラボして一
輪車、自転車が走り抜
ける一大ページェント
を展開します。

▢場 富士宮市民文化会館（富士宮市宮町14-2）
▢駅 JR富士宮駅（徒歩15分）
▢問 富士宮市・富士宮市教育委員会 ☎0544-22-1187

2020年3月21日㊏ 音  楽

富士宮市・芝川町合併10周年記念
第11回富士山ユース
オーケストラ定期演奏会

無料

青少年の豊かな心と情操を育
むことを目的に発足したオー
ケストラ。練習の成果を、年
に一度開催する定期演奏会で
披露している。

有料

有料有料

㊼

▢場 長泉町文化センターベルフォーレ（長泉町下土狩821-
1）他　▢駅 JR下土狩駅（徒歩12分）
▢問 長泉町教育委員会 生涯学習課 ☎055-986-2289

10月18日㊎⇒20日㊐・25日㊎⇒27日㊐ 教  養

第55回 長泉町民文化祭

広く町民の間に創作発表
並びに鑑賞の機会を作る
ことにより、地域におけ
る文化・芸術活動を一般
に普及させ、併せて町民
の文化向上を図ります。▢場 グランシップ「大ホール」（静岡市駿河区東静岡2丁

目 3-1）　▢駅 JR東静岡駅（徒歩3分）
▢主 「静岡県郷土唱歌を歌おう」実行委員会
▢問 実行委員会事務局 ☎054-203-6578

2020年3月29日㊐㉜ 音  楽

静岡県郷土唱歌を歌おう

県内の小・中・高校生から
お年寄りまで世代を超えて、
野平一郎氏の指揮により、
オーケストラをバックに静
岡県の郷土唱歌を歌います。

有料

▢場 裾野市立富士山資料館
（裾野市須山2255-39）
▢駅 JR裾野駅（車で30分）
▢問 裾野市立富士山資料館
☎055-998-1325

7月13日㊏⇒12月1日㊐㉝ 教  養

特別展「富士山と万葉集を
中心とした文学」

「富士山と万葉集を中心とし
た文学」をテーマに、古来より
人々が富士山に何を感じ、表現
してきたか迫ります。

無料

▢場 かんなみ仏の里美術館
多目的室

（函南町桑原89-1）　▢駅 JR函南駅（車で5分）
▢問 かんなみ仏の里美術館 ☎055-948-9330

8月3日㊏⇒9月30日㊊㉞ 美  術

かんなみ仏の里美術館第13回企画展
「大竹千体観音像」

町指定文化財「大竹千体観
音像」743体を夏季限定で
展示公開します。土日祝日
にはガイドによるギャラリ
ートークを実施します。

無料

▢場 御殿場市民会館（御殿場市萩原183-1）他
▢駅 JR御殿場駅（車で5分）
▢問 ごてんば市民芸術祭実行委員会 ☎0550-82-4319

8月⇒2020年3月㉟ 教  養

ごてんば
市民芸術祭
市民が、日ごろの練
習や活動成果の発表
を行うとともに、市
民への芸術鑑賞の機
会を提供します。 ▢場 沼津市民文化センター

「大ホール」（沼津市御幸町15-1）
▢駅 JR沼津駅（徒歩20分）
▢共 一般財団法人古賀政男音楽文化振興財団 他
▢問 沼津市民文化センター ☎055-932-6111

9月7日㊏㊱ 音  楽

第22回古賀メロディー
沼津音楽祭
日本の音楽史に大きな足跡を残し
た作曲家・古賀政男の名曲を、皆
で歌い継ぐ歌唱大会です。

有料

▢場 佐野美術館（三島市中田町1-43）
▢駅 伊豆箱根鉄道三島田町駅（徒歩3分）
▢問 佐野美術館 ☎055-975-7278

9月7日㊏⇒10月27日㊐㊲ 美  術

光ミュージアム所蔵
美を競う  肉筆浮世絵の世界
国内屈指の肉筆浮世絵コレク
ションを初の一挙公開。北斎、
広重、国芳、英泉ら、江戸中
期から明治までの絵師たち直
筆の一点物です。

有料

歌川国英《秋色女》文政年間（1818〜30）頃  光ミュージアム蔵 ▢場 三島市民文化会館「大ホール」（三島市一番町20-5）
▢駅 JR三島駅（徒歩3分）
▢問 しゃぎりフェスティバル実行委員会
URL: https://www.facebook.com/shagiri.fes/

9月15日㊐㊳ 伝 統 芸 能

第3回 しゃぎりフェスティバル

みしまっ子が大好きな三島
の伝統芸能「しゃぎり」の
魅力を、演奏、ファッショ
ンショー、しゃぎり講座等
をまじえて、お届けします。

無料

無料

▢場 伊豆の長八美術館特別展示室（松崎町松崎23）
▢駅 東海バス松崎バスターミナル（徒歩15分）
▢問 伊豆の長八美術館 ☎0558-42-2540

9月22日㊐⇒10月31日㊍㊵ 美  術

伊豆の長八美術館
第25回特別展
漆喰鏝絵の特別展を開催
し、鏝絵文化の醸成と普
及を図り、全国で鏝絵に
取り組む人々や地域との
交流を深める。

有料

▢場 伊東市生涯学習センター中央会館（伊東市音無町5-
14）他　▢駅 JR伊東駅（徒歩15分）
▢問 伊東市教育委員会 生涯学習課 ☎0557-32-1964

9月27日㊎⇒11月4日㊊（振替休日）㊶ 教  養

第58回 伊東市芸術祭 無料

伊東市に居住または在勤
する個人や文化活動団体
などが、日頃の練習や活
動の成果を発表し、市民
へ向けて芸術鑑賞の機会
を創出します。

㊷

▢場 Atelier&Hostel ナギサウラ（予定）（熱海市渚町19-
6）　▢駅  JR熱海駅（徒歩20分）
▢問 アーツ・プロジェクトスクール for ATAMI ART FAIR
実行委員会 ☎090-4711-8867

9月⇒12月 アートプロジェクト

アーツ・プロジェクトスクール
for ATAMI ART FAIR
2021年の第一回熱海アートフェア
開催を目指し、担い手を育成する
スクールを開催。また、受講生や
観光関係者の協力を得て一般社団
法人の設立を目指します。

一部
有料

㊸

▢場 富士市文化会館ロゼシアター（富士市蓼原町1750）
他　▢駅 JR富士駅（車で10分）　▢主 公益財団法人富士市
文化振興財団　▢問 ロゼシアター ☎0545-60-2510

10月6日㊐ 教  養

THE MUSICAL TIME 2019
History of ROSE THEATRE
MUSICAL ～20年の軌跡～

キャスト・スタッフを市民が担
うミュージカル。今年は過去
の作品の名シーンやオリジナ
ル楽曲を披露します。　

無料

㊹
有料

▢場 東山旧岸邸（御殿場市東山1082-1）
▢駅 JR御殿場駅（車で15分）
▢問 御殿場市東山旧岸邸 ☎0550-83-0747

10月8日㊋ 食 文 化

伝統芸能と食文化
～雅楽と茶懐石～
近代数寄屋建築の東山旧
岸邸で世界最古のオーケ
ストラといわれる雅楽と、
隣接するとらや工房で茶
懐石温石による料理に触
れ文化継承を考えます。

㊺

▢場 イケダビル（富士市本町8-5）　▢駅 JR富士駅（徒歩3
分）　▢問 富士の山ビエンナーレ実行委員会
☎0545-81-0063

10月⇒11月 美  術

Fujinoyama ART HUB

2020年の第４回富士の山
ビエンナーレ開催に向け、
アーティストによる滞在制
作とワークショップ「富士
の山現代アートをかたらう
会」などを開催します。

一部
有料

そのほかのプログラムもブンプロ・ホームページ（https://shizuoka-ac.org）で紹介しています。

▢場 起雲閣（熱海市）　▢駅 JR熱海駅（車で5分）
▢問 MAKIGAMI OFFICE
URL: http://www.makigami.com/

9月20日㊎・21日㊏㊴ 音  楽

熱海未来音楽祭

パリ、オーストリア、日本、世
界で活躍する国際色あふれる
音楽家たちが熱海の街を音楽
で染めます。起雲閣でのコン
サートの他、街のあちこちで
ゲリラ的に演奏を行います。

有料

写真:沖至、撮影:MASAAKI IKEDA / SOUL GRAPH 

▢場 伊豆の踊子文学碑前（河津町湯ケ野）
▢駅 南伊豆東海バス湯ケ野バス停（徒歩5分）
▢問 湯ヶ野観光協議会 ☎0558-32-0290

12月1日㊐ 教  養

伊豆の踊子
文学祭
文豪・川端康成の
不朽の名作にちな
んだ文学祭。

無料

▢場 国際観光専門学校熱海校（熱海市中央町13-4）他
▢駅 JR熱海駅（徒歩12分）　 ▢問 一般社団法人 熱海怪獣
映画祭 URL: https://atamikaiju.com

11月22日㊎⇒24日㊐ 映  像

第二回 熱海怪獣映画祭

「熱海を怪獣の聖地に」
をキャッチフレーズに、
熱海市内にて怪獣映画
の上映と関連したイベ
ントを開催します。

一部
有料

▢場 下田市民文化会館（下田市4-1-2）他
▢駅 伊豆急下田駅（徒歩10分）
▢問 下田市教育委員会生涯学習課 ☎0558-23-5055

第64回下田市芸術祭 無料

邦楽・邦舞、洋楽・洋舞の
舞台、書道や水彩画などの
展示、将棋の３部門に大き
く分かれ、市内で活動する
団体・個人が、日頃の文化
芸術活動を発表します。

11月2日㊏⇒4日㊊（振替休日）・8日㊎⇒10日㊐ 教  養


