令和４年７月１日発行
発行：静岡市観光・MICE 推進課
電話：054-221-1421

＊新型コロナウィルスの状況により、掲載情報が変更になる場合があります。ご了承ください。
所在地 ：静岡市駿河区丸子 3240 番地の１
お問合せ：054-256-1521
開館時間：10:00～19:00
休館日 ：月曜及び年末年始（12/30～１/1）

夏休み特別体験
○夏のキッズ T シャツ祭り
自分で染めた T シャツで夏を過ごそう！

日

時：7/23(土)～8/14(日) 10:30～/13:00～

料

金：2,500 円

サイズ：100cm・120cm・140cm・160cm・S
○1000 年使える貯金箱づくり

特別体験予約は匠宿公式 LINE より手軽に行えます。
予約確認やキャンセルもすべて LINE から！
まずは匠宿公式 LINE を友だち登録！

夏休みの宿題におすすめ！

URL https://lin.ee/oxKjwbO

日

時：7/23(土)・7/24(日) 10:30～/13:30～

LINE ID @takumishuku

料

金：3,500 円
【イベント情報随時更新】
公式 HP・sns にてイベント情
報等随時更新しております。

※8/25(木)より引き渡し可能

○フュージングで作るガラスの箸置き
キレイで涼やかなガラスの小物を作ってみませんか？

日

時：7/31(日)

料

金：1,700 円(送料込)

HP

10:30～/13:00～/15:00～

Instagram

※出来上がった作品はすべて郵送します。

所在地 ：静岡市葵区駿府城公園１番１号
閉館日 ：月曜日（祝日を除く）
お問合せ：054-251-0016
休館日 ：月曜日及び年末年始（12/29～1/3）

【７月】

●鬼瓦を作ってみよう！7 月 23 日(土)

●駿府歴史夜話

16 日(土)18:30～20:00

①10:00～

（駿府城下に古くから伝わる不思議な話

②10:30～ ③11:00～

④11:30～

（コミュニティホール七間町を会場に、ミニ鬼瓦

や怪談話を楽しみましょう。）

を作り、焼き上がった作品を坤櫓に展示します。
）

【8 月】
●寺子屋駿府城 ～楽しく学ぶ歴史
6 日(土)～12 日(金) 10:00～12:00
（巽櫓２階の広間を会場に、徳川家や駿府城
の歴史について楽しく学びます。）
【9 月】
●季節を彩る絵手紙教室

中旬

（紅葉山庭園の茶室を会場に、自分だけの
オリジナル絵手紙を作ります。
）
●歴史カフェ

下旬

（静岡の歴史を楽しく学びます。お茶付き。
）
●甲冑を作ってみよう！

下旬

（段ボールで自分だけの甲冑を作ります。
）

今年の夜話は
妖怪「ぬっぺっぽう」
葵舟特別運航
その１ 「雅楽」舟 ＝雅楽の音色でお堀めぐり＝
雅楽の生演奏を聞きながらお堀を巡ります！
「明日ちょっと自慢したくなる」小話が楽しめます。
開催日：８／20（土）
、27（土）、９／３（土） ※要予約
料 金：1,800 円、小学生以下 1,500 円
時 間：17 時 30 分始発／18 時 30 分最終（乗船時間約 40 分）
演奏協力：（有）菊理
その２ 「夕涼み」舟 ＝夕暮れに染まる城郭を眺めて特別な一杯を＝
駿府城公園の夏の夕暮れを楽しむ特別企画！
開催日：８／17（水）
、24（水）、31（水） ※要予約
料 金：1,500 円（１ドリンク＋おつまみ）
時 間：16 時 30 分始発／18 時 50 分最終（乗船時間約 30 分）
★申込・お問い合わせ
TOKAI ケーブルネットワーク専用ダイヤル ０９０－７２９１－９５４２

所在地 ：静岡市清水区港町一丁目２番 14 号
開館時間：10:00～18:00
お問合せ：054-351-6070
閉館日：月曜日(祝日の場合は翌平日) 年末年始

静岡市清水港船宿記念館『末廣』は、清水次郎長が明治 19 年（1886 年）に清水波止場
に開業した船宿の復元施設です。柱や欄間・梁は当時のもので、建物は明治時台の面影を
残して復元されました。現在は、次郎長が晩年社会貢献に尽力した功績を伝える記念館と
して無料で公開しています。

イベントのご案内
末廣縁日開催のお知らせ

【七月】七夕飾り☆に願いを届けよう

7 月～9 月の第３土曜日と日曜日に

末廣館内に七夕の願いを届けるボードを設置
します。皆様の願い事はもちろん、イラスト、
俳句・短歌・川柳なんでも結構です。
お星さまに願いを届けましょう～

末廣縁日を開催します。
売店には駄菓子コーナーが登場します。
ぜひ、遊びにきてね～

開催期間：6 月 28 日（火）～7 月 10 日（日）
清水みなと祭りに合わせ夜間営業します

【八月】末廣夏祭り開催
8 月 11 日（木祝）から 14 日（日）まで
ゲームやヨーヨー釣り、冷たいラムネの販売をしま
す。

清水みなと祭り開催中、船宿末廣は下記の日程
で臨時開館します。お祭りの休憩などどなたで
もご利用いただけます。お祭り限定でウス茶
（１杯１００円）の販売をします。

【九月】次郎長スタンプラリー開催（9 月中旬）
末廣館内、クイズに答えながらスタンプを集めよう。
清水ゆかりのプレゼントを差し上げます。

主なスケジュール
＜７月＞粋な大人の次郎長生家

■生家の夏夜の怪談 事前申込み

18 時開場 18 時 30 分開演

＜８月＞清水みなと祭り in 次郎長生家

■呈茶サービス

夜間臨時開館

8 月 6 日（土）
20 時まで営業します。

所在地 ：静岡市清水区美濃輪町４-16
お問合せ：054-353-5000
開館時間：平日 10 時～16 時 土日祝 10 時～17 時
閉館日 ：火曜日

海道一の大親分こと清水の次郎長が生まれた建物
で、清水港の面影を残す庶民の建物として文化庁登
録有形文化財に登録されています

ようやくイベント
が目白押し。生
家においでぇ！

＜９月＞粋な大人の次郎長生家

■奏でる生家

事前申込

18 時開場 18 時 30 分開演

2020 年夏夜の怪談

所在地 ：静岡市清水区興津清見寺町 115 番地
お問合せ：054-369-2221
開館時間：平日 10:00～17:00 土日祝日 9:30～17:30
閉館日 ：月曜日 (祝日の場合は翌日) 年末年始

西園寺公望公の別邸：興津坐漁荘

入館無料

ここ興津坐漁荘は明治の元老・西園寺公望公が 70 歳になった大正
８年(1919 年)興津清見寺に静養の地として建てられた別荘です。
風光明媚な清見潟の風景、冬も暖かい温暖な気候そして東京や京都
と行き来できる程よい距離などから、この地が大変気に入ったようで

甘味処のご案内

す。京風数寄屋造りで竹などの自然素材を巧みに使った上品で
こじんまりした建物からも感じられます。

・白玉ぜんざい
・クリームあんみつ

「元老」とは天皇の政治を助けて内閣総理大臣を

・アイスクリーム
・アイスコーヒー
・ホットコーヒー

推薦する大役です。その為【興津詣で】と呼ばれる
ように政府要人が頻繫に訪れ、なかなか穏やかに
生活する事ができなかったようです。
坐漁荘の外観の特色は？

・一見、質素に見えますが相当に凝った建築で大工の手間は 30 倍と言われています。
・当時の要人の別荘としては小規模でした。
（敷地面積 305 坪・延べ床面積 90 坪）
※同じ元老の井上馨別荘である⾧者荘の敷地面積は約５万坪でした。
・景色を愉しむ為に前庭（芝生）の先を石垣にして生け垣などは作りませんでした。
所在地 ：静岡市清水区由比 297 番地の１
お問合せ：054-375-5166
開館時間：9:00～17:00(御幸亭は 16:30 最終受付)
閉館日 ：月曜日（祝日の場合は翌平日） 年末年始

■所在地

静岡市清水区由比 297 番地の１

■開館時間 午前 9 時～午後 5 時(入館は閉館の 30 分前まで)
■休館日

毎週月曜日(祝日の場合は開館、翌平日休館)、

■入館料

一般 520 円(410 円)／大学生・高校生 310 円(250 円)
中 学 生 ・ 小 学 生 ／ 130 円 (100 円 ) ／ 未 就 学 児 は 無 料

■お問合せ 054-375-4454

※()は 20 名以上の団体料金

浮世絵で学ぶ日本史

源平の争いと鎌倉幕府
浮世絵には、平安時代や鎌倉時代など江戸時代以前の人
物や物語を描いた作品も多く存在します。本展では平安
時代に台頭してきた武士の歴史を浮世絵に描かれた武
者絵で紹介します。
武士の台頭から源平の争いを経て鎌倉幕府が成立する
まで、浮世絵で学ぶ日本史をお楽しみください。

会期：2022 年 7 月 12 日（火）～9 月 11 日（日）
Part1：7 月 12 日（火）～8 月 14 日（日）
Part2：8 月 16 日（火）～9 月 11 日（日）

同時開催：静岡市東海道広重美術館 新収蔵品展
小展示室では、静岡市東海道広重美術館が新規に収蔵した初代から三
代目までの広重作品を紹介します。

所在地 ：静岡市清水区蒲原三丁目 23 番３号
お問合せ：054-385-2023
開館時間：9:30～16:30(3 月～10 月)
9:30～16:00(11 月～2 月)
閉館日 ：月曜日 祝日の翌日 年末年始

●昔の暮らしシリーズ「涼を呼ぶ」

夏のしつらい展 7/12(火)～9/25(日)
五十嵐家に所蔵されていた、明治、大正の美しいうち
わ絵をはじめ、懐かしい蚊帳や氷かき、浴衣など、
昔の人の暑い夏の過ごし方や工夫をご覧ください。

主なスケジュール【7 月～9 月】
●お楽しみ市 7/10(日)
（＊TOITA MARKET と同時開催）
●夏のしつらい展

7/12(火)～9/25(日)

●蒲原宿子ども案内人養成講座
8/３(水)～8/５(金)
●旧暦であそぶ「七夕まつり」8/4(木)
●ふじのくに子ども芸術大学「琉球舞踊に挑戦！」
8/18(木)～8/20(土)・9/24(土)・25(日)
旧五十嵐邸の見どころ④ 【電動ポンプ】
中庭の中心にある電動
ポンプ。2 階に診療室が
あるため、使用する水を

涼し気な蚊帳

ポンプで汲み上げ送水
していました。外国製で
珍しく高価なものだっ

五十嵐準先生愛用の

たので、屋根をかけて大

帽子とバスケット

事に使っていたそうで
す。

