ップ
グランシ

冬

もの
のおくり

19

12/25●
11/27●
土

土

おすすめ

イベ ント

12 /

日

開演

14:00〜

～お話と音楽による くるみ割り人形～
会場

大ホール・海

事前申込制

全席自由 一般 1,000円
こども・学生（28歳以下の学生）500円 ※未就学児無料

松岡究（指揮）／長尾春花（ヴァイオリン）／須川展也（サクソフォン）
語り：田辺一邑
（講談師）／浜松交響楽団

出演

New open
旅するキッチン

親子で楽しむ
浜響クリスマスコンサート

ギ ャ レ イ

「bakery＆cafe GALLEY」
〈グランシップ 1F カフェ・レストラン〉

船内キッチンをイメージした店内で、焼き立てパン
やチーズ料理をお楽しみください。

営業時間 11 : 00～18 : 00

©️ 高橋五郎スタジオ

（定休日／グランシップ休館日）

同時開催

グランシップ広場に期間限定でオープンカフェが登場。
SDGsに配慮したフード･ドリンク販売のほか、小動物と
触れ合うイベントやSDGsにちなんだ本の貸出なども。

会場
日時

グランシップ広場

雨天中止

11/27（土）～30（火）10:00～16:30

16

1/
会場

TEL 054-221-3507

新型コロナウイルス感染症

拡 大 防 止のため、右 記の

注意事項をご覧いただき、

ご来場ください。

～能楽わんだーらんど～

大ホール・海

事前申込制

※0～3歳は入場無料

企画政策課

演目

※コーナーによって開催日時が異なります｡
あらかじめ右記QRコードでご確認ください。

日

全席自由 おとな 1,500円
こども・学生（4〜28歳以下の学生）500円

お問合せ 静岡県スポーツ・文化観光部

ご来場に
あたって

にっぽんこども劇場

2022

ヒガナンにおいでよ！

出演

「殺生石」
観世流能楽師

イラスト マスダカルシ

・発熱または風邪の症状がある方は、
ご来場をお控えください。
・6歳以上の方はマスクを着用してください。

・グランシップ入館時の検温後、連絡先カードをご記入いただき、
イベント参加者にはリスト
（12：30〜受付開始）
バンドを配布します。
・会場内の混雑回避のため、入場制限を行う場合があります。

・会場内では他のご家族と距離を保つよう、保護者の方のご配慮をお願いします。

・新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、本イベントを変更・中止する場合があります。

必ずグランシップホームページで最新情報をご確認の上、ご来場ください。

交通アクセス
・ＪＲ東静岡駅南口隣接
・静岡鉄道長沼駅から徒歩10分
・車では東名高速道路静岡I.C.から20分
日本平久能山スマートI.C.から10分
新東名高速道路新静岡I.C.から15分
静清バイパス千代田上土I.C.から10分

お問い合せ
グランシップチケットセンター

●０５４-２８９-９０００

（10 : 00～18 : 30／休館日を除く）
〒422-8019
静岡市駿河区東静岡二丁目３番１号

https://www.granship.or.jp
グランシップ

検索

主催 公益財団法人静岡県文化財団、
静岡県

後援 静岡県教育委員会、
静岡市教育委員会

静岡県立島田工業高校、
協力 特定非営利活動法人ウイング・ハート、
静岡県立中央図書館、静岡福祉大学、公益財団法人浜松交響楽団

エントランスホール

オリジナル クリスマスツリー

スタンプラリー

1F

用紙配布

グランシップでしか見られない
オリジナルツリーが登場。

グランシップの中をまわってスタンプを集めよう。
5つ集めたら景品をプレゼント！

ツリー制作 千葉広一

※お1人様1回（子どものみ）※景品がなくなり次第終了

大ホール・海

にっぽんこども劇場

～講談わんだーらんど～
日本の話芸「講談」の歴史や表現方法を、実演を交えてご紹介。
はりおうぎ

「白雪姫」を講談で聞いて、張扇を持って記念撮影も！

宝井琴星／宝井琴鶴
（講談師）

出演

こども・学生（4～28歳以下）500円

宝井琴鶴

※対象年齢4歳～ ※0〜3歳は入場無料

❶13 : 00～14 : 00 ❷15 :00～16 :00

❶13 :15～13 : 45
❷14 : 30～15 :00

事前申込制

※入退場自由

演奏 浜松交響楽団

宝井琴星

全席自由 おとな 1,500円

浜松交響楽団 弦楽アンサンブルコンサート
11人の弦楽奏者がヴァイオリンやチェロなどの
楽器の説明を交えながら演奏。
ステージの近くで、迫力ある演奏を楽しもう！

6F

交流ホール

展示ギャラリー

舞台のおしごと体験
舞台で使う本物の機材
に触れてみよう。映像や
ステージに照明をあてる
体験も。

協力 静岡県立島田工業高校

13 :00～17 : 00

好きなレコードをかけてみよう。
CDの音と聴き比べたり、
音が出る仕組みがわかるレクチャーも。
協力 静岡県立島田工業高校

13 : 00～17 : 00

（コンサートの時間を除く）

むかしあそびコーナー

クリスマスマルシェ

けん玉やだるま落とし、
カラフルなおりがみで
遊ぼう。

手作りお菓子やオリジナル
雑貨を販売。

テーブルクリスマスツリーを

バルーン で

おりがみ１枚でつくる、卓上クリスマス
ツリー。はんこ・色鉛筆などでツリーに
飾りつけをしよう！

バルーンでゆきだるまや
リースを作ろう！

作ろう

企画協力

作ってみよう

企画協力

八木朋美（静岡福祉大学子ども学科 講師）

瞳（バルーンアーティスト）

石こう球 にお絵かきしよう

帰ってきた！えほんのひろば

まるで惑星？水晶玉？
石こうの球にペイントして
オブジェを作ろう！

クリスマスや冬の絵本がいっぱい。
読み聞かせや手あそびもお楽しみに！

企画協力

静岡県立中央図書館

企画協力

永冶晃子（アーティスト）

読み聞かせ

❶14 :00～14 : 30
❷15: 15～15 :45

展示ギャラリー前 ロビー

グランシップ

「Art＠東静岡」の作品「幸いの在り処」
を見て歩こう
作家 千葉広一

※材料がなくなり次第終了

出店 ウイング・ハート

ショーウィンドウ 他

館内の作品をめぐる鑑賞ツアーも。

13 : 00～17 :00

レコードを聴いてみよう

14 : 00～14: 30
参加無料

事前申込制

休憩スぺースは

大ホール内、3階
ロビーにあります。

スタンプラリー 景品引換所
事前申込制 イベントの

お申し込みはこちらから

グランシップチケットセンター

●０５４-２８９-９０００

または、
グランシップホームページ
からお申し込みください。
定員に達し次第、受付終了します。

