
2F

3F

6F

1F

※コンサートの時間を除く。

中ホール・大地

文化情報センター

舞台のお仕事体験
本物の機材を使って照明・音響・
映像スタッフのお仕事を体験！

ワークショップ
小物作りなど楽しい遊びがいっ
ぱい！

手作りお菓子やオリジナル雑貨
を販売！

①13:30～14:00
②15:00～15:30

①14:30～15:00
②16:00～16:30

13:15 ～14:15
15:00～15:45

ピアノコンサート
朗読と演奏による音楽物語や
迫力のピアノ演奏を楽しもう !
演奏：小林摩湖
（グランシップアウトリーチ登録アーティスト）

朗読：青嶋佳奈子

県内外のコンサート・舞台・
展覧会の情報をゲット！

指揮者体験
オーケストラの指揮を振って、
あこがれのマエストロになろう！
プロの指揮者による見本演奏も！

楽器体験コーナー
オーケストラで使用する楽器に
触ってみよう。

①14:00 ～14:15
②16:30～16:45

ミニコンサート
クリスマスツリーの前で
静岡フィル楽団員が生演奏♪

大ホール・海

制作：静岡大学教育学部川原﨑ゼミ

「駅馬車」 （1939年 アメリカ）

 （2005年 アメリカ）

10:00～11:36

13:15～17:00

「チャーリーとチョコレート工場」

13:30～15:25

14:00～17:00

13:00～13:15

13:00～17:00

グランシップ懐かしの映画会
洋画劇場

ツリーの下の

名作映画をスクリーンでお楽し
みいただけます。

映像ホール (2階)

(1階)

(1階)

交流ホール・ロビー

クリスマスマルシェ

普段は入れない
グランシップの中をガイド付きでご案内！

①13:30～14:30
　グランシップのお仕事＆館内たんけん編
②15:30～16:30 舞台のウラガワ編

※エレベーターをご利用ください。

えほんの広場
※エスカレーターをご利用ください。

スタンプラリー
景品引換

くつろぎ
スペース

3階共通ロビー
「グランシップの記録」写真展

時間

時間

時間

時間

入場料：1作品につき 一般 500円、
3才～中学生100円

（完全入替制、全席自由）

※ワークショップは材料がなくなり次第終了

協力:静岡県立島田工業高等学校

企画協力:静岡大学教育学部川原﨑
ゼミ、しろくまLaBO、八木朋美(静岡
福祉大学 子ども学科)

出店:ウイング・ハート、Chouette、
Chaussons、LUCE

　　　　　　は、グランシップチケットセンター(TEL.054-289-9000)
またはグランシップのホームページからお申込みください。
（指揮者体験はお電話でのみ受付）定員に達し次第受付を終了します。
その他のコーナーは、どなたでも自由にご参加いただけます。
各会場に直接お越しください。

事前申込制

②は小学生以上対象事前申込制

対象：４才以上 ※見学自由
（各回定員10名）事前申込制

事前申込制

EV

入口

グランシップ

オリジナルク
リスマスツリ

ー

おひろめ会

グランシップ

オリジナルク
リスマスツリ

ー

おひろめ会

エントランスホール

昨年のツリー昨年のツリー

スタンプラリー
用紙配布

グランシップの中をまわって
スタンプを集めよう！

（景品がなくなり次第終了）
　※お一人様 1回のみ

(1階)

(6階)

静岡フィルハーモニー管弦楽団による

オーケストラ体験♪

グランシップたんけんツアー

グランシップたんけんツアー

エレベーター

エスカレーター

エスカレーター

エレベーター

エレベーター



【お問い合せ】 グランシップチケットセンター
TEL .054－289－9000（営業時間10 :00～18 :30）　http://www.granship.or.jp

〒422－8019 静岡市駿河区東静岡二丁目3番1号

交通アクセス

・JR東静岡駅南口隣接。

・静岡鉄道長沼駅徒歩１０分。

・東海道新幹線（ひかり）で東京・名古屋

から１時間、新大阪から２時間。

JR静岡駅乗換、東静岡駅まで３分。

・車では、東名高速道路静岡Ｉ.Ｃから２０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。

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
協力：特定非営利活動法人ウイング・ハート、静岡県立島田工業高等学校、静岡大学、特定非営利活動法人
静岡フィルハーモニー管弦楽団、静岡福祉大学、Chouette、Chaussons、しろくまLaBO、LUCE

（10:00～18:30／休館日を除く）
TEL . 054 -289 -9000 検索グランシップ

http://www.granship.or.jp

お申し込み
お問い合せ グランシップチケットセンター

子どもから大人まで家族で楽しめるコン
サート。オーケストラデビューにおすすめ！

クリスマスに関連した絵本の展示のほか、
おはなしかいも実施！
・12月16日(土)10 :30～
　　おはなしかいスペシャル
・おはなしかい
　　毎週木曜（10:30～、15:00～）、
　　第1・第3日曜（10:30～）
・0歳からのおはなしかい
　　毎週火曜（10:30～）

出演：指揮／福田一雄、バレエ／前田バレエ団、ソプラノ／眞田えみ
演目： チャイコフスキー／「くるみ割り人形」より　花のワルツ
　　　 映画音楽／「ハリーポッター」、「美女と野獣」、「スターウォーズ」他

レストラン「GRAN TERRACE」では期間
限定クリスマススペシャルメニューが登場！
営業時間 11:00～16:00
（15:30オーダーストップ）
ディナータイム　16:00～　※要予約
お問い合せ 054ー204ー５８８８

入場料：全席自由／一般1,000円
こども・学生(小学生以上、大学生以下)500円
未就学児無料

入場料：全席指定／S席 6,200円、
A席5,100円、こども・学生1,000円
※こども・学生は28歳以下の学生、未就学児入場不可

日時  １１月１９日（日）１４:００開演

日時  １２月１５日（金）１９:００開演

時間 9:00～21:30（1月6日（土）まで）

時間 9:30～18:00

レストラン「GRAN TERRACE」

グランシップ 冬のおくりもの 2017

地域の皆さまやグランシップご利用者の方々へ日頃の感謝の気持ちをこめて、
グランシップを楽しみながら知っていただける様々なイベントをご用意しました。
どうぞご家族でお出かけください。

【グランシップ提携公演】
静岡フィルハーモニー管弦楽団 創立40周年記念特別演奏会

気軽にクラシックを！静フィル広場

グランシップ クリスマス・ジャズ・ライヴ

小曽根真  featuring  No Name Horses

グランシップの記録

えほんのひろば

クリスマス スペシャルメニュー

11.18［土］
13:00～17:00

2017

(最終入場 16:30 )

入場
無料

ス ケ ジ ュ ー ル

グランシ
ップ 冬

のおくり
もの 2017 11.18［土］ 12.25［月］

期間中のイベント

会場 大ホール・海

会場 中ホール・大地

会場 3階共通ロビー

会場 2階県立図書館コーナー

©大杉隼平

グランシップ
オープンシアターデー

エントランスホール

大ホール・海

中ホール・大地

交流ホール・ロビー

1階

1階

6階

13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

◀ツリーおひろめ会

◀ツリーの下のミニコンサート▶

▶
舞台の
お仕事体験

◀楽器体験コーナー

指揮者体験▶

「チャーリーとチョコレート工場」 （115分）

たんけんツアー (各回60分)　

◀ピアノコンサート(各回30分)

映像ホール
2階

館　内

ワークショップ・クリスマスマルシェ

① ②

②

②

①

①

① ②

～グランシップサポーター記録写真
　で振り返る～


