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11月13日（日）
開場15：00　開演15：30　

プラザおおるり………0547－36－7222
※午前8時30分発売開始。発売開始日は13時00分までは窓口販売のみとします。
　残席がある場合のみ13時より電話受付可能。

●大鉄観光サービス………0547－46－3131
　  （大鉄観光サービスは日曜日が定休日です）    ●ＴＳＵＴＡＹＡ相良店…0548－52－2790

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

●夢づくり会館…………0547－46－0075
●サウンドイシカワ……0547－36－3000
●池田時計店 ………… 0547－38－0061

●川根文化センター ……0547-53-3511

島　田

牧之原

プレイガイドに
よって発売時間
及び枚数制限が
異なりますので
各店にお問い合
わせください。
未就学児の同伴・
入場はご遠慮下
さい。
　

※

※

チケット
8月6日

（土）

発売開始

宝くじ文化公演島田市自主文化事業

宝くじおしゃべり音楽館
＊想い出のスクリーンミュージック＊

日　時

全席指定（税込）

会　場 島田市民会館ホール
出　演 ●小原　孝　●島田歌穂　

●清水ミチコ
東京ニューシティ管弦楽団小原　孝 島田歌穂　 清水ミチコ　 入場料 一　　　般
高校生以下

2,500円
1,500円

※宝くじの助成により
　特別料金となっています。
主催●島田市・島田市教育委員会
　　　静岡県・（財）自治総合センター
協力●㈱まちづくり島田・島田市文化協会

稲垣潤一 30th Anniversary
アコースティックライブ2011

2011年11月23日（水・祝）
島田市民会館ホール

●主催 ㈱まちづくり島田、M's PRODUCE　●後援 島田商工会議所、K-MIX　●企画制作 オー・エンタープライズ、MSエンタテンメント・プランニング

全席指定［前売］5,200円
　　　　［当日］5,700円

7月30日（土）発売開始

【島田】
プラザおおるり　
午前8時30分発売開始

サウンドイシカワ
池田時計店
大鉄観光サービス
※大鉄観光サービスは日曜日が定休日です。
【牧之原】
TSUTAYA相良店

【プレイガイド】

0547-36-7222

0547-46-0075

0547-36-3000
0547-38-0061
0547-46-3131

0548-52-2790

※前売り券が完売の際は当日券はございませんのでご了承ください。
※未就学児の入場・同伴はご遠慮ください。

※プレイガイドによって発売時間及び枚数制限が異なりますので各店にお問い合わせください。
問い合わせ　プラザおおるり㈱まちづくり島田　TEL0547-36-7222

夢づくり会館　

発売開始日は13時00分までは窓口販売のみとします。
残席がある場合のみ13時より電話受付可能。

Special Guest

岡本真夜Mayo Okamoto

夢づくり会館 プラモ塾 ※詳細は3ページ

7月
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お問い合わせは しまだ元気市実行委員会 TEL0547-33-1550

第114回
しまだ元気市 夕涼み市

開催のお知らせ

からくり時計のおび通りで開催

7月23日（土）17:00➡21:00

お誘い合わせて
皆さまでお越し下さい。

静岡銀行　島田支店の斜め向い

雨天中止

夏祭りin歩歩路「もったいないを
　プレゼント2011」

開催日 ：
時　間 ：
場　所 ：
入場料 ：
内　容 ：

お願い ：

連絡先 ：

8月7日（日）
14:00～16：00
地域交流センター　歩歩路　多目的ホール
おとな一人100円
子どもの衣類・おもちゃ・靴・絵本などまだまだ使える品物を集めて子育て中の家族にプレゼン
トします。
子どもが大きくなって使わなくなったものはありませんか？
寄付していただける方はご連絡ください。ただし、衣類は一度洗ったものを、おもちゃ・靴・絵本
などは壊れていないものをお願いします。
しまだ次世代育成支援ネットワーク
電話090-3850-0929　または、090-3382-1696
（つどいの広場きしゃぽっぽを主催する市民ボランティア団体です）

夏
ま
つ
り

　

 

＆
生
ビ
ー
ル
ま
つ
り

7月30日㈯ 7月31日㈰

大ビンゴ大会開催！
－会場－
島田市田代の郷温泉
伊太和里の湯館内

1回目11：00～・2回目15：00～
豪華景品を用意してます！

生ビール　500円→300円
名物おでん・フランクフルトなど
子供向けゲーム・子供くじ・冷たい和菓子

特別メニュー

イベント

♪イベント♪ 7月30日・14：00～　川越し太鼓
　　31日・14：00～　フラダンス

生ビール
300円

大
特
価

参加無料
飲
酒
運
転
は

お
止
め
下
さ
い

－問合せ－
島田市田代の郷温泉
0547-33-1148

◎「島田宿 川どめ夏まつり in 歩歩路」
開催日　８月７日（日）　時　間　18:00～20:00
場　所　歩歩路エントランスホール　内　容　夜市（チケット発売中）問合せ先：子育てサロン34-3341

!!

○お プラザおおるり
○市 島田市民会館
○夢 夢づくり会館

日 曜 催　　　　　物 会場 開演 終演 入 場 料 等 主催／お問い合わせ

5 金 静岡県立島田商業高校
体験入学 ○市 13：30 16：00 無料 静岡県立島田商業高校

TEL　37-4167（増田）

6 土 間寛平　アースマラソントークショー ○市 14：00 15：30
大人2,500円

高校生以下2,000円
（当日200円増）

㈱まちづくり島田
TEL　36-7222

7 日 子どもアニメ映画会「ドラえもん」
　　　　　　　　     「クレヨンしんちゃん」 ○夢   9：00

13：30 
12：50
17：20 

700円
（当日券　1,000円）

夢づくり会館
TEL　46-0075

15 月 島田市平和祈念式典 ○お 10：00 11：40 無料 島田市役所総務課
TEL　36-7132

20 土 倉敷児童合唱団・島田市少年少女合唱団
交歓演奏会 ○お 18：30 20：30 500円 島田市少年少女合唱団育成会

TEL　054-636-3749（渋谷）

20 土あこがれ先生プロジェクトin静岡 ○市 13：00 16：30 1,000円
あこがれ先生プロジェクト実行
委員会事務局
TEL　45-4639

21 日 第10回　ふれあい歌謡祭 ○夢   9：00 17：00 無料 TEL　37-3435（石田）

21 日 ピアノ発表会 ○お 14：30 16：30 無料 ソナーレムジカ
TEL　46-4607（三浦・池村）

21 日 東海ボディビル選手権大会
静岡県ボディビル選手権大会 ○市 10：00 16：30 1,500円

（当日2,000円）
静岡県ボディビル連盟
TEL　35-4233（徳田）

27 土 第4回郷土芸能を観る会
赤石太鼓・茶娘踊り・笹間神楽・島田髷まつり手踊り ○お 13：30 16：00 無料 島田市文化協会

TEL　36-5420

31 水 志太地区神社関係者大会 ○市 13：00 15：00 無料 大井神社
TEL　35-2228（山﨑）

展示ホールのご案内 ������������������������������������プラザおおるり
＜催　物＞ ＜展示期間／時間＞ ＜主催／お問い合わせ＞

杉クラブ写真展『遊迷展』
8/1（月）〜8/7（日）
9:00〜19:00

（月曜・最終日は17：00まで）
無料

4丁目杉浦カメラ
TEL　35-3711
TEL　37-4481（森）

第13回大井川『川まつり』 8/19（金）　10:00〜16:00 無料 島田市土木事務所　企画検査課
TEL　37-5272

平成23年度静岡県総合防災訓練 8/28（日）　9:30〜11:30 島田市役所市民安全課
TEL　36-7143

各ご案内は平成23年7月1日現在の使用申請書に基づいて作成したものです。
主催者等の事情より内容が変更される場合がありますので、詳細については各主催者にお問い合わせ下さい。

ホール　催物のご案内８月
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平成23年度展示コーナー（下半期分）出展者募集！
展　　示　　期　　間
開始日

（搬入日）
曜
日

終了日
撤去日

曜
日

１ 10月  4日 火 10月16日 日
２ 10月18日 火 10月30日 日
３ 1月  4日 水 1月15日 日
４ １月17日 火 １月29日 日
５ 2月  7日 火 2月19日 日
６ ２月21日 火 3月  4日 日
７ 3月  6日 火 3月14日 水
8 3月20日 火 4月　1日 日

申込開始日　８月２日（火）午前８：30～
申 込 方 法　�夢づくり会館窓口で申込書に記入

して下さい。
　　　　　　※お電話での申込はできません。
展示のきまり　・�個展の場合は、市内在住の方で

あること。
・団体の場合は、市内の方が過半
　数以上であること。
・営業等を目的としないこと。
・作品が概ね15点以上あること。
・搬入は展示開始日の午前中、撤
　去は終了日の午後3：00�以降です。

問い合わせ　金谷生きがいセンター夢づくり会館
　　　　　　　TEL46-0075

日 催　　　　　物 主催/お問い合わせ 会　　場
2（火） 日韓親善中学野球大会 島田第一中学校（岩尾）37-2513 島田球場、第二球場
7（日） 島田市チャンピオン大会 島田市グラウンド協会（神間）36-4025 川越広場、島田グランドゴルフ場
14（日）、15（月）、
17（水）、18（木）、
20（土）、21（日）、
23（火）

第64回秋季東海地区高等学校野球中部大会 静岡県高等学校野球連盟
054-653-1818 島田球場

プラモデル工作の基本やテクニックを
はじめての方でも丁寧にお答えします。
一歩進んだプラモ作りを体験しましょう。

プラモデル工作の基本やテクニックを
はじめての方でも丁寧にお答えします。
一歩進んだプラモ作りを体験しましょう。

詳しいお問い合わせは 夢づくり会館 TEL 0547-46-0075詳しいお問い合わせは 夢づくり会館 TEL 0547-46-0075
8.20（土）21（日）8.20（土）21（日）

（お昼休憩を含む）
■対　象：
■時　間：
■場　所：
■受講料：
■持ち物：

■申込み方法：電話もしくは応募用紙にて受付します。

■対　象：
■時　間：
■場　所：
■受講料：
■持ち物：

■申込み方法：電話もしくは応募用紙にて受付します。

10歳以上の男女、（定員15名）
9：00～16：30
夢づくり会館（創作の部屋）
1日1000円 （プラモデル代は含みません）
プラモデル1点、愛用の模型道具（貸出あり）
お弁当、受講料、汚れても構わない服装

※定員になり次第締め切ります。

■場　所：
■対　象：
■募集人数：
■受講料：
■講　師：

■持ち物：受講料、エプロン
■申し込み：現在募集中　8月9日（火）までに
　　　　　　　電話または直接来館してお申し込みください。
　　　　　　  ※定員になり次第締め切ります。

■場　所：
■対　象：
■募集人数：
■受講料：
■講　師：

■持ち物：受講料、エプロン
■申し込み：現在募集中　8月9日（火）までに
　　　　　　　電話または直接来館してお申し込みください。
　　　　　　  ※定員になり次第締め切ります。

夢づくり会館　創作の部屋
小学生～一般の方（小学生低学年以下は保護者同伴）
　各回15人（組）
1人（組）2,000円　※材料費込
ドルチェデコ認定講師
スイーツデコデザイナー　向島由賀

午前の部10：00～12：30
午後の部14：00～16：30

8月11日（木）

とろ～りキュートなキャンディーポット
スイーツデコ教室

8月の夢づくり陶芸教室今月のお題
は

●お申し込みは、お電話にて受付をいたします。
●ところ　夢づくり会館　創作の部屋
●時間　

●受講料　2,000円（第1回目にご持参ください。）
●持ち物　エプロン、スリッパ（昼の部は第1回目のみ弁当を持参して下さい。）
　お問い合わせ　夢づくり会館　TEL 46-0075　（8:30から21:00なお月曜日は休館日です。）

【申し込み方法】【申し込み方法】

昼の部　9:00～12:00
（第1回目のみ15:00まで）
夜の部 18:30～21:00

ご飯茶碗
昼の部 9:00 から 夜の部 18:30 から
開催日 内　容

8月  5日（金）
8月19日（金）
8月26日（金）

成　型
薬がけ
講　評

開催日 内　容

8月17日（水）
8月18日（木）
9月   7日（水）
9月14日（水）

成　型
仕上げ
薬がけ
講　評

おおるり体操第2期7月～9月期教室の募集のご案内
☆	キャンディーポップ

☆	キ ッ ズ ポ ッ プ
☆	リ ズ ム 体 操

☆	か る ～ い 体 操

☆	シ ニ ア 体 操

…	2歳から幼稚園・保育園（年少）に入るまでの、3歳
以下のお子さんと保護者を対象にした教室です。

…音楽に合わせて体操、ダンスで体を動かしましょう。
…	一般女性を対象にした教室です。リズム音楽に合わ
せて道具を使い、体を動かしましょう。

…	50歳以上の女性を対象にした教室です。歩くこと
を主に、普段使わない筋肉を動かしましょう。

…	60歳～75歳位までの男性を対象にした教室です。
歩く運動を主に、普段使わない筋肉を動かしましょ
う。チューブ運動を使って肩のコリをほぐす。ボー
ルを使った腹筋運動　など

※参加者以外の入室はできません。また、託児サービスもございません。
※定員は継続の方も含みますのでご了承ください。
※教室の回数は全10回と8回ですが途中参加となりますのでご了承くだ
　さい。

教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料
キャンディーポップ うさぎチーム 水曜日 9:30～10:30 20人 全10回 3,000円
キャンディーポップ りすチーム 水曜日10:45~11:45 20人 全10回 3,000円
キャンディーポップ きりんチーム 金曜日10:45～11:45 20人 全10回 3,000円
キ ッ ズ ポ ップ １～３年生 木曜日16:00～17:00 20人 全10回 3,000円
キ ッ ズ ポ ップ 4～6年生 木曜日19:00～20:00 20人 全10回 3,000円
リ	ズ 	ム	体 	操（月）女性対象 月曜日14:30～15:30 20人 全８回 2,400円
リ	ズ 	ム	体 	操（水）女性対象 水曜日10:40～11:40 20人 全10回 3,000円
か る～い 体 操（水）女性対象 水曜日		9:30～10:30 20人 全10回 3,000円
リ	ズ 	ム	体 	操（木）女性対象 木曜日13:20～14:20 20人 全10回 3,000円
シ	ニ	ア	体 	操　男性対象 火曜日10:35～11:35 20人 全10回 3,000円

お申し込み・お問い合わせ
プラザおおるり事務局（まちづくり島田）　TEL0547-36-7222
申し込みの際は、参加料を添えてお越しください。

7月よりはじまりました第 2期教室からの新規参加者を募集します。

第1回 和太鼓ワークショップ

～初めて打つ和太鼓～

会　場
受講料 
開催日 
受　付
開　始　
終　了
講　師

☆詳細
夢づくり会館　ステージ
1,000 円
7月 24日（日）
13：30から
14：00
16：00
相澤弘幸（和太鼓いぶき）

島田市生きがいセンター夢づくり会館　電話：0547-46-0075お申し込み
お問い合わせ

“どんどこドン、
　みんなで打とう日本の心”

当日は運動できる服装でご来場頂
き、タオルなどをご持参下さい。
小学校低学年以下のお子様は、父兄
同伴でお願いいたします。ワーク
ショップ終了後、和太鼓いぶきによ
る演奏もありますよ！
※応募者が定員になり次第締め切ら
　せていただきます。

スポーツ催物のご案内８月
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〔月刊おおるりは、グリーン購入法適合製品の再生紙を使用しています。〕
平成23年7月15日発行（毎月1回発行）　編集・発行　（株）まちづくり島田　島田市本通5丁目2番の2 ☎34-2233

各施設の問い合わせは
下記までお願いします。 ☎0547-36-7222

プラザおおるり
☎0547-46-0075
金谷生きがいセンター

☎0547-33-1550
地域交流センター歩歩路

☎0547-36-2617
島田球場・サッカー場等
☎0547-36-7240
島田市民会館

平成24年8月分プラザおおるり・島田市民会館ホール受付

※プラザおおるり・市民会館・歩歩路以外の施設は月曜日が休館・休場となります。

会場：プラザおおるり1階第1会議室
時間：午前8時30分までにお集まりください。

問い合わせ　プラザおおるり受付　☎36-7222

8月１日（月） に平成24年8月分の新規受付を行います。

ご来館のお客様
へのお願い

プラザおおるり・市民会館へお越しの際は、駐車場に限りがございますので、できるだけ公共交通機関をご利
用いただけますよう、御理解、御協力をお願いいたします。なお、近隣のご迷惑になりますので、プラザおお
るり及び市民会館近隣の店舗駐車場・私有地等に駐車することはおやめください。

☎0547-34-2233
ぴ～ファイブ集会室

☎0547-46-4400
金谷体育センター

プラザおおるりにてチケット取扱いのイベント

夏休み子どもアニメ映画会

新・のび太と鉄人兵団

嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦

ドラえもん

クレヨンしんちゃん

とき 月8 7日㈰
ところ 夢づくり会館ホール
入場料

※３歳以上チケット必要

※各回入れ替え制です。　※各回の定員を超えた場合は発売を締め切らせていただきます。
※上映時間「ドラえもん」、「クレヨンしんちゃん」共に１時間40分

主催／㈱まちづくり島田　後援／島田市 ・ 島田市教育委員会
問い合わせ／夢づくり会館（金谷生きがいセンター）TEL0547-46-0075

入場券販売所

全席自由　700円
 （当日券1,000円）

【１回目９ ： 00～】
ドラえもん　 ９ ： 00
しんちゃん　11： 00
【２回目13 ： 30～】
ドラえもん　13 ： 30
しんちゃん　15 ： 30

夢づくり会館　0547-46-0075　　プラザおおるり　0547-36-7222
川根文化センターチャリム21　0547-53-3511
金谷公民館　0547-46-5629　初倉公民館　0547-38-0002
六合公民館　0547-37-3087　地域交流センター歩歩路　0547-33-1550

間 寛平 
アースマラソン 
トークショー☆

と き 8月6日（土）
島田市民会館ホールところ
開場13：30　開演14：00　

一　　　般 ￥2,500
高校生以下 ￥2,000

※未就学児のご入場はご遠慮下さい ※当日200円増

(　　)消費税込
全席指定

好評
発売中

好評
発売中

好評発売中

問い合わせ　プラザおおるり（株）まちづくり島田　TEL0547-36-7222

主催/（株）まちづくり島田　後援/島田商工会議所　制作協力/（株）アオイプロデュース

　マラソン＆ヨットで地球一周にチャレンジした間寛平さん。移動距離は合計で41，
040㎞に及ぶ壮大なものでした。多くの仲間たちの応援やサポートを得て、2011
年１月21日無事ゴール！途中、幾多の試練や苦難に襲われましたが、そこはさすが
に寛平ちゃん。持ち前のギャグと明るさで乗り越えました。今回はおかしくも感動的
なエピソードを、大爆笑を交えてお届けいたします。

●サウンドイシカワ…0547－36－3000
●大鉄観光サービス…………0547－46－3131
　（日曜日が定休日となります）
●ＴＳＵＴＡＹＡ相良店…0548－52－2790

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

プレイガイド／プラザおおるり…0547－36－7222
●夢づくり会館 ……… 0547－46－0075
●電子チケットぴあ …… 0570－02－9999
   （Ｐコード：619－271）
●池田時計店（初倉）…0547－38－0061

プレイガイド／プラザおおるり…0547－36－7222
※午前8時30分発売開始。発売開始日は13時00分までは窓口販売のみとします。
　残席がある場合のみ13時より電話受付可能。●夢づくり会館 ……… 0547－46－0075

●サウンドイシカワ……0547－36－3000
●池田時計店…………  0547－38－0061
●大鉄観光サービス………0547－46－3131
　  （大鉄観光サービスは日曜日が定休日です）

●川根文化センター ……0547-53-3511
   ●ＴＳＵＴＡＹＡ相良店…0548－52－2790
●磐田市アミューズ豊田 
                            ……0538-36-3211
●イープラス……………http://eplus.jp/

　問い合わせ　プラザおおるり（株）まちづくり島田　TEL0547-36-7222

中村中コンサート
with
遥奈

島田市自主文化事業

島田市自主文化事業

共演 遥奈（　　   ）磐田市
在住

日時

会場

9月4日(日)
開場17:00　開演17:30

島田市民総合施設
プラザおおるりホール

主催：島田市・島田市教育委員会・（株）まちづくり島田 後援：島田商工会議所 協力：アオイスタジオ（株） 

出演  中村中　遥奈

入場料 3,800円
（当日4,300円）
 全席自由（消費税込）

入
場
料

主催／島田市・島田市教育委員会・（株）まちづくり島田・NPOまちづくり川根の会
協力／島田市文化協会　後援／島田商工会議所

平成23年
9月25日●日

全席自由

島
田
市
民
総
合
施
設
プ
ラ
ザ
お
お
る
り
ホ
ー
ル

出演　一龍斎貞水・柳家三三

《問い合わせ》プラザおおるり
　　（株）まちづくり島田
　　TEL.0547-36-7222

入場券
発売開始
平成23年
7月2日㈯

開場13:30
開演14:00

開場13:30
開演14:00

平成24年
3月18日●日

島
田
市
川
根
文
化
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル

出演 三遊亭小遊三・いっこく堂

入場券
発売開始
平成23年
7月2日㈯

（当日500円増）
一般◆3,500円
　　　  （当日500円増）

両公演セット券◆
5,500円（税込）
　　　  （当日500円増）

全席自由
《問い合わせ》川根文化センター

TEL.0547-53-3511

（
税
込
）

一般◆3,500円
　　　  

（
税
込
）

プラザおおるり、島田市民会館施設運営　○基本方針（1）利用者のための快適なサービスの提供　・地元の事情を熟知したスタッフが心を込めた対応と管理に努める。年数
は経っていても、整備の行き届いた清潔感のある施設をめざします。　（2）効率的な施設管理　・利用者の要望と環境と省エネをバランスする。施設横断で、人員応援体制をとりま
す。（3）活発な情報発信の実施　・ハード（施設）に多彩なソフト（文化事業等）を抽入し、常に文化情報を発信し続ける。ターゲットにかたよりのない編成を心がけます。

プラザおおるり・市民会館指定管理者　（株）まちづくり島田　☎0547-36-7222 (直通）〈問い合わせ〉 ホームページアドレス http://www.shimada-tmo.com/

月　刊

2011 No.326

M-4 +スミ

11月13日（日）
開場15：00　開演15：30　

プラザおおるり………0547－36－7222
※午前8時30分発売開始。発売開始日は13時00分までは窓口販売のみとします。
　残席がある場合のみ13時より電話受付可能。

●大鉄観光サービス………0547－46－3131
　  （大鉄観光サービスは日曜日が定休日です）    ●ＴＳＵＴＡＹＡ相良店…0548－52－2790

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

●夢づくり会館…………0547－46－0075
●サウンドイシカワ……0547－36－3000
●池田時計店 ………… 0547－38－0061

●川根文化センター ……0547-53-3511

島　田

牧之原

プレイガイドに
よって発売時間
及び枚数制限が
異なりますので
各店にお問い合
わせください。
未就学児の同伴・
入場はご遠慮下
さい。
　

※

※

チケット
8月6日

（土）

発売開始

宝くじ文化公演島田市自主文化事業

宝くじおしゃべり音楽館
＊想い出のスクリーンミュージック＊

日　時

全席指定（税込）

会　場 島田市民会館ホール
出　演 ●小原　孝　●島田歌穂　

●清水ミチコ
東京ニューシティ管弦楽団小原　孝 島田歌穂　 清水ミチコ　 入場料 一　　　般
高校生以下

2,500円
1,500円

※宝くじの助成により
　特別料金となっています。
主催●島田市・島田市教育委員会
　　　静岡県・（財）自治総合センター
協力●㈱まちづくり島田・島田市文化協会

稲垣潤一 30th Anniversary
アコースティックライブ2011

2011年11月23日（水・祝）
島田市民会館ホール

●主催 ㈱まちづくり島田、M's PRODUCE　●後援 島田商工会議所、K-MIX　●企画制作 オー・エンタープライズ、MSエンタテンメント・プランニング

全席指定［前売］5,200円
　　　　［当日］5,700円

7月30日（土）発売開始

【島田】
プラザおおるり　
午前8時30分発売開始

サウンドイシカワ
池田時計店
大鉄観光サービス
※大鉄観光サービスは日曜日が定休日です。
【牧之原】
TSUTAYA相良店

【プレイガイド】

0547-36-7222

0547-46-0075

0547-36-3000
0547-38-0061
0547-46-3131

0548-52-2790

※前売り券が完売の際は当日券はございませんのでご了承ください。
※未就学児の入場・同伴はご遠慮ください。

※プレイガイドによって発売時間及び枚数制限が異なりますので各店にお問い合わせください。
問い合わせ　プラザおおるり㈱まちづくり島田　TEL0547-36-7222

夢づくり会館　

発売開始日は13時00分までは窓口販売のみとします。
残席がある場合のみ13時より電話受付可能。

Special Guest

岡本真夜Mayo Okamoto

夢づくり会館 プラモ塾 ※詳細は3ページ

7月


