
海援隊海援隊トーク＆ライブスペシャルビリー・バンバンビリー・バンバンKAIENTAI Billy BanBan Talk&Live SpecialKAIENTAI Billy BanBan Talk&Live Special

海援隊
《武田鉄矢・中牟田俊男・千葉和臣》
代表曲/「母に捧げるバラード」
「贈る言葉」「思えば遠くへ来たも
んだ」ほか

ビリー・バンバン
《菅原　孝・菅原　進》
代表曲/「白いブランコ」「さよな
らをするために」「また君に恋して
る」ほか

武田鉄矢がボーカルの海援隊と、「また君に恋してる」がロングヒット中のビリー・バンバンが、心に響く名
曲の数々を披露する島田特別企画。普段から仲の良い武田鉄矢とビリー・バンバンのトークもお楽しみに！
武田鉄矢がボーカルの海援隊と、「また君に恋してる」がロングヒット中のビリー・バンバンが、心に響く名
曲の数々を披露する島田特別企画。普段から仲の良い武田鉄矢とビリー・バンバンのトークもお楽しみに！

2012年 9月8日(土)
島田市民会館ホール
▶開場14：30▶開演15：00
入場料：4,500   　　    （税込）
※未就学児の入場はご遠慮ください。◆主催：株式会社まちづくり島田　◆共催：CPS放送制作　◆後援：島田商工会議所

【島田市】
プラザおおるり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0547-36-7222
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（初倉）・・・・・・・・・・・・・・☎0547-38-0061
大鉄観光サービス（金谷）・・・☎0547-46-3131
※大鉄観光サービスは日曜日が定休日となります。

【牧之原市】
TSUTAYA相良店 ……… ☎0548-52-2790 

チケットぴあ ……………… ☎0570-02-9999
【Pコード/168-760】

セブンイレブン、サークルK、サンクスでもお買い
求めいただけます。
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全席指定 円

岩崎宏美岩崎宏美コンサート

　プラザおおるり ……………………………………………… ☎0547-36-7222　　　　　　
　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（初倉） ………………………………………… ☎0547-38-0061
　大鉄観光サービス（金谷）…………………………………… ☎0547-46-3131
　　※大鉄観光サービスは日曜日が定休日となります。
　TSUTAYA相良店 ………………………………………… ☎0548-52-2790
　チケットぴあ（Pコード162-257）………………………… ☎0570-02-9999
　ローソンチケット（Lコード48007） ……………………… ☎0570-084-004
　イープラス…………………………………………………… http://eplus.jp/msp
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　プラザおおるり …………………………………… ☎0547-36-7222　　　　　　
　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（初倉） ……………………………… ☎0547-38-0061
　大鉄観光サービス（金谷）………………………… ☎0547-46-3131
　　※大鉄観光サービスは日曜日が定休日となります。
　TSUTAYA相良店 ……………………………… ☎0548-52-2790　
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6月30日（土）
開場17:00 開演17:30
島田市民会館ホール

チケット料金（全席指定）

5,500円（税込）

※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。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

※未就学児の入場はご遠慮願います。

主催：㈱まちづくり島田
企画制作：コンリアルアート／MSエンタテインメント・プランニング
後援：インペリアルレコード／島田商工会議所／K-MIX

WITH STRINGS　～笑顔をみせて～

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、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
会館の近隣店舗駐車場・私有地等に駐車することはおやめください。

〔月刊おおるりは、古紙を利用した再生紙を使用しています。〕
平成24年6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 ☎36-7222

各施設のお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

☎0547-34-2233
ぴ～ファイブ集会室

☎0547-33-1550
地域交流センター歩歩路

☎0547-46-0075
金谷生きがいセンター

☎0547-36-2617
島田球場・サッカー場等

☎0547-36-7240
島田市民会館

☎0547-46-4400
金谷体育センター

※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。

平成25年7月分プラザおおるり・島田市民会館ホール受付
7月1日（日） に平成25年7月分の新規受付を行います。
会場：プラザおおるり1階第1多目的室
時間：午前8時30分までにお集まりください。

お問い合わせ　プラザおおるり受付　☎36-7222

林家たい平
独演会

林家たい平
独演会

平成24年7月7日（土）
プラザおおるりホール

■開場/17:00
■開演/17:30
■入場料(全席指定)

開演時間変更のお詫びとお知らせ
3,000円（税込）

好評発売中!

開演時間変更

好評発売中

7月7日（土）1４時からプラザおおるりで予定しておりました「林家たい平独演会」は、出演者側
の都合により開場時間を17時00分、開演時間を17時30分に変更させていただきます。既に
ご購入いただいた入場券はそのままご利用いただけます。
尚、入場券の払い戻しをご希望の場合は、5月19日（土）から7月15日（日）の午前8時30分か
ら午後5時まで「プラザおおるり」にて受付いたします。
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解をお願いいたします。

お問い合わせ先：㈱まちづくり島田　プラザおおるり　☎０５４７－３６－７２２２

6月23日㈯全席指定3,500円
開場16：00 開演16：30

好評発売中

6月23日㈯
発売開始

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）〈お問い合わせ〉 ホームページアドレス http://www.shimada-tmo.com/

月　刊

201２No.3３7

◇夢づくり会館◇
子どもアニメ映画会

プラザおおるり…
川根文化センターチャリム21
……………………

プレイガイド

0547-36-7222

0547-53-3511
金谷公民館………
初倉公民館………
六合公民館………
地域交流センター歩歩路
……………………

0547-４6-５６２９
0547-38-00０２
0547-３７-３０８７

0547-３３-１５５０

※各館とも月曜日は休館日（おおるり・歩歩
路を除く）

夢づくり会館…… 0547-46-0075

と　き 8月5日（日）
ところ 

（金谷生きがいセンター）
夢づくり会館ホール

入場料 全席
自由700円

（当日券1,000円）
3歳以上チケット必要

6月24日（日）
一般チケット販売開始!!

6月

1回目   9：00～ドラえもん   9：00～10：40
　　　　　　　 しんちゃん10：50～12：40

※各回入れ替え制　　上演時間 ドラえもん 1時間40分　　 しんちゃん 1時間50分
2回目 13：30～ドラえもん13：30～15：10
                      しんちゃん15：20～17：10

主催：まちづくり島田　お問い合わせ：夢づくり会館（金谷生きがいセンター）TEL：0547-46-0075

映画クレヨンしんちゃん
嵐を呼ぶ オラと

宇宙のプリンセス
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

映画ドラえもん
のび太と

奇跡の島
アニマルアドベンチャー

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

開催迫る!!

桂 文珍 独演会桂 文珍 独演会

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

1 日

フラワークラブ
心の唄　歌謡祭 ○お 9:00 17:00 無料 フラワークラブ

TEL　36-9024（土屋）

ことり会　ピアノ発表会 ○歩 14:00 16:30 無料（生徒以外も入場可）福地ピアノ教室
TEL　054-644-2356

7 土
林家たい平　独演会 ○お 17:30 19:30 3,000円　全席指定

（当日500円増）
㈱まちづくり島田
TEL　36-7222

勝抜き歌謡選手権2＆七夕歌謡祭in夢づくり会館 ○夢 13:00 20:40 3,000円
（全席自由）

スピリット企画
090-4443-1228（杉本）

8 日

ありがとうコンサート
～イシカワ音楽教室50周年記念感謝パートⅡ～ ○お 14:00 16:00 2,000円

（当日500円増）
サウンドイシカワ
TEL　36-3000

ピアノ発表会 ○夢 12:00 15:30 無料 37-6680（酒井）

ピアノ発表会 ○歩 13:30 16:00 無料（生徒以外も入場可）山田ピアノ教室
TEL　37-4203

10 火 2012年　社会人大学　「いのちの賛歌」
講師　ピアニスト　水上裕子 ○歩 18:45 20:30 要事前申込

静岡県社会人体育文化協会
事務局 TEL　054-251-2326
（午前10時～午後6時）

14 土 ハーモニカフェスティバル『SURUGA』
コンサート ○お 10:00 15:30 無料 川根ハーモニカクラブ

TEL　53-2566（佐藤）

15 日 お笑い夢ライブin島田 ○お
1回目

11:30
1回目

13:00
完売 ㈱まちづくり島田

TEL　36-72222回目
14:00

2回目
15:30

21 土 ～どんなに重い障がいがあっても地元で
暮らしたい～　映画　上映会 ○お 13:00 16:30 無料 手をつなぐ育成会／島田市役所福祉課

TEL　36-7154（福祉課）

22 日

島田市民劇場　7月例会
劇団文化座公演『てけれっつのぱ』 ○お 18:30 21:00 会員のみ 島田市民劇場 TEL　37-7005

（月～土12時～17時）

夏の歌謡祭 ○夢 10:00 17:00 無料 080-5153-8653（杉）

詩吟朗詠発表会 ○歩 13:00 16:00 無料（会員以外も入場可）（社）詩吟朗詠錦城会
静岡県　島田支部

23
30
31

月
月
火

平成24年度　調理師試験準備講習会
志太榛原地区食品衛生協会主催 ○歩 9:00 17:00 要事前申込 島田食品衛生協会

TEL　054-644-9159

29 日
静岡県ボディビル選手権大会 ○お 10:00 16:30 前売　1,500円

（当日　2,000円）
静岡県ボディビル連盟
TEL　35-4233（徳田）

ピアノ発表会 ○歩 13:00 16:00 無料（生徒以外も入場可）小山ピアノ教室
TEL　054-644-8077

31 火 2012年　社会人大学　「句会を楽しむ」
講師 俳人・佛教大学文学部教授 坪内捻典 ○歩 18:45 20:30 要事前申込

静岡県社会人体育文化協会
事務局 TEL　054-251-2326
(午前10時～午後6時）

○お プラザおおるり
○市 島田市民会館

○夢 夢づくり会館
○歩 歩歩路

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＞

菅沼隆二・まどか　二人展 6月30日（土）～7月8日（日）　10:00～19:00
（7月2日（月）17:00まで） （7月8日（日）16:00まで） 無料 二人展

TEL　35-3252（菅沼）

島田デジタルフォトクラブ 写真展 7月12日（木）～7月15日（日）　10:00～20:00
（最終日は17:00まで） 無料 島田デジタルフォトクラブ

TEL　37-4459（長谷川）

プラザおおるりホール
7月15日（日）
１回目 開場11：00 開演11：30/２回目 開場13：30 開演14：00

完売御礼
※お詫びと訂正
月刊おおるり5月号で会場の表記に誤りがありました。皆様に
ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

お笑い夢ライブ
in島田

夏祭りin歩歩路
「もったいないをプレゼント2012」
開催日 ：
時　間 ：
場　所 ：
入場料 ：
内　容 ：

お願い ：

連絡先 ：

8月5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）

しまだ元気市
「夕涼み市」
開催のお知らせ

しまだ元気市
「夕涼み市」
開催のお知らせ

第125回
6月23日（土）

17：00～21：00 
からくり時計のおび通りで開催

静岡銀行　島田支店の斜め向い

雨天中止

「ほうずき市」開催

ホール　催物のご案内７月

各ご案内は平成24年6月1日現在の使用申請書に基づいて作成したものです。
主催者等の事情に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。
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☆ 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。
… 18歳以上の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歳以上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。

申し込み方法
6月20日（水）より受付開始。申し込み時間9:00～17:00です。
申し込みの際は、参加料を添えて、プラザおおるり事務局までお越しください。

7月よりはじまる第２期教室の新規参加者を募集します。 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 火曜日  9:30～10:30 20人 全10回 3,000円

キャンディーポップ　くまチーム 火曜日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18:00～19:00 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

かる～い体操　（月）女性対象 月曜日13:20～14:20 20人 全8回 2,400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   （木）女性対象 木曜日13:20～14:20 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。

おおるり体操7月～9月期教室の募集のご案内

日 催　　　　　物 主催/お問い合わせ 会　　場

4（水） 年金友の会　グラウンドゴルフ大会 JA大井川島田支店（杉本）
35-2121

川越広場
島田グラウンド・ゴルフ場

7（土）、 8（日）、
14（土）、 15（日）、
16（月）、 21（土）、
22（日）、 25（水）

第94回全国高等学校野球選手権静岡大会 （財）静岡県高等学校野球連盟
054-653-1818 島田球場

22（日） タキザワ杯　グラウンドゴルフ大会 島田市グラウンド・ゴルフ協会（神間）
36-4026

川越広場
島田グラウンド・ゴルフ場

28（土）、 29（日） 高松宮賜杯東海大会 島田市野球連盟（三宅）
36-9682 島田球場、第二球場

プラモ塾プラモ塾
プラモデルには興味はあるけれど
｢どうやって作るの？｣
｢色はどうやって塗るの？｣
そういった疑問にお答えします！
本格的な道具やテクニックを使って
楽しくプラモデル作りを学びましょう！！

プラモデルには興味はあるけれど
｢どうやって作るの？｣
｢色はどうやって塗るの？｣
そういった疑問にお答えします！
本格的な道具やテクニックを使って
楽しくプラモデル作りを学びましょう！！

■対　象：

■時　間：
■場　所：
■受講料：
■持ち物：

■対　象：

■時　間：
■場　所：
■受講料：
■持ち物：

■申し込み方法：電話もしくは応募用紙にて受付します。■申し込み方法：電話もしくは応募用紙にて受付します。

詳しいお問い合わせ　夢づくり会館　TEL　0547-46-0075詳しいお問い合わせ　夢づくり会館　TEL　0547-46-0075

10歳以上の男女、（定員15名）初心者から大人の方まで歓迎いたします。

9：00～16：30（お昼休憩を含む）
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）

10歳以上の男女、（定員15名）初心者から大人の方まで歓迎いたします。

9：00～16：30（お昼休憩を含む）
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）

※11歳未満のお子さんは必ず保護者様と一緒にご参加ください。※11歳未満のお子さんは必ず保護者様と一緒にご参加ください。

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
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。※定員になり次第締め切ります。

7.7（土）8（日）7.7（土）8（日）

夢づくり会館夢づくり会館

■と　き：
■場　所：
■対　象：
■受講料：1人2000円 材料費込（風鈴を4個程作れます。）
■持ち物：受講料、エプロン、スリッパ、お弁当、※汚れても構わない服装
■申し込み方法：7月8日（日）より電話もしく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。

■と　き：
■場　所：
■対　象：
■受講料：1人2000円 材料費込（風鈴を4個程作れます。）
■持ち物：受講料、エプロン、スリッパ、お弁当、※汚れても構わない服装
■申し込み方法：7月8日（日）より電話もしく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。

7月22日（日）9：00～15：00  作品お渡し8月25日（土）以降
夢づくり会館（創作の部屋）

3歳～中学生、（定員15名）※小学校低学年以下は必ず保護者同伴

7月22日（日）9：00～15：00  作品お渡し8月25日（土）以降
夢づくり会館（創作の部屋）

3歳～中学生、（定員15名）※小学校低学年以下は必ず保護者同伴
子ども陶芸教室子ども陶芸教室
風鈴の涼しげな音で省エネ効果、
　今回は涼しげな
　　　風鈴に挑戦。

風鈴の涼しげな音で省エネ効果、
　今回は涼しげな
　　　風鈴に挑戦。

夏休みの自由研究 ！
　敬老の日のプレゼントに ！ ！
夏休みの自由研究 ！
　敬老の日のプレゼントに ！ ！7.22（日）7.22（日）

夢づくり会館夢づくり会館

お問い合わせ　夢づくり会館　TEL ０５４７-４６-００７５お問い合わせ　夢づくり会館　TEL ０５４７-４６-００７５

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 尚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 19:00～21:00

ジョッキ
昼の部 9:00 から 夜の部 19:00 から

開催日 内　容

7月27日（金）
7月10日（金）
7月17日（金）

成　型
薬がけ
講　評

開催日 内　容

7月18日（水）
7月19日（木）
8月   1日（水）
8月   8日（水）

成　型
仕上げ
薬がけ
講　評

7月の夢づくり陶芸教室

夏だ ! ビー
ルだ！

マイジョッ
キ !!

スポーツ催物のご案内７月
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海援隊海援隊トーク＆ライブスペシャルビリー・バンバンビリー・バンバンKAIENTAI Billy BanBan Talk&Live SpecialKAIENTAI Billy BanBan Talk&Live Special

海援隊
《武田鉄矢・中牟田俊男・千葉和臣》
代表曲/「母に捧げるバラード」
「贈る言葉」「思えば遠くへ来たも
んだ」ほか

ビリー・バンバン
《菅原　孝・菅原　進》
代表曲/「白いブランコ」「さよな
らをするために」「また君に恋して
る」ほか

武田鉄矢がボーカルの海援隊と、「また君に恋してる」がロングヒット中のビリー・バンバンが、心に響く名
曲の数々を披露する島田特別企画。普段から仲の良い武田鉄矢とビリー・バンバンのトークもお楽しみに！
武田鉄矢がボーカルの海援隊と、「また君に恋してる」がロングヒット中のビリー・バンバンが、心に響く名
曲の数々を披露する島田特別企画。普段から仲の良い武田鉄矢とビリー・バンバンのトークもお楽しみに！

2012年 9月8日(土)
島田市民会館ホール
▶開場14：30▶開演15：00
入場料：4,500   　　    （税込）
※未就学児の入場はご遠慮ください。◆主催：株式会社まちづくり島田　◆共催：CPS放送制作　◆後援：島田商工会議所

【島田市】
プラザおおるり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0547-36-7222
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（初倉）・・・・・・・・・・・・・・☎0547-38-0061
大鉄観光サービス（金谷）・・・☎0547-46-3131
※大鉄観光サービスは日曜日が定休日となります。

【牧之原市】
TSUTAYA相良店 ……… ☎0548-52-2790 

チケットぴあ ……………… ☎0570-02-9999
【Pコード/168-760】

セブンイレブン、サークルK、サンクスでもお買い
求めいただけます。

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

全席指定 円

岩崎宏美岩崎宏美コンサート

　プラザおおるり ……………………………………………… ☎0547-36-7222　　　　　　
　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（初倉） ………………………………………… ☎0547-38-0061
　大鉄観光サービス（金谷）…………………………………… ☎0547-46-3131
　　※大鉄観光サービスは日曜日が定休日となります。
　TSUTAYA相良店 ………………………………………… ☎0548-52-2790
　チケットぴあ（Pコード162-257）………………………… ☎0570-02-9999
　ローソンチケット（Lコード48007） ……………………… ☎0570-084-004
　イープラス…………………………………………………… http://eplus.jp/msp

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
　サウンドイシカワ ………………………………… ☎0547-36-3000
　池田時計店（初倉） ……………………………… ☎0547-38-0061
　大鉄観光サービス（金谷）………………………… ☎0547-46-3131
　　※大鉄観光サービスは日曜日が定休日となります。
　TSUTAYA相良店 ……………………………… ☎0548-52-2790　
 

プ
レ
イ
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イ
ド

6月30日（土）
開場17:00 開演17:30
島田市民会館ホール

チケット料金（全席指定）

5,500円（税込）

※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。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

※未就学児の入場はご遠慮願います。

主催：㈱まちづくり島田
企画制作：コンリアルアート／MSエンタテインメント・プランニング
後援：インペリアルレコード／島田商工会議所／K-MIX

WITH STRINGS　～笑顔をみせて～

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、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
会館の近隣店舗駐車場・私有地等に駐車することはおやめください。

〔月刊おおるりは、古紙を利用した再生紙を使用しています。〕
平成24年6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 ☎36-7222

各施設のお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

☎0547-34-2233
ぴ～ファイブ集会室

☎0547-33-1550
地域交流センター歩歩路

☎0547-46-0075
金谷生きがいセンター

☎0547-36-2617
島田球場・サッカー場等

☎0547-36-7240
島田市民会館

☎0547-46-4400
金谷体育センター

※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。

平成25年7月分プラザおおるり・島田市民会館ホール受付
7月1日（日） に平成25年7月分の新規受付を行います。
会場：プラザおおるり1階第1多目的室
時間：午前8時30分までにお集まりください。

お問い合わせ　プラザおおるり受付　☎36-7222

林家たい平
独演会

林家たい平
独演会

平成24年7月7日（土）
プラザおおるりホール

■開場/17:00
■開演/17:30
■入場料(全席指定)

開演時間変更のお詫びとお知らせ
3,000円（税込）

好評発売中!

開演時間変更

好評発売中

7月7日（土）1４時からプラザおおるりで予定しておりました「林家たい平独演会」は、出演者側
の都合により開場時間を17時00分、開演時間を17時30分に変更させていただきます。既に
ご購入いただいた入場券はそのままご利用いただけます。
尚、入場券の払い戻しをご希望の場合は、5月19日（土）から7月15日（日）の午前8時30分か
ら午後5時まで「プラザおおるり」にて受付いたします。
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解をお願いいたします。

お問い合わせ先：㈱まちづくり島田　プラザおおるり　☎０５４７－３６－７２２２

6月23日㈯全席指定3,500円
開場16：00 開演16：30

好評発売中

6月23日㈯
発売開始

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）〈お問い合わせ〉 ホームページアドレス http://www.shimada-tmo.com/

月　刊

201２No.3３7

◇夢づくり会館◇
子どもアニメ映画会

プラザおおるり…
川根文化センターチャリム21
……………………

プレイガイド

0547-36-7222

0547-53-3511
金谷公民館………
初倉公民館………
六合公民館………
地域交流センター歩歩路
……………………

0547-４6-５６２９
0547-38-00０２
0547-３７-３０８７

0547-３３-１５５０

※各館とも月曜日は休館日（おおるり・歩歩
路を除く）

夢づくり会館…… 0547-46-0075

と　き 8月5日（日）
ところ 

（金谷生きがいセンター）
夢づくり会館ホール

入場料 全席
自由700円

（当日券1,000円）
3歳以上チケット必要

6月24日（日）
一般チケット販売開始!!

6月

1回目   9：00～ドラえもん   9：00～10：40
　　　　　　　 しんちゃん10：50～12：40

※各回入れ替え制　　上演時間 ドラえもん 1時間40分　　 しんちゃん 1時間50分
2回目 13：30～ドラえもん13：30～15：10
                      しんちゃん15：20～17：10

主催：まちづくり島田　お問い合わせ：夢づくり会館（金谷生きがいセンター）TEL：0547-46-0075

映画クレヨンしんちゃん
嵐を呼ぶ オラと

宇宙のプリンセス
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

映画ドラえもん
のび太と

奇跡の島
アニマルアドベンチャー

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

開催迫る!!

桂 文珍 独演会桂 文珍 独演会

開催迫る!!


