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2月

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

☎0547-34-2233
ぴ～ファイブ集会室・駐車場

☎0547-33-1550
地域交流センター歩歩路

☎0547-46-0075
夢づくり会館

☎0547-36-2617
島田球場・サッカー場等

☎0547-46-4400
金谷体育センター

※プラザおおるり・歩歩路以外の施設は月曜日が休館・休場となります。

プラザおおるり
受付のご案内

3月1日（日） に下記の新規受付を予定しています。
・平成28年 　3月分プラザおおるりホール
・平成27年 　9月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・平成27年 　4月分プラザおおるり会議室等（月2回以上）
会場：プラザおおるり1階　第1会議室
時間：8時30分までにお集まり下さい。
問い合わせ　プラザおおるり受付　☎0547-36-7222

プラザおおるり体操教室
4月～6月
参加者を
募集します

4月～6月
参加者を
募集します

詳細は月刊おおるり3月号にて
プラザおおるり TEL 36-7222

子どもから
大人まで
楽しく身体を
動かそう!!

審査選考を通過した15組によるダンス＆パフォーマンス

SHIMADA MUSIC FESTIVAL 2015
ダンス＆パフォーマンス コンテスト

第1部：DANCE＆PERFORMANCE CONTEST
スペシャルなゲストアーティストのライブ!!　司会 スナオ マサカズ

第2部：GUEST ARTIST LIVE
プラザおおるりホール

開場 13:30／開演 14:00
（当日 3,000円）

全席指定　前売券
3月14日㈯3月14日㈯平成27年平成27年

プラザおおるりホール

島田市出身　鈴木啓資氏（ピアノ・指揮）

開場 15:00／開演 15:30 プレトーク
15:20～（　　　　　）

※3歳以下の方のご入場はご遠慮ください。
※ペアチケットは大人の方と中学生以下の方とさせていただきます。

〈演奏予定曲目〉　ベートーヴェン作曲 ピアノ協奏曲 第5番「皇帝」
　　　　　　　　 　　　　　　　　  交響曲 第7番

前売　一般1,500円 ペア2,500円
当日　一般1,800円 ペア2,800円

3月28日㈯3月28日㈯平成27年平成27年

m.c.A・T U-GE長谷山高士HAMMER

第2回 夢づくり歌謡祭夢づくり歌謡祭
開場9:00／開演9:20
島田市金谷生きがいセンター

プレイガイド
夢づくり会館 ………………………………
プラザおおるり ……………………………
地域交流センター歩歩路…………………
川根文化センターチャリム21……………

0547-46-0075
0547-36-7222
0547-33-1550
0547-53-3511

主催：株式会社まちづくり島田/共催：静岡県大衆音楽協会中部支部
後援：島田市・島田教育委員会/協力：株式会社FM島田・株式会社 静岡第一興商

 3月22日（日）平  成
２7年

夢づくり会館 500円
（当日1,000円）

（全席自由）
入 場 料

チケット好評発売中‼チケット好評発売中‼

みんなでつくる、
みんなが主役の歌謡祭!!

スペシャルゲスト　Kenjiro
1時間公演1時間公演

テイチクレコード

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

プラザおおるり
金谷生きがいセンター
川根文化センター
キョードー東京
チケットぴあ
ローソンチケット
CNプレイガイド
イープラス

☎0547-36-7222
☎0547-46-0075
☎0547-53-3511
☎0570-550-799
☎0570-02-9999
☎0570-084-003
☎0570-08-9999
http://eplus.jp

プレイガイド
プラザおおるり
サウンドイシカワ
アルディ事務局

主催：アルディフィルハーモニー管弦楽団
共催：㈱まちづくり島田
後援：㈱FM島田・アークキッズアカデミー・サウンドイシカワ
　　  東京音楽大学学生自治会・東京音楽大学後援会・三好ピアノ教室（五十音順）

アルディ フィルハーモニー管弦楽団 第1回演奏会

ピアノ・指揮
鈴木啓資（島田市出身）

☎0547-36-7222
☎0547-36-3000
hardi.philharmonic@gmail.com

全席自由席

夢づくり会館 プラモ塾

夢づくり 陶芸教室2月の2月の 今月のお題は
色々な形の

スタンドを

作りません
か？

とっておきのプラモデルをいつもよりかっこ良く作りたい。
モデラー仲間と楽しくテクニックを学びましょう!!

ペンスタンドペンスタンド

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

※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。

開催日
2月20日㈮
3月  6日㈮
3月13日㈮

内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

昼の部 9：00～
開催日

2月18日㈬
2月19日㈭
3月  4日㈬
3月11日㈬

内容
成　型
仕上げ
薬掛け
講　評

夜の部 19：00～

●ところ　夢づくり会館　創作の部屋
●時　間　昼の部　9：00～12：00（第1回目のみ15：00まで）
　　　　　夜の部 19：00～21：00
●受講料　2,000円（第1回目にご持参下さい。）
●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。）

●対　象　10歳から一般の方（定員15名）

●時　間　9：00～16：00（お昼休憩を含む）
●場　所　夢づくり会館（創作の部屋）
●受講料　1,000円
●持ち物　プラモデル1点、模型道具（貸出あり）
　　　　　お弁当、受講料、汚れても構わない服装
●申込方法　電話または直接来館してお申込み下さい。

夢づくり会館 教室のご案内 TEL 0547-46-0075
（8：30～21：00　尚月曜日は休館日です）

お問合せ
お申込み

2/28㈯・3/1㈰

2,000円

【m.c.A・T】出演 【U-GE＋RYUMA＋TAICHI】
※そのほかのゲストアーティスト等は広報が可能になり次第
　ホームページでお知らせします。

主催：島田市教育委員会/主管：株式会社まちづくり島田
制作協力：Ruby Baby Production
協力：SMF運営staff・キョードー東京・NPOまちづくり川根の会

チケット好評発売中

昨年、ドゥクール（ピアノデュオ）としておおるりに登場し、大好評を得た鈴木啓資氏が、今回、本演奏
会のために結成されたオーケストラであるアルディフィルハーモニー管弦楽団を率い故郷に凱旋!!
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3
日 大会名・催物 会　　場主管／問い合わせ

第45回静岡県中学選抜野球大会

島田市グラウンド・ゴルフ協会
会長杯

1日（日）・7日（土）・8日（日）・14日（土）
15日（日）※予備20日（金）

8日（日）※予備14日（土）

静岡新聞社・企画事業局企画センター
TEL 054-281-9010
島田市グラウンド・ゴルフ協会
TEL 36-6440（岡田）

島田球場

川越広場
島田グラウンド・ゴルフ場

月

月

ホール　催物のご案内 歩歩路○歩夢づくり会館○夢プラザおおるり○お

艶やかな日本髪を結いながら、島田の各所をめぐり、楽し
いお食事、美味しいスイーツを囲む女子会を開催します。
当日は、ご家族ご友人の付き添いも可能です。
（別途参加費が発生します）
ぜひ、島田髷発祥の地で、地髪で日本髪を結ってみませんか？
ご参加お待ちしています。
日　時
行　程
参加費
募集人数

4月5日（日）9:00～16:00
各地美容室結上げ～市内ツアー（予定）
20,000円（結上げ着付込み・着物は御持参ください）
15名程度（最小催行人数10名）
●ツアー同行料金
●同行者着付料金
●着物レンタル代
●和装小物一色レンタル代

  5,000円（お食事込み）
  7,000円
10,000円
  1,000円

島田髷娘体験ツアー

美姿勢ウォーキング
　　　＆小顔レッスン

～いつもの景色を私が変える～

曜日 催　　　　物 開演会場 終演 主催／問い合わせ入　場　料　等

夢づくり会館
TEL 46-0075

TEL 080-5129-6875（岡本）
TEL 090-3560-7569（杉山）

地域交流センター歩歩路
TEL 33-1550

島田市社会教育課
TEL 46-5625

島田市社会教育課
TEL 46-5625

プラザおおるり
TEL 36-7222

居酒屋かっぺ TEL 35-0223
TEL 090-5404-3134（池端）

プラザおおるり
TEL 36-7222

フェスタしまだ2015！

おおるり体操教室発表会

第4回　かっぺカラオケ春祭り

SHIMADA MUSIC FESTIVAL 2015
ダンス＆パフォーマンス コンテスト
若栄会　春のおどり
会　主　若紫  鶴栄

「東海道金谷宿大学」成果発表会

爆笑落語

～服と幸せのシェア～
x change in 歩歩路
人財と組織を活かす指導力
～グローバル企業から学ぶリーダーシップ～

島田市少年少女合唱団
第48回　定期演奏会

第2回　夢づくり歌謡祭

文化課
TEL 46-2344関係者のみ

島田青年会議所
TEL 35-6359

島田市少年少女合唱団事務局
TEL 080-4655-0022

島田榛北地区労働者福祉協議会
事務局 TEL 36-7371

木月音楽教室
TEL 35-2837（東海林）

Dreamマーケット
TEL 090-3937-5052（杉本）
（9:00～17:00）

予定時刻
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100円

無料

無料

1,000円

500円（当日1,000円）

無料

無料

全席指定席　前売2,000円
（当日3,000円）

一般1,500円 ペア2,500円
（当日300円増）
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各ご案内は平成27年2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。

※島田球場は平成27年度9月～3月の期間、「耐震補強工事」のため、御利用になれません。ご了承のほど宜しくお願い致します。

フェスタしまだ2015！

島田図書館  本・雑誌の無料配布会

2月28日（土） 12:00～17:00
3月1日（日） 9:00～16:00

3月7日（土）
9:30～16:30

無料
（配布冊数1人20冊まで 持ち帰り用の袋をお持ち下さい）

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

さくら書の会
TEL 46-4202（桜井）

＜展示期間／時間＞ ＜主催／問い合わせ＞
夢づくり会館夢づくり会館

プラザおおるりプラザおおるり

夢づくり展示コーナーのご案内

さくら書の会　小作品展 2月24日（火）～3月8日（日）
（最終日 14:00まで）

島田市社会教育課
TEL 46-5625

島田市社会教育課
TEL 46-5625

「東海道金谷宿大学」成果発表 3月14日（土）～3月15日（日）
（最終日 15:00まで）

＜催　物＞

島田市美術協会展
人財と組織を活かす指導力
～グローバル企業から学ぶリーダーシップ～

島田市美術協会
TEL 080-3626-4615（孕石）

島田市図書館
TEL 36-7226

3月8日（日）～3月15日（日）
9:00～17:00（初日12:00から　最終日16:00まで）

3月17日（火）
19:00～20:50

無料

島田青年会議所
TEL 35-6359無料

無料

スポーツ催物のご案内

島ママ  Dreamマーケット vol.3

ピアノ発表会
第39回　スプリングコンサート

「エピソードタグを付けること」

サイズアウトしてしまった服、まだ着れるけど
捨てられない服など「誰かが喜んでくれる服」
を持ち寄りシェアし合うのがxＣｈaｎｇｅです。
ベビー服を中心にキッズから大人のサイズま
で、多用な服が並びます。ぜひご参加ください。
日　時

場　所
参加費

3月16日（月）9:30～11:30
4月20日（月）9:30～11:30
島田市地域交流センター歩歩路 多目的ホール
100円（事前の申込不要） ※1人必ず1点以上の洋服をお持ち下さい。

会　場
持ち物

講座料
定　員

島田市地域交流センター歩歩路 多目的ホール
運動が出来る服装・フラットシューズ（土足OK）・
水分補給用飲物・汗拭きタオル・手鏡or置き鏡
1,500円
30名（定員になり次第締切）

エピソードタグに次に着る人を想って、洋服
に対する思い出や、取り扱い方法などを書い
て、次の方に託します。
エピソードタグに書かれたストーリーを読
み、モノの価値を再考し、好きな洋服を探す
のも、楽しみの一つです☆

エピソードタグは会場にありますので、
会場でお書きいただいても構いません。

◎xChangeのルール◎

～服と幸せのシェア～

歩歩路

エピソードタグ

講師プロフィール  ────────────────
ウォーキングインストラクターとして、女性の持つ美しさ
を最高に引き出すハイヒールを履きこなすレッスンを開
催している。またサトウ式リンパケアの施術も行っている。

正しい姿勢・歩き方だけでなく、女性らしく美し
い立ち方、歩き方を身につけられる講座となって
います。さらに、笑顔のつくり方・小顔効果の期待
できる自分でできるリンパケアをお伝えします。

3月16日「ベビーダンス」
参加費600円（xChange代含む）

赤ちゃんやキッズと一緒にレッツダンス♪

お申込　xchange_shima@yahoo.co.jp
名前と参加人数を明記の上、お申込ください。

静岡銀行 島田支店の斜め向かい

2月22日（日）
9:00～13:00

雨天中止

開
催
の
お
知
ら
せ

からくり時計の「おび通り」
北側で開催！

第157回

・図書館寄贈図書の無料配布
　10:00～
・藤枝西高校書道部「書道パフォーマンス」
　11:00～

しまだ元気市
「朝市」

お申込み・お問合せ
島田市地域交流センター歩歩路
TEL 0547-33-1550

募集期限　3月20日（金）

平成27年3月29日（日）　藤枝市会場　9:30～12:30
　　　　　　　　　　　 島田市会場　13:30～16:30
会　場　藤枝市／柏屋、　島田市／川越街道
参加料　無料　※事前申込必要（各会場へ電話または受付窓口で申込）
　　　　　　　　先着各15名
講　師　山城道也さん　　持ち物　画材
受付・問合せ

東海道の風景を思い思いにスケッチしよう！ 江戸時代 東海道の名物お菓子
「飴餅（あめのもち）」をつくってみよう！

藤枝市　街道・文化課 TEL 054-643-3036
島田市　（平日）島田市教育委員会文化課 TEL 46-2344
　　　　（休日）島田市博物館 TEL 37-1000

お問合せ・お申込み 島田市地域交流センター歩歩路 ☎33-1550

「徳川家康と東海道の軌跡～東海道の今を描こう～」

平成27年3月19日（木）　19:00～21:00
会　場　プラザおおるり　栄養指導室
講　師　中村　旬さん（菓子処 叶家）
参加費　ひとり500円　
　　　　※事前申込必要（電話または受付窓口で申込）
　　　　　先着15名
受付・問合せ プラザおおるり TEL 36-7222

「江戸スウィーツ教室」

ホームページURL  http://gogo-tkdo.jp

主催　東海道街道文化創造事業実行委員会

講師：山本愛癒氏

2/28（土）2/28（土）10:00～11:3010:00～11:30

藤枝市・島田市
東海道街道文化創造事業

アルディフィルハーモニー
管弦楽団 第1回演奏会

プラザおおるり
TEL 36-7222

同時開催講座（予約優先）

オプション

ツアーの詳細は島田髷娘体験ホームページをご覧下さい。

プラザおおるり体操教室発表会

プラザおおるりホール
3月7日（土）開場 13:00／開演 13:30

問い合わせ　プラザおおるり　TEL 0547-36-7222

月曜日から金曜日までおおるりで行われている体操教室の今回初となる発表会。
小さな子どもたちから大人まで今までやってきた成果をおおるりのステージで発表します。

入場無料

好評受付
中!

2月24日
（火）

より受付
!

 新・金谷名物
「家康公の勝鬨餅」

かちどき

お楽しみマルシェ・
小さなDreamマーケットもあります。
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