
12月 催物のご案内

各ご案内は平成27年10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。

50文字以内（句読点含む）、日本語で書かれたもの。
封書、ハガキ、メール、FAXで応募。
郵便番号、住所、氏名（よみがな）ペンネームのみ不可、本名併記、年齢、性別、職
業、電話番号を明記して下さい。応募点数は1人5点まで。未発表作品に限る。審
査会により応募条件に違反したと判定された作品は選考より除外といたします。
大賞　　　　1点　5万円
準大賞　　　1点　3万円
島田市長賞　1点　1万円
入賞　　　　4点　1万円
島田賞（島田市在住の方対象）　1点　1万円
高校生審査員賞　1点　5千円分図書カード
ジュニア部門賞（小・中学生対象）1点　5千円分図書カード
平成27年12月8日（火）当日消印有効
平成28年2月16日（火）入賞者に通知、及び、㈱まちづくり島田ホームページ上
平成28年3月27日（日）おび通り南側ステージ
審査委員長　村松友視氏（静岡県出身直木賞作家）他

〒427－0042　静岡県島田市中央町5-1
㈱まちづくり島田（プラザおおるり内）
「愛するあなたへの悪口コンテスト」実行委員会
TEL　0547ｰ36ｰ7222　　FAX　0547ｰ37ｰ8696
EｰMAIL　machi_shimada@yahoo.co.jp
URL  　　http://www.machi-shima.com/

※昨年の入賞作品は(株)まちづくり島田のホームページに掲載してあります(上記URL）

募集要項
応募条件
応募規定

　 賞 　

審 査 員
表 彰
発 表
締 切 り ●主　催　愛するあなたへの悪口コンテスト実行委員会

●応募作品の一切の権利は主催者に帰属します。また応募作品に関
　して、著作者人格権を一切行使しない事をご承諾いただきます。
●入賞者の氏名、年齢、住所（市町村まで）、職種は公表いたします。
●入選作（最終審査対象作品）は小冊子に掲載し発行します。

応 募 先

12月8日
締切

第11回  大　賞　妻は誰か分かるために化粧をする

　　　　準大賞　52歳で「カープ女子」だと言い張る 女房
P.N 愛飢え夫 （愛知県名古屋市）

P.N コイノボリ（千葉県船橋市）

愛するあなたへの
コンテスト

言おうか・・・
言うまいか・・・

今年も「愛のこもった悪口」募集いたします。

第12回

東海道島田宿御陣屋稲荷神社
（別名：悪口稲荷）

大賞賞金50,000円

〔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27年11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 ☎0547-36-7222

月　刊
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プラザおおるり （株）まちづくり島田　☎ 0547-36-7222 (直通）8：30～17：00 検索〈申込み・問い合わせ〉
★プラザおおるり及び歩歩路は月曜日も開館しています。ご利用ください。

ホームページ まちづくり島田

11月
島田市民総合施設プラザおおるり

プラザおおるり受付のご案内
12月1日（火）
 下記の新規受付を予定しています。

・平成28年12月分プラザおおるりホール
・平成28年6月分プラザおおるり会議室等
 （月1回）
・平成28年1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。
抽選にて申込み順番を決めます。
問い合わせ　プラザおおるり受付
　　　　　　☎0547-36-7222

ばらの館「ハートローズ」（ばらの丘公園前）
伊太和里の湯売店
島田市地域交流センター歩歩路
ブラザおおるり　まちづくり島田
TEL 0547-36-7222

今年のクリスマスは

「島田バラワイン」で乾杯

販売所

お問合せ先

島田市は、市の花バラの栽培が盛んで、県内上位の生産
高を誇っています。また、島田市ばらの丘公園では世界各
地を原産とする約350種類、8,700株余の美しいバラの
花を楽しむことが出来ます。この島田ワインは、島田市産
の梅から造った梅をベースに、バラエッセンスを加えて仕
上げたワインです。華やかな色合いと繊細な香味をお楽
しみいただける甘口のロゼワインです。

島田ジャズ研究会（岩本）
☎070-6645-7741

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合わせ入　場　料　等

島田中央幼稚園
☎0547-37-2733島田中央幼稚園　音楽リズム発表会

島田北幼稚園　音楽会

脳科学研究出張講演　自閉症を理解する為に
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NPO法人フリースペース・うぇるび～
☎0547-54-4786（白石）

レッド・ポイント・ブラザーズ（杉浦）
☎090-3259-7393

大人500円
中学生以下300円
（各前売り100円引き）

1,000円
（全席自由）

島田北幼稚園
☎0547-36-1272

島田マンドリンアンサンブル（鈴木）
☎0547-36-4584

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合わせ入　場　料　等
イシカワ音楽教室
☎0547-36-3000
金谷大井川川越し太鼓保存会（和田）　
☎090-7602-986813：00

無料

無料
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日 16：00

ジュニアオリジナルコンサート
サウンドイシカワ大会

22ねんめレッド・ポイント・ブラザーズ
クリスマス・イブ・イブ・コンサート

島田ミッドナイト・ズー・リハーサル・オーケストラ
第10回リサイタル

島田マンドリンアンサンブル
第40回マンドリンコンサート

音と舞チャリティーコンサート
（障害を持った子供たちの）

プレ 10：30
本選 13：00

12：00
16：00

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合わせ入　場　料　等
しまキラ実行委員会　松下農園　
☎050-3573-1055
小山
☎054-646-3475
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浅原
☎090-4197-7826
浅岡音楽教室
☎090-2342-9207
北川徳子ピアノ教室
☎0547-37-5133
地域交流センター歩歩路
☎0547-33-1550
平川
☎090-8519-6040

大人一般2,000円 会員1,500円
中学生～22歳一般1,200円 会員1,000円
小学生一般700円 会員500円
幼児以下無料

クリスマスパーティー♪2015

開場 13：30
開演 14：00

開場 17：30
開演 18：00

しまキラ☆

小山ピアノ教室発表会

浅原ハーモニカ・オカリナ教室　発表会

ピアノ発表会

ピアノ発表会

～服と幸せのシェア～　ｘ Change in 歩歩路

Kling♪ Klang♪アンサンブル・コンサート

島田市国際交流協会・リッチモンド友好委員会
野口・高木
☎0547-36-7390

ミニ文化展 11月25日（水）～12月6日（日）

＜展示期間／時間＞ ＜主催／問い合わせ＞＜催　物＞

展示コーナーのご案内 夢づくり会館夢づくり会館

学園通り自治会　紅林直行　☎0547-46-2331

＜展示期間／時間＞ ＜主催／問い合わせ＞＜催　物＞

展示ホールのご案内 プラザおおるりプラザおおるり

島田市小中学校図工・美術作品展 小学校の部
    中学校の部

12月4日（金）～12月10日（木） 9:00～17：00（最終日15時まで）
12月11日（金）～12月16日（水） 9:00～17：00（最終日15時まで） 無料

平成27年度　人権ポスター展 12月17日（木）～12月20日（日） 9：00～17：00（初日のみ13：00～） 無料

島田市立第一中学校
☎0547-37-2513

生活安心課市民相談係
☎0547-36-7153

地域交流センター歩歩路ホール

プラザおおるりホール

夢づくり会館ホール

1,200円（税込み）
ご贈答用

に

化粧箱
を

サービス



─3─ ─2─

エクスチェンジ

12月21日（月）
  1月18日（月）
島田市地域交流センター歩歩路

9：30～11：30
9：30～11：30

参加費100円
（必ず1点以上の洋服をお持ち下さい。お持ち帰りは5点まで）

─同時開催講座─（予約優先）
参加費600円（x Change代含む）
笑いヨガで楽しく呼吸法を習得しましょう。
講師：永田氏（わははでいくら～）

参加費400円（x Change代含む）
チョコレートを食べながら、チョコレートのお話を聞きましょう。
フェアトレードチョコレートの販売もあります。
講師：柿崎氏（ア・テ・スエ）
名前と参加人数を明記の上、お申込ください。
お申込　xchange_shima@yahoo.co.jp
　　　　0547-33-1550（歩歩路）

1月18日（月）　フェアトレードチョコレートのお話
法

12月21日（月）　笑いヨガ

第20回 古布・古道具・骨董堀出市開催!!

（お問合せ） 島田市地域交流センター歩歩路　☎0547-33-1550
※お車でお越しのお客様は、柳町駐車場またはぴ～ファイブ駐車場をご利用下さい。
　事務所にて駐車割引があります。

平成 28 年 1 月 9 日（土）～11 日（月・祝）
午前 9時～午後 5時（最終日は 4時まで）
島田市地域交流センター歩歩路
（島田市本通 3丁目 6-1）
株式会社まちづくり島田・骨董市実行委員会

日　時

会　場

主　催

しまキラ☆ ～しまだキラキラプロジェクト～

12月5日（土）
10：00～16：00

入場無料
会　場

主　催
後　援
問合せ

島田市地域交流センター歩歩路
（島田市本通3丁目6-1）
しまキラ実行委員会
株式会社まちづくり島田
050-3573-1055（松下農園）

※柳町・ぴ～ファイブ駐車場ご利用のお客様に1時間駐車券を差し上げます。

当日は、癒しのサービスや、
市内の銘菓や、手づくり雑貨などを

ご用意しております。

20回目を迎える
恒例の骨董市です！
ぜひ、ご来場ください。

島田からキラッと光る発信を
島田の活性化を！を目標に掲げ
「しまキラ☆」を結成しました。
市内の商業者を中心としたお店が
皆様をお待ちしています。
当日はワンコインで

様々なサービスをご利用できます。
ぜひ、ご来場ください。

お子様向け
の

イベントも
あります！

小鉢・大鉢

開催日
12月4日㈮
12月17日㈭
12月25日㈮

内　容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

12月の夢づくり  陶芸教室
昼の部

今月のお題は

自分だけの陶器で様々な味を楽しもう!!

■対　象：
■時　間：
■場　所：
■受講料：
■持ち物：

■申込方法：

■対　象：
■時　間：
■場　所：
■受講料：
■持ち物：

■申込方法：
※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。

11歳以上の男女（定員15名）
9：00～16：00（お昼休憩を含む）
夢づくり会館（創作の部屋）
1,000円
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
　電話または直接来館してお申込ください。

11歳以上の男女（定員15名）
9：00～16：00（お昼休憩を含む）
夢づくり会館（創作の部屋）
1,000円
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
　電話または直接来館してお申込ください。

プラモ塾 12月5日土・6日日

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!!

Dream マーケット in 藤枝！

12月11日（金）・12日（土） 10時～15時
会場：Bivi藤枝1F
藤枝市前島1丁目7番10号 入場無料

ハンドメイド雑貨・食品・
子育て世帯に嬉しい商品が

たくさんそろいます！

島ママDreamマーケットが、藤枝に出張してDream マーケット in 藤枝として開催します！

●ところ　夢づくり会館　創作の部屋
●時　間　9：00～12：00
　　　　　（第1回目のみ 15：00まで）
●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
　　　　　（第1回目のみお弁当を持参して下さい。）

島田市地域交流センター歩歩路

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

島田市金谷生きがいセンター  夢づくり会館

〈申込み・問合せ〉 島田市金谷生きがいセンター 夢づくり会館　TEL 0547-46-0075（8：30～21：30　月曜日は休館）

秋
ま
つ
り

11月22日（日）・11月23日（月・祝） －会場－
島田市田代の郷温泉
伊太和里の湯館内

－会場－
島田市田代の郷温泉
伊太和里の湯館内

伊太産 自然薯とろろめし
地場産品、農産物、秋の和菓子 販売

〈問合せ〉伊太和里の湯　☎0547-33-1148〈問合せ〉伊太和里の湯　☎0547-33-1148

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

しまだ元気市　　　　開催のお知らせ
12月20日（日）9:00～13:00

静岡銀行　島田支店の斜め向い

第166回

からくり時計のおび通り　　で開催　　北
「朝市」

お問合せ：株式会社まちづくり藤枝　TEL 054-645-1555　   Mail info@fujieda-machista.com

主催/藤枝市（運営/株式会社まちづくり藤枝）　協力/株式会社まちづくり島田・島ママDream～ママの愛をカタチにする会～

雨天中止


