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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

好評発売中！

プラザおおるり受付のご案内
3月1日（火）
 下記の新規受付を予定しています。

・平成29年3月分プラザおおるりホール
・平成28年9月分プラザおおるり会議室等
 （月1回）
・平成28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。
抽選にて申込み順番を決めます。
問い合せ　プラザおおるり受付
　　　　　☎0547-36-7222

島田市民総合施設  プラザおおるり

全席自由3,000円（税込）（当日3,500円（税込））

開　　　場13:00
開演第１部14:00
　　第２部15:45

ゴスペルフェスティバル
ヘヴンリィ・クワイヤー スーパーライブ

3月13日㈰3月13日㈰
プラザおおるりホールプラザおおるりホール

（当日1,000円（税込））一 般    800円（税込）
（当日　 700円（税込））小・中学生 500円（税込）

幼稚園児・保育園児 無料

プラザおおるりホールプラザおおるりホール

夢づくり会館ホール夢づくり会館ホール
1回目 14:00～16:20
2回目 18:30～20:50
1回目 14:00～16:20
2回目 18:30～20:50
1回目 11:00～13:20
2回目 14:00～16:20
3回目 17:00～19:20

1回目 11:00～13:20
2回目 14:00～16:20
3回目 17:00～19:20

●プラザおおるり
　☎0547-36-7222
●夢づくり会館
　☎0547-46-0075

●池田時計店（初倉）
　☎0547-38-0061
●大鉄観光サービス（日曜休）
　☎0547-46-3131

●川根文化センターチャリム21
　☎0547-53-3511

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

2月27日（土）

2月28日（日）

島田でオールロケの映画

※会場と上映回は指定となります。
※幼稚園、保育園児の入場には入場整理券が必要です。

ひまわり

全席自由

島田市民出演多数

「向日葵の丘」特別上映会

月22

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

●プラザおおるり
●夢づくり会館
●池田時計店
●大鉄観光サービス
●川根文化センターチャリム21
●サウンドイシカワ

☎0547-36-7222
☎0547-46-0075
☎0547-38-0061
☎0547-46-3131
☎0547-53-3511
☎0547-36-3000

開・催・迫・る

第3回 夢づくり歌謡祭

■対　象：
■時　間：
■場　所：
■受講料：
■持ち物：

■申込み：

■対　象：
■時　間：
■場　所：
■受講料：
■持ち物：

■申込み：
※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（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（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。

●募集人数：
●受講料：
●持ち物：

●年　齢：
●会　場：
●申込み：

●募集人数：
●受講料：
●持ち物：

●年　齢：
●会　場：
●申込み：

定員30名
各回800円
受講料　タオル　バスタオル
動きやすい服（ジャージ等）※GパンはNG
成人男女（20歳以上）
島田市金谷生きがいセンター  五和会館  和室
受付中　電話でお申し込み下さい。

定員30名
各回800円
受講料　タオル　バスタオル
動きやすい服（ジャージ等）※GパンはNG
成人男女（20歳以上）
島田市金谷生きがいセンター  五和会館  和室
受付中　電話でお申し込み下さい。

プラモ塾

ボディーコンディショニング体験

3月5日土・6日日

開催迫る 1回 800円

自分で自身の身体を整えます。整えるのは筋肉!! 頑張らない動きで整えます。
筋肉を整えた結果、骨格の歪みが整い、体調も改善されていきます。

動きやすい、疲れにくい身体を目指しましょう!!

講師　熊澤正子 氏

3月2日（水）
10:00～12:00
3月4日（金）
19:00～21:00

開催
日時

マグカップ
オリジナルマグカップで
ほっこりしましょ。

開催日
3月11日㈮
3月25日㈮
3月31日㈭

内　容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

●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。）

3月の夢づくり  陶芸教室
今月のお題は

5月29日（日） 島田市金谷生きがいセンター
全席自由　500円（税込）（当日1,000円（税込））
3月6日（日）チケット販売開始

夢づくり会館

☆スペシャルゲスト
　ハン・ジナ
☆スペシャルゲスト
　ハン・ジナ

昼の回

夜の回

問い合せ　夢づくり歌謡祭実行委員会（秋田）090-3937-6649

〈申込み・問い合せ〉 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）

平成28年度「脳と身体のビタミン体操講座」（前期）

1回
2回
3回
4回
5回

4月 7日㈭
4月21日㈭
5月19日㈭
6月 2日㈭
6月16日㈭

6回
7回
8回
9回
10回

7月 7日㈭
7月21日㈭
8月18日㈭
9月 1日㈭
9月15日㈭

脳はルンルン！、背すじはピーン！歩く姿はAKB！
脳と身体が元気になる中高齢者のための体操講座です。

時　間　午前10：00～11：30
ところ　夢づくり会館　健康づくりの部屋
対　象　概ね50歳以上の方
募集人数　25名（先着順）
持ち物　運動ができる服装　上ぐつ　タオル　飲み物
受講料　3,000円
申込み　2月20日（土）から電話でお申し込み下さい。
皆様の参加お待ちしております。

受講生募集
HEAVENLY CHOIR PROFILE

ヘヴンリィ・クワイヤー プロフィール
□所属　Latter Rain Christian Fellowship Church
　　　　ラター・レイン・クリスチャン・フェローシップ・チャーチ
　　　　（コネチカット州ハートフォード市）

□編成　Singers（Choir）
　　　　Conductor/Voc. & Keybord
　　　　Musicians:Bass. Drs. Org.

7名
1名
3名

アメリカ、コネチカット州ハートフォード市を拠点に活動するゴスペルグループで、リーダー（コンダク
ター）のヒューバート・パウェル（Hubert Powell）氏は、ラター・レイン・クリスチャン・フェローシップ
教会の牧師である。
パウェル氏はゴスペル音楽をクリスチャンの人々だけでなく、すべての人々に受け入れてもらえるように、現
代的なジャズのハーモニーと伝統的なゴスペル音楽を融合させて、インスピレーショナルな音楽を創り上げ
た。“HEAVENLY CHOIR”は、爆発的なエネルギーとスピリットを持ったゴスペルグループとなり、絶賛を
浴びる。1995年初来日以来20年に渡り、日本公演を行い日本のゴスペルブームのきっかけとなる。少しでも
多くの日本の人達に、ゴスペルの素晴らしさを伝えたいというパウェル牧師の意志のもと活動を続けている。

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!!



─3─ ─2─

エクスチェンジ

3月14日（月）　9：30～11：30
歩歩路　多目的ホール
※月刊おおるり1月号でお知らせしたエクスチェンジの日程が変更になりました。

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200円（x Change代含む）
講師：市川詩織氏
動きやすい服装でお越し下さい
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）

3月14日（月）　親子体操

しまだ元気市　　　　開催のお知らせ
2月28日（日）9:00～13:00
第168回

からくり時計のおび通り　　で開催　　北
「朝市」

雨天中止

P

島田市少年少女合唱団事務局
☎080-4655-0022

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合わせ入　場　料　等
島田市社会教育課
☎0547-46-5625フェスタしまだ2016！

島田市少年少女合唱団

9：00

14：00

18：30

1部14：00
2部15：45

15：00

17：30

16：30

20：30

無料

1,000円

無料

6

13

20

24

日

日

日

木

プラザおおるり
☎0547-36-7222

島田榛北地区労働者福祉協議会事務局
☎0547-36-7371

3,000円
（当日3,500円）

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合わせ入　場　料　等
居酒屋　かっぺ
☎0547-35-0223

藤間勘穂行 藤行会
☎0547-46-2600（塚本）

島田市社会教育課
☎0547-46-5625

Dream マーケット実行委員会
☎090-3937-5052（杉本）
shimamamadream@yahoo.co.jp

9：00

9：30

13：00

10：00

18：00

15：50

16：00

15：00

無料

無料

無料

無料

第5回　かっぺカラオケ春祭り

「東海道金谷宿大学」成果発表会・閉講式

第22回　日本舞踊藤間流舞踊のつどい

Dream マーケット Vol.4

6

13

20

日

日

日

ゴスペルフェスティバル
&ヘヴンリィ・クワイヤースーパーライブ

爆笑落語
（出演　入船亭扇遊・春風亭美由紀・春風亭朝之助）

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合わせ入　場　料　等
地域交流センター歩歩路
☎0547-33-1550

鈴木香名子
☎090-1988-1174

スポーツショップナイン
☎0547-36-9790

9：30

13：30

13：30

12：00

100円

無料

無料

無料

14

21

26

27

月

月

土

日

25～

27

金～

日

武士俣
☎054-638-0673

～服と幸せのシェア～ ｘ Change in 歩歩路

島田高校新一年生体育衣料用品販売会

ピアノ発表会

スプリングコンサート

山本嘉久蔵　書作展 3月3日（木）～6日（日）
（最終日は15：00まで）

＜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

山本孝夫
☎090-1864-9413

「東海道金谷宿大学」成果発表会 3月12日（土）～13日（日）
（最終日は15：50まで）

島田市社会教育課
☎0547-46-5625

さくら書の会小作品展 3月15日（火）～27日（日）
（最終日は15：00まで）

さくら書の会（福島）
☎0547-45-3406

＜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

フェスタしまだ2016！ 3月5日（土）12：00～17：00
3月6日（日）9：00～15：30

山の写真展 3月18日（金）～20日（日）
9：00～19：30（最終日16：00まで）

島田市社会教育課
☎0547-46-5625

島田しらびそ山の会（石原）
☎080-1605-5225

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

3月 催物のご案内

11：30

16：30

15：00

15：30

まだ着れる
お洋服の交換会

〈申込み・問い合せ〉 プラザおおるり　㈱まちづくり島田　TEL 0547-36-7222

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

上記の各ご案内は、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。詳細については各主催者にお問い合わせ下さい。

プラザおおるり料理教室
旬の野菜をたっぷり使った栄養満点の料理をつくりましょう

「ごはんcafe美・菜・健 かりん」川原静花氏がおしえる

時　　　間　10：00～13：00
場　　　所　プラザおおるり栄養指導室
受　講　料　2,500円
募 集 人 数　20名（先着順）
講　　　師　ごはんcafe美・菜・健　かりん　川原静花氏

持　ち　物　エプロン・三角巾・布巾・筆記用具・持ち帰り用タッパー
受 付 開 始　受付中　電話受付可（8：30～17：00）
申込み方法　申込み用紙に必要事項を記入のうえ
　　　　　　参加料を添えてお申込みください。電話での仮予約可
※材料の仕入れによりメニューが変更される場合があります。

3月20日（日）
春うらら♪
お花見弁当

・かわいいおにぎり
・お花の肉巻き
・さめてもおいしい野菜のおかず

野菜たっぷり春色のお弁当を作ります。

島田市民総合施設  プラザおおるり

島田市地域交流センター  歩歩路

ぴ～ファイブ・柳町駐車場・六合駅南口駐車場
お得な共通サービス券発売中　100円券11枚セット1,000円
ぴ～ファイブ・柳町駐車場・六合駅南口駐車場
お得な共通サービス券発売中　100円券11枚セット1,000円
販売所　ぴ～ファイブ・プラザおおるり・夢づくり会館・歩歩路販売所　ぴ～ファイブ・プラザおおるり・夢づくり会館・歩歩路


