
歩歩路寄席～三遊亭遊喜独演会～

５月28日（土）地域交流センター 歩歩路　多目的ホール
開場 17：30　開演 18：00
木戸銭　前売  2,000円（税込）　当日  2,500円（税込）
問い合せ　☎0547-33-1550（地域交流センター歩歩路）
主催　㈱まちづくり島田　三遊亭遊喜後援会
後援　島田市教育委員会
協力　静岡文化振興会 ・ 島田がアツい！プロジェクト実行委員会

第
五
回

プラザおおるり

金谷生きがいセンター夢づくり会館

地域交流センター歩歩路

☎0547－36－7222

☎0547－46－0075

☎0547－33－1550

島田市中央町5－1

島田市島550－2

島田市本通3－6－1

チケット販売プレイガイド

ぽ ぽ ろ よ せ

島田市金谷生きがいセンター  夢づくり会館

地域交流センター  歩歩路
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プラザおおるり受付のご案内
4月1日（金）
 下記の新規受付を予定しています。

・平成29年4月分プラザおおるりホール
・平成28年10月分プラザおおるり会議室
　等（月1回）
・平成28年5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

地域交流センター  歩歩路
ぽ　　ぽ　　ろ

月33

教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料

10回20人 3,000円

～子どもの教室～
☆キャンディーポップ

☆チャイルドポップ

☆キ ッ ズ ポ ッ プ

…

…

…

☆リ ズ ム 体 操

☆か る ～ い 体 操

☆シ ニ ア 体 操

…

…

…

教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料

10回25人 3,000円

～大人の教室～
一般女性を対象にした教室です。音楽
に合わせて道具を使い体を動かしま
す。
50歳以上の女性を対象にした教室で
す。歩く事を主に普段使わない筋肉を
動かします。
60歳～75歳位までの男性を対象にし
た教室です。チューブを使って肩のコ
リをほぐしたり、ボールを使った腹筋
運動、歩く運動を主に普段使わない筋
肉を動かします。

キャンディーポップ　うさぎチーム
キャンディーポップ　くまチーム
キャンディーポップ　きりんチーム
チャイルドポップ　
キッズポップ小学1～3年生
キッズポップ小学4～6年生

火曜日
火曜日
金曜日
木曜日
木曜日
木曜日

9:30～10:30
10:45～11:45
10:45～11:45
15:45～16:30
18:00～19:00
19:00～20:00

かる～い体操　女性対象
かる～い体操　女性対象
リズム体操　女性対象
リズム体操　女性対象
かる～い体操　女性対象
かる～い体操　女性対象
シニア体操　男性対象

月曜日
水曜日
水曜日
木曜日
木曜日
金曜日
火曜日

13:20～14:20
9:30～10:30
10:35～11:35
13:20～14:20
14:30～15:30
9:30～10:30
10:35～11:35

1歳半から幼稚園・保育園（年少）に入
るまでの3歳以下のお子さんと保護者
を対象にした親子ふれあい教室です。
幼稚園児童と保護者を対象にした教
室です。なわとびや道具を使い体を動
かします。
小学生を対象にした教室です。ダンス
や道具を使って体を動かします。

見学・体験・歓迎 詳しい内容についてはお気軽にお問い合せください。3月18日（金）8:30～募集開始

好評
販売中！

春から一緒に体操を始めませんか？
おおるり体操4月～6月 体操教室の募集のご案内

4月17日（日）
地域交流センター歩歩路 多目的ホール

10：00～16：00

ワンコインで気軽にリラクゼーションの体験にどうぞお越し下さい。
メイク、ヒーリング等の体験ができます。体に優しいご飯もあります。

第10回 リラクな時間 in 歩歩路 ~Relax time in poporo~

歩歩路で思いきりリラックスしてください。

11：00～11：30 SHIGEKIライブ
12：00～12：30 田中としおライブ
13：00～ 書家詩人  宗明パフォーマンス
14：00～ ヘアメイクショー  鈴木千世子

イベント

◇ご来場のご案内◇
会場となる歩歩路には、駐車場がございません。提携の「柳町駐車場」「ぴ～ファイブ駐車場」をご利用下さい。1 時間サービス券を受付にて発行致します。

主催：リラクな時間実行委員会　　　後援：島田市・㈱まちづくり島田
会場：島田市地域交流センター歩歩路（0547-33-1550）　　　お問い合せ： 0120-56-3350（ange hair）

■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。

プラモ塾 4月2日土・3日日

この春陶芸を始めてみませんか？

開催日
4月 1 日㈮
4月15日㈮
4月22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。）

4月の夢づくり  陶芸教室

第3回 夢づくり歌謡祭
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））
好評発売中

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

〈プレイガイド〉
夢づくり会館（月曜日休館） ☎0547－4６－0075
プラザおおるり ☎0547－36－7222
川根文化センター（月曜日休館） ☎0547－53－3511
地域交流センター歩歩路 ☎0547－33－1550

〈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）

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!!

初心者
大歓迎

〈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

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



─3─ ─2─

エクスチェンジ

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。

しまだ元気市　　　　 開催のお知らせ
9:00～13:00

第169回

からくり時計のおび通り　　で開催　　南

「朝市」
雨天中止

〈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

御陣屋稲荷全景御陣屋稲荷全景

第12回

大　賞大　賞 味噌汁の  味が音程はずれてる
茶柱を  横に寝かせて  妻に出す
思い出したように痩せようとする母。
いま掃除  しなくていい時  する夫
五郎丸ポーズで、2万貸してと言う夫
ハリウッド  就職できる  メイク術
ニュースを見ている妻が「女って恐いわね」と言う。その妻を見ていて、私もそう思う
「なるべく早く帰る」と言う夫「気を使わないで」と妻は答える
ケイレンにしか見えない父の腹筋運動
父の日の親父ギャグの炸裂に仕方ないから今日だけ笑う

PON5（滋賀県高島市）

ものくる（東京都練馬区）

野村香奈（奈良県奈良市）

たくねーねー（大阪府大阪市）

坪井正子（神奈川県海老名市）

白倉弘幹（和歌山県有田郡）

ごっちょさん（埼玉県さいたま市）

鈴木まさ江（静岡県島田市）

松田喬史（東京都練馬区）

さくらんぼ（静岡県島田市）

準大賞準大賞

島田賞島田賞

入　賞入　賞
市長賞市長賞

高校生
審査員賞
高校生
審査員賞
ジュニア
部門賞
ジュニア
部門賞

今回は全国より、4,757作品（一般4,726作品・ジュニア部門31作品）が集まりました。

総評　村松友　（審査委員長・直木賞作家）総評　村松友　（審査委員長・直木賞作家）
　今回は、彩りのある候補作がそろい、“愛”と“悪口”のさまざまな味を満喫させてもらう審査会となった。
しかし、それぞれの審査員にもそれぞれのこだわりによる彩りがあり、「一推し」と思って臨んだ作品が、
かならずしも最後の十作に残るというわけにもいかず、「あの作品は惜しかったな、もうひと推しすれば
よかった」との反省を胸に、各審査員が選考の場から帰っていったという感じだった。
　それだけに、残った作品には重層的な意味合いをふくむ、したたかな味があった。場外ホームランとは
いかぬまでも、かなりの飛距離が出ていたように思う。審査員の選考のハードルも年とともに上がってい
るのはたしかで、そこをクリアしたということは、かなりの水準と評価できるのではなかろうか。
　“愛”と“悪口”の調合ぶりが、かなりの域に達してきたのもたしかで、“愛”と“悪口”がはらむ、汲めども尽
きぬ妙味は、今後もまだまだ広がりそして深まりそうだという手応えが審査後の余韻として残ったのは心
強かった。

おやじ

3月27日（日）
ステージ
●  9:15～  9:40 島田第一中学校吹奏楽部
●  9:50～10:50 街角ライブ
●11:00～12:00 第12回愛するあなたへの悪口コンテスト表彰式
　※雨天の場合表彰式は、歩歩路で行います。

●12:10～12:55 Shiny Eyes ダンスパフォーマンス

●12:15～12:30 新市誕生10周年記念事業
 「島田お地蔵さんのいる商店街事業」お披露目式

し
ま
だ
元
気
市「
朝
市
」

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

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合わせ入　場　料　等

プラザおおるり
☎0547-36-7222

踊りと銭太鼓のつどい

洋楽会　第48回「私たちの音楽会」

日本舞踊　照寿会　春のおさらい会

18：30

13：30

11：00

13：00

10：00

13：30

21：00

15：00

16：00

16：30

14：00

15：00

無料

無料

無料

無料

無料

2

3

9

10

17

23

土

日

土

日

日

土

たつみ会
☎0547-38-0814（高橋）

洋楽会
☎090-6809-5991（山田）

会員
随時入会受付中

島田市民劇場
☎0547-37-7005（月～金 12時～17時）

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合わせ入　場　料　等
金谷茶まつり保存振興会
☎0547-46-3884

aizennya@yahoo.co.jp
☎070-5447-2837（主宰：露木）

18：00 無料

無料
（投げ銭制）

第37回　金谷茶まつり　前夜祭・開祭式

創作処愛染屋　第5実験公演
まれびとの森～夢をウる人～

8 金
16
17
土
日

21：00

17：30
13：30

18：30
14：30

プラザおおるり体操教室発表会
（同時開催）ホール避難訓練

若栄会　春のおどり
会主　若紫　鶴栄

島田市民劇場4月例会
無名塾公演「おれたちは天使じゃない」

照寿会
☎090-7696-2215

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合わせ入　場　料　等

☎0547-37-5970（松浦）

リラクな時間実行委員会
☎0120-56-3350（ange hair）

☎0547-34-0849（関）

☎0547-35-3210（祐宗）

14：00

14：00

10：00

13：00

無料

無料

無料

無料

3

10

17

29

日

日

日

金

第2回すこやかハーモニー
祐宗ピアノハーモニカ教室発表会

映画「天使にアイム・ファイン」上映会

第10回　リラクな時間 in 歩歩路

ピアノ発表会

＜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

島田市美術協会展 4月3日（日）～10日（日）9：00～17：00
（初日12：00から最終日16：00まで）

島田市美術協会（孕石）
☎080-3626-4615

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

4月 催物のご案内

16：00

16：00

16：00

16：00

4月16日（土）・5月21日（土） 9：30～11：30
歩歩路　第４・５会議室
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）

はじめての方、歓迎。 ─同時開催講座─（予約優先）

参加費500円（x Change代含む）
講師：久保田はるみ 氏
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）

4月16日（土）　ベビーマッサージ

〈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

まだ着れる
お洋服の交換会

島田市地域交流センター  歩歩路


