
歩歩路寄席～三遊亭遊喜独演会～
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

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
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プラザおおるり受付のご案内
5月1日（日）
 下記の新規受付を予定しています。

・平成29年5月分プラザおおるりホール
・平成28年１１月分プラザおおるり会議室
　等（月1回）
・平成28年6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
ぽ　　ぽ　　ろ

月44

好評
販売中！

■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 5月21日土・22日日

少人数でアットホームな陶芸教室です。
初心者の方におすすめです。

開催日
5月 6 日㈮
5月20日㈮
5月27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。）

5月の夢づくり  陶芸教室

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
〉

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

夢づくり会館（月曜日休館）
プラザおおるり
川根文化センター（月曜日休館）
地域交流センター歩歩路

〈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）

〈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）

〈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

第3回  夢づくり歌謡祭
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!!

開場 9：00　開演 9：30

P 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

■プラザおおるり　TEL0547-36-7222

好評
発売中



─3─ ─2─

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。

開催日時
会 場

7月3日（日）午前9時30分開催決定
島田市地域交流センター歩歩路 多目的ホール

申込締切
参 加 料
問い合せ

５月15日（日）まで
4,000円（２コーラス）（お弁当・お茶付）
秋田　TEL090-3937-6649

市民ふれあい事業

「2016歩歩路歌謡祭参加者募集」

●出店者募集中
●出演者募集中

参加者
募集

エクスチェンジ

5月21日（土）・6月18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）

お申込　xchange_shima@yahoo.co.jp
　　　　0547-33-1550（歩歩路）

5月

6月

【パルのサマーパーティー】
♪パルシステム静岡様のサマーパーティー試食会♪
お手軽レシピやカワイイおやつを是非お試しください。
【親子ふれあい遊びヨガ】
親子で手遊びやわらべ歌で触れあったり、簡単なヨガで
体をのばしてリラックスしませんか？

〈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

まだ着られる
お洋服の交換会

島田市地域交流センター  歩歩路

しまだ元気市「朝市」開催のお知らせ

4月24日（日）9:00～13:00広場でイベントを
予定しています。

日頃の活動を皆さんの前で発表したい方
音楽・演奏・ダンス・パフォーマンス等

1区画 1,200円
雨天中止

第170回

からくり時計のおび通り　　　で開催北側

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合わせ入　場　料　等

西村正粋
☎054-627-9801

島田断酒会事務局
☎0547-45-4512（藤田）島田断酒会結成45周年記念大会

静岡県剣詩舞道連盟

12：30

10：00

15：30

16：00

無料

無料

15

22

日

日

曜日
3火～
5木

催　　　　物 開演 終演 主催／問い合わせ入　場　料　等

9：00

9:30

9：30

13：45

無料

無料

100円

15

21

24

28

日

土

火

土

第21回歩歩路古布・古道具・骨董掘出市

しまキラ☆～しまだキラキラプロジェクト～

～服と幸せのシェア～　ｘ Change in 歩歩路

　

第5回歩歩路寄席～三遊亭遊喜独演会～

地域交流センター歩歩路ホール

プラザおおるりホール 5月 催物のご案内

16：00

12:00

11：30

15：30

20：00

＜展示期間／時間＞ ＜主催／問い合わせ＞＜催　物＞
夢づくり展示コーナーのご案内 夢づくり会館夢づくり会館

東洋水墨美術協会金谷教室水墨画展 5月10日（火）～22日（日）（最終日15:00まで） 東洋水墨金谷教室
☎45-2383（鈴木）

島田市書道連盟事務局
☎0547-36-2748（平松）

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合わせ入　場　料　等
石間敬司
☎080-3619-9101

地域交流センター歩歩路
☎0547-33-1550
しまキラ実行委員会
☎050-3573-1055（松下農園）
地域交流センター歩歩路
☎0547-33-1550
体文協
☎054-251-2326
地域交流センター歩歩路
☎0547-33-1550

1回3,000円
（会費随時受付）
2,000円

（当日2,500円）
開場17：30
開演18：00

無料

夢づくり会館
☎0547-46-0075

500円
（当日1,000円）

8

29

日

日

夢づくり会館ホール

＜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

創立40周年記念島田市書道連盟会員展 5月20日（金）～22日（日）9：00～17：00

ともだちふるさと歌謡祭

第3回夢づくり歌謡祭

9：00

9：30

18：00

19：00 夢づくり会館
☎0547-46-0075

社会人大学島田昼教室“老妻だって介護はつらいよ”
ノンフィクション作家　沖藤典子氏

第21回 古布・古道具・骨董掘出市開催!!

※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。
　駐車割引がありますので、事務室へお申し出ください。

平成 28 年 5 月 3 日（火・祝）～5日（木・祝）
午前 9時～午後 4時
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

島田市民総合施設  プラザおおるり

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

☆キ ッ ズ ポ ッ プ

…

…

☆リ ズ ム 体 操

☆か る ～ い 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。

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
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

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

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

月曜日
水曜日
木曜日
木曜日
金曜日

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

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。
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。募集中

4月から始まった体操教室のご案内
おおるり体操4月～6月 体操教室の募集のご案内

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


