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プラザおおるりホール

島田市出身　鈴木啓資（指揮）

開場 14：30／開演 15：00

※未就学児の方のご入場はご遠慮ください。

〈演奏予定曲目〉
　メンデルスゾーン　ヴァイオリン協奏曲
　ベートーヴェン　序曲「コリオラン」　交響曲 第2番

前売　一般2,000円（当日2,500円）
　　　　　1,500円（当日2,000円）

平成28年 8月 7日 ㈰

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、島田市教育委員会
主管：㈱まちづくり島田　　協賛：静岡県人権・地域改善推進会
後援：㈱FM島田、アークキッズアカデミー、サウンドイシカワ

アルディ フィルハーモニー管弦楽団 第2回演奏会

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

全席自由席

チケット好評発売中

（プレトーク　14：50～）

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〈ご予約・問い合せ〉 ホームページ まちづくり島田

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等

ハーモニカフェスティバル実行委員会
☎090-4197-7826（淺原）

島田市民劇場
☎ 37-7005（平日9時～17時）
フラワークラブ　大塚隆也
☎0547-45-2518

島田市社会福祉協議会
☎0547-35-6244

12：45
開場12：15
15：30
開場15：00

一般（小学生以上）
前売り2,000円
当　日2,500円

9：15
開場8：30

海外交流プロジェクト実行委員会
☎0547-35-5770

島田市民劇場7月例会
トム・プロジェクト公演「百枚めの写真」

海外交流プロジェクト2016
「DANCE SHOW CASE」
「The Hoarde（ザ・ホード）」

島田市社会福祉協議会　ふれあい広場

ハーモニカ　フェスティバル　「SURUGA」

フラワークラブ　第22回「心の唄　歌謡ショー」

9：30

18：30

14：00

16：15予定

19：00

21：00

16：30

無料

無料

会員随時入会受付中

無料
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曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等

13：45

13：00

500円

無料

無料

無料

レッドポイントブラザーズ　☆七夕コンサート☆

2016　歩歩路歌謡祭

小山ピアノ教室発表会

第8回しまだ大井川マラソン完走塾

地域交流センター歩歩路ホール

プラザおおるりホール 7月 催物のご案内

20：00

17：00

15：30

15：30

15：30

13：30

島田市社会福祉協議会
☎0547-35-6244

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
島田市教育委員会　社会教育課
☎0547-46-5616

杉浦
☎090-3259-7393
地域交流センター歩歩路
☎0547-33-1550
平林
☎0547-37-5614
体文協
☎054-251-2326
小山
☎054-646-3475
しまだ大井川マラソンinリバティ実行委員会
島田市観光課　☎0547-36-7399

1回3,000円
（会員随時受付）

2,000円
申込締切7月25日18時

17：00
開場16：30
9：30
開場9：00

10：00
9：30受付

13：30
開場13：00

夢づくり会館
☎0547-46-0075

2

3

10

19

24

31

土

日

日

火

日

日

夢づくり会館ホール

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

社会福祉協議会　ふれあい広場  

島田デジタルフォトクラブ　デジタル写真展  

写真迷人会　杉クラブ写真展　2016遊迷展  

島田デジタルフォトクラブ
☎090-2775-9011（長谷川）

7月14日（木）～17日（日） 10：00～19：00
※最終日17日は17時まで

7月25日（月）～31日（日）

7月3日（日） 9：30～14：00

杉クラブ（4丁目・杉浦カメラ内）
☎0547-36-3474

杉　隼人
☎080-5153-8653
劇団Z・A　富山
☎080-2661-6653

若さいっぱいシニアの歌声
第3回演奏会混声合唱団グッドフェローシニア

うちの子大丈夫かしら？がわかるセミナー
～子どもの発達の凸凹が理解できる～

社会人大学島田昼教室～やる気を引き出す魔法の言葉～
日本ペップトーク普及協会代表理事　岩﨑由純氏

〔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28年6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

＜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

金谷絵画クラブ展 7月5日（火）～18日（月）
（最終日は16：00まで）

金谷絵画クラブ
☎0547-45-2628（加藤）

3

17

24

日

日

日

夏の歌謡祭

隻眼の紅蓮丸　～偽りの章～

13：30

9：30

14：00

15：30

17：00

16：00

無料

無料

2,000円（一般）
1,000円（大学生以下）

■鈴木啓資氏のコメント■
この度、アルディフィルハーモニー管弦楽団第2回演奏会を8月7日にプラ
ザおおるりホールで開催できる運びとなりました。 昨年の第1回のときに、
私はピアノと指揮を兼任する「弾き振り」をさせていただきましたが、今回は
指揮に専念させていただきます。
そして今回は協奏曲のソリストをハンガリーからお呼びしています。協奏曲
以外の曲目は、少しマイナーなものですが、皆様に楽しんでいただけるよう
にコンサート開始10分前にプレトークということで、曲目の解説を含めた
トークをさせていただきます。ご来場いただき、若き音楽家たちの応援をし
ていただけましたら幸いです。 

指揮
鈴木啓資（島田市出身）

ヴァイオリン
ティボール・ソモラ

5月28日㈯に歩歩路・多目的ホールにてまち
づくり島田主催「三遊亭遊喜独演会」を開催
しました。

平　日
土日祝

営業時間●

土日祝はあさ8時にオープン。
平日は貸切風呂もねらい目です。

▲貸切風呂（檜）

9：00～21：00
8：00～21：00

（受付20：30まで）
（受付20：30まで）

お問い合せは、伊太和里の湯
☎0547-33-1148
www.itawarinoyu.jp

P R E S E N T S 海外交流プロジェクト20 1 6
平成28年7月24日（日）15：00開場 / 15:30開演

プラザおおるりホール

前売　一般2,000円（当日2,500円）
　　　　　1,000円（当日も1,000円）未就学児・

園児

【主　　催】
【共　　催】
【主　　管】
【お問合せ】

【チケット】

海外ダンス交流プロジェクト2016実行委員会
島田市教育委員会
株式会社まちづくり島田
海外ダンス交流プロジェクト2016実行委員会事務局
TEL：0547-35-5770　E-Mail：info@kenken-dance.com
・プラザおおるり　TEL：0547-36-7222
・KENKEN DANCE FACTORY  TEL：0547-35-5770
・e+  イープラス（http://eplus.jp/）

【後援】
島田市/公益財団法人静岡県文化財団
静岡新聞社・静岡放送/静岡第一テレビ/静岡朝日テレビ/テレビ静岡
中日新聞東海本社/毎日新聞静岡支局/読売新聞静岡支局/Ｋ-ｍｉｘ

中学生
以下

全席自由席
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■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 7月2日土・3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
7月 1 日㈮
7月15日㈮
7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。）

7月の夢づくり  陶芸教室

〈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）

■昼の部

しまだ元気市

6月25日（土）17：00→21：00おび通り北側で開催

・季節物「ほおずき」販売
・「てるてる坊主」飾り（島田中央幼稚園）

イベント
・チーム Indeep「ヒップホップダンス」
・縄巻修巳氏「ポップス尺八」
・「それそれ音頭」発表会

雨天中止

第172回

「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、まだ着られるけど
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

7月16日（土）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。

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～（交換会）

歩歩路

エピソードタグ

7月16日
「ママと我が子の子育て個性診断」

HAPPY coco♪溝口恵子

同時開催講座（予約優先）

「夕涼み市」

●生年月日からママとお子様の生ま
れ持った個性、能力を診断します。
　個性を知って個性を活かせる子育
て方法をお伝えします。
　（診断書付）

～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

…

…

～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。

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。

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・保育園（年少）から小学生
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。

6月20日（月）募集開始

おおるり体操７月～９月 第２期 体操教室のご案内

7月から始まる第2期教室の新規参加者を募集します。

〈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

教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料

10回20人 3,000円

教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料

10回25人 3,000円

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　低学年
キッズポップ　高学年

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

リズム体操　女性対象
かる～い体操　女性対象

木曜日
金曜日

13:20～14:20
9:30～10:30

プラザおおるり受付のご案内
7月1日（金）
 下記の新規受付を予定しています。

・平成29年7月分プラザおおるりホール
・平成29年１月分プラザおおるり会議室
　等（月1回）
・平成28年8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

エクスチェンジ

プラザおおるりは7月18日（月・祝）設備保守点検のため休館とさせていただきます。ご了承ください。

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!!

ゴスペルワークショップ 参加者募集
毎年開催しているワークショップが通年講座になりました。
みんなで集まって楽しくゴルペルソングを歌いましょう！
開催日：月2回　金曜日
時　間：19：00～21：00
講　師：KIYOMI（東京都在住　シンガー）
内　容：月2回の練習　うち1回は講師による指導
場　所：プラザおおるり　第1練習室
会　費：月額（2回分）一般2,500円　高校生以下参加1回につき500円
その他：できるだけ年間を通して参加できることを条件としています。
　　　　年4回程度、市の主催する音楽イベントに出演を予定しています。
申し込み：プラザおおるりに電話または直接来館して、お申し込みください。
　　　　☎0547-36-7222

静岡のモノづくりで熊本を応援しよう！

夏休み
子ども
体験教室

ワークショップ

参加費●500円/1回

共同企画／㈱まちづくり島田・島田市文化協会・
　　　　　島田市子ども会連合会

※売上金の一部を社会福祉協議会を通じて義捐金として寄付します。 第
２
弾
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１
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弾
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絵
付
体
験

自
分
で
器
に
絵
を
描
こ
う
！

体
験
教
室
は
続
々
登
場
。

次
回
「
月
刊
お
お
る
り
」

に
て
発
表
の
予
定
で
す
。

受付は7月5日（火）から各教室前日まで

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

7月

①9：00～11：00
②13：00～15：00

31日（日）

8月

①9：00～11：00
②13：00～15：00

7日（日）

島田市民総合施設  プラザおおるり


