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プラザおおるりホール

指揮　鈴木啓資（島田市出身）

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 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～）

■鈴木啓資氏のコメント■
この度、島田で2度目となるアルディフィルハーモニー管弦楽団の演奏会を
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

ゴスペルワークショップがスタートしました！
メンバー随時募集中です。詳しくは3ページ。

海外ダンス交流プロジェクト2016
第一部 KENKEN DANCE FACTORY

DANCE SHOW CASE
第二部 VISSI DANCE THEATER 公演

The Hoarde
平成28年7月24日（日）15：00開場 / 15:30開演

ザ・ホード

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

中学生
以下

全席自由席

NYを拠点に活動するダンスカンパニー
ヴィシーダンスシアター代表作「ザ・ホード」が島田に上陸!!!

KENKEN DANCE FACTORYによるDANCE SHOWCASEと豪華二本立て、
国境や文化を越えた NY × SHIMADA 初のコラボレーション舞台!

【チケット】
【主　　催】
【共　　催】
【主　　管】
【お問合せ】

・プラザおおるり　TEL：0547-36-7222
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

開催間近!!

島田市金谷生きがいセンター　夢づくり会館　TEL：0547-46-0075（月曜日は休館日です。）

夢づくり会館　拡大コピーサービスのお知らせ

申込み
問い合せ

◆イベント、行事等にかかせない「横断幕・看板等」の製作承ります。

共催事業：株式会社まちづくり島田・島田市文化協会・島田市子ども会連合会

協力：株式会社青島文化教材社　株式会社タミヤ　株式会社ハセガワ

復興を支援するため、
地震による被害状況写真の展示を行います。

夢づくり子どもワークショップ実行委員会
収益金の一部は、熊本地震の被災地支援に役立てられます。

8月7日（日）
夢づくり会館ホール

静岡のものづくりで熊本を応援しよう!!

夢づくりチャリティ企画

竹とんぼ＆紙飛行機づくり
8/7（日）受講料500円（材料費

　込み）
定員：20名

夢づくり会館ホールで
　作って飛ばして楽しもう！

アイデアしだいで
　なんでもできる。
　　木で組み上げる自由な工作体験

想像力は無限大
プラモデル材料を使って
オリジナルメカを作ろう

たけ陶芸絵付け
7/31（日）

受講料1000円（材料費
　込み）

定員：20名

午前の教室9:00～11:00　午後の教室13:30～15:30
先着順にて受付中（定員になり次第受付終了）
対象：全年齢（小学校3年生以下は保護者同伴）

時　間：
申込み：

素焼きマグカップなどに
　絵を描いてオリジナルな
　　　　作品に仕上げよう

きれい！かわいい！
　本格的な造花の世界を体験しよう

とう げい え つ

アートフラワー
8/7（日）受講料500円（材料費

　込み）
定員：20名

ミキシングビルド
8/7（日）受講料500円（材料費

　込み）
定員：20名

かみ ひ こう

木の工作
8/7（日）受講料500円（材料費

　込み）
定員：20名

き さくこう

き

熊本地震写真展
同時開催！

ワークショップ子ども

好評
発売中

〔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7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 ☎36-7222

各施設の問い合せは下記までお願いします。
☎0547-36-7222プラザおおるり

☎0547-34-2233ぴ～ファイブ集会室・駐車場

☎0547-33-1550地域交流センター歩歩路

☎0547-46-0075夢づくり会館

※プラザおおるり・歩歩路以外の施設は月曜日が休館

プラザおおるり
受付のご案内

8月1日（月）  に下記の新規受付を予定しています。
・平成29年８月分プラザおおるりホール
・平成29年２月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・平成28年９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。
問い合せ　プラザおおるり受付　☎0547-36-7222

▲詳しくはこちら



─3─ ─2─

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!!

忙しい毎日のなか
粘土と向かい合って
みませんか？

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

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
静教研実行委員会（園田）
☎0547-38-0024

プラザおおるり
☎0547-36-7222
島田商業高校
☎0547-37-4167
ザ・ブトン事務局（寺田）
☎090-8545-6684
島田市地域づくり課（大池）
☎0547-36-7197
宮田
☎054-260-5249
プレジール（久米）
☎090-9173-7008

15：00
開場14：30

10：15
開場9：30

午前の部　9：00～11:30
午後の部13：00～15:30

9：50
受付9：15

20:00
（予定）

一般2,000円
小学生以下1,500円

14：00
開場13：30

13：30
開場13：00

一般2,000円
中学生以下1,500円
（当日は各500円増）

静教研実行委員会（山中）
☎0547-37-5238

アルディ　フィルハーモニー管弦楽団
第2回演奏会

静岡県教育研究会
英語部　夏季研究大会
静岡県教育研究会
理科部　夏季研究大会

ザ・ブトン　真夏のコンサート
～今年もやるぞ！ライブ!!～

ハートフルタイムオン　なつやすみ
鈴木啓資　ピアノトークコンサート

島田商業高校　1日体験入学

島田市平和祈念式典

プレジール　コンサート

16:00

16:00

17：00

12:00

15:30

16:00

9:30

17:30

無料

無料

無料

1,000円

無料

無料

4

5

７

９

13

15

20

21

木

金

日

火

土

月

土

日

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等

13:45

14:00

9:00

3,000円

2016　もったいないをプレゼント

第2回しまだ大井川マラソン完走塾

第二回三味線音楽に親しむ会in島田

日本髪結い上げ勉強会

地域交流センター歩歩路ホール

プラザおおるりホール
8月 催物のご案内

15:30

15:30

13:30

17:30

16:00

島田市地域づくり課（大池）
☎0547-36-7197

島田市平和祈念事業　展示
「フランスの空に平和のつるが舞うとき～美帆シボの想い～」

8/13（土）～16（火）
10：00～16：00

8/27（土）10：00～21：00
8/28（日）10：00～16：00

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等

体文協
☎054-251-2326
しまだ次世代育成支援ネットワーク
☎090-3382-1696（藤田）
しまだ大井川マラソンinリバティ実行委員会
☎0547-36-7399
住吉小友也
☎090-5611-6480
島田髷まつり保存会
☎090-4855-2320（鈴木）

1回3,000円
（会員随時受付）

100円
(中学生以下無料）
2,000円

※申込締切8月6日18時

見学・実習とも
3,000円

10:00
受付9:30
16:00
開場15:30

夢づくり会館
☎0547-46-0075

2

7

14

21

29

火

日

日

日

月

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

第18回大井川「川まつり」

2016　島田市民平和展

島田土木事務所
☎0547-37-52728/19（金）

島田榛原共同センター
☎0547-41-9267

社会人大学島田昼教室
～「男と女」　落語家　古今亭志ん輔～

7

21

27

日

日

土

子どもワークショップ

ふれあい歌謡祭

ダンス発表会

9:00

14:00

18:00

16:00

無料

無料

開催日時
場 所
入 場 料
内 容

連 絡 先

集荷方法

協 賛

8 月 7日（日）　14：00～15：30
地域交流センター歩歩路　多目的ホール
「大人 100 円　中学生以下無料」
子どもが大きくなって使わなくなったものはありませんか？
寄付していただける方はご連絡ください。ただし、衣類は一度洗っ
たものを、おもちゃ・靴・絵本などは壊れていないもの、破れてい
ないものをお願いします。
しまだ次世代育成支援ネットワークTEL090-3382-1696（藤田）
（つどいの広場きしゃぽっぽを主催する市民ボランティア団体です）
集荷日→各きしゃぽっぽ開催日です。（各きしゃぽっぽ開催場所まで
お持ちください）
　都合の悪い方は各きしゃぽっぽ代表（子育てカレンダー連絡先）
へご連絡ください。
株式会社まちづくり島田

2016 もったいないをプレゼント

午前の部　9：00～11:00
午後の部13：30～15:30

二十日会（石田）
☎090-8738-2529

夢づくり会館
☎0547-46-0075

受講料
500円（材料費込）

Dance Studio tigre（河島）
☎090-5635-6667

8月17日（水）・18日（木）・27日（土）
9:00～21:00
小学生～一般のピアノ経験者
1枠　55分1,500円　※2枠分まで申し込み可能です。
プラザおおるりホール
電話または窓口で希望日時を申込みいただき、事前に
料金をお支払いください。　☎0547-36-7222

【時間枠】
① 9：00～　②10：00～　③11：00～　④13：00～
⑤14：00～　⑥15：00～　⑦16：00～　⑧17：00～
⑨18：00～　⑩19：00～　⑪20：00～

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

開催日
8月５日㈮
8月19日㈮
8月26日㈮

内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

昼の部 9：00～

夜の部
19：00～

開催日
8月12日㈮
8月13日㈯
9月９日㈮
9月16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　昼の部 9：00～12：00（第1回目のみ15：00まで）
　　　　　夜の部 19：00～21：00
●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
　　　　　（昼の部は第 1回目のみ弁当を持参してください。）

8月の夢づくり

陶芸教室

第173回 しまだ元気市

7月23日（土）17：00～21：00
・市内園児作  手づくり灯篭の展示 18:30～20:30
・お囃子演奏 18:00～
・ぱちぱち花火大会 19:30～
・「ビバーチェ」バンド演奏 20:00～

雨天中止

「夕涼み市」
おび通り
北側で開催

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

8月20日（土）9:30～11:30
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） ※必ず1人1点以上の洋服をお持ち下さい。

～服と幸せのシェア～（交換会）

おおるりホールひとりじめ
～ベーゼンドルファーを弾こう～

歩歩路エクスチェンジ

「エピソードタグを付けること」
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◎

エピソードタグ

ゴスペルワークショップ
参加者募集!!
大人から子どもまで、誰でも参加OK

ゴスペルは
、かっこいい

！

練習日：

参加料：

講　師：
申し込み：

月2回、第1金曜日（講師指導）、第3金曜日（自主練習）
午後7時～9時　＊講師等の都合により、変更になる場合があります。
大　　　人　月額 2,500円（毎月第1金曜日に集金します）
高校生以下　1回につき 500円（その都度集金します）
KIYOMI（ゴスペルシンガー・東京都在住）
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

開催日：
時　間：
対　象：
料　金：
場　所：
申込み：

▲生徒さん作品

ゴスペルは
、楽しい！
ゴスペルは

、気持ちいい
！

反響板とコンサート照明の舞台で、世界的にも希少なピアノ
『インペリアル・セナトール』を弾いてみませんか？

■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：

小学5年生から一般の方、（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みください。

小学5年生から一般の方、（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みください。
※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。

プラモ塾
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!!

8月20日㈯
21日㈰

申し込み・問い合せ　TEL 0547-46-0075（8：30から21：00　尚月曜日は休館日です。）


