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おおるり子ども体操教室

問合せ・申込み「プラザおおるり」
TEL0547-36-7222

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9：00～15：00）
島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9：00～15：00）
島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9：00～15：00）
島田第三小学校（村松）
0547-37-2426
島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9：00～15：00）
島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9：00～15：00）
島田市教育委員会・社会教育課
0547-46-5616
島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9：00～15：00）
島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9：00～15：00）
島田市民劇場（平日12～17時）
0547-37-7005
島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9：00～15：00）
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13:30
開場12:45
13:00
開場12:30
13:00
開場12:30

14:00
開場13:30

第59回島田市民文化祭　吟詠剣詩舞のつどい

第59回島田市民文化祭　大正琴のつどい

第59回島田市民文化祭　合唱と器楽発表会

島田市小学校音楽発表会

第59回島田市民文化祭　健康体操発表会

第59回島田市民文化祭　民踊と舞踊のつどい

第59回島田市民文化祭　太鼓と音楽のつどい

第59回島田市民文化祭　邦楽とお囃子のつどい

第59会島田市民文化祭　洋楽のつどい

平成28年度
明るく安心して暮らせるまちづくり市民大会

島田市民劇場　11月例会
劇団NLT 「OH！マイママ」
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曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
島田茶業協同組合／
島田市農林課☎0547-36-7409

佐塚
☎090-4469-5735
浅原
☎090-4197-7826

9:00
受付8:30

無料
（事前申込必要）

リラクな時間実行委員会
ange hair（鈴木）☎0120-56-3350

T-1　グランプリ　in　島田

第11回　リラクな時間　in　歩歩路

管楽アンサンブルの夕べ

浅原ハーモニカ・オカリナ教室　発表会
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地域交流センター歩歩路ホール

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等

カモマイル・鈴木
☎0547-45-3752

金谷文化産業祭実行委員会　望月
☎090-1758-4628

秋田
☎090-3937-6649

櫻井
☎0547-35-1383

金谷文化産業祭　芸能ONステージ！

第19回　うたごえフォーラム

歌の祭典　歌いま専科

ほん和花市　テーマ：SMILE＆HAPPY
●手作り品・食品の販売、カフェコーナー
●ワークショップ、ミニライブ
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夢づくり会館ホール

プラザおおるりホール
11月催物のご案内

島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9：00～15：00）

11月3日（木・祝）～6日（日）

11月11日（金）～13日（日）

11月18日（金）～20日（日）

9：00～17：00（最終日16：00）

9：00～17：00（最終日16：00）

9：00～17：00（最終日16：00）

＜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59回　島田市民文化祭　1期展示

第59回　島田市民文化祭　2期展示

第59回　島田市民文化祭　3期展示

手編み、山野草、盆栽、写真（自由・景観）、拓本、ペン書道、押し花

華道、文芸7部門、水墨画、書道（審査・無審査）、絵手紙、禅画ほか

絵画、植物画、陶芸、木彫り、アートフラワー、版画、製織、パッチワーク、木・手工芸ほか
※市民文化祭は、展示ホール以外（大会議室・第一多目的室・第二多目的室）でも展示が行われます。

※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ことがあります。

島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9：00～15：00）
島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9：00～15：00）

廣瀬
☎0547-46-3911

11月23日（水）13:00から
12月4日（日）15:00まで

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

学園通り自治会ミニ文化展　学園通り自治会
（書道、絵画、写真、陶芸　等）

金谷文化産業祭実行委員会　望月
☎090-1758-4628

11月3日（木・祝）15:00から
11月13日（日）15:00まで

金谷文化産業祭文化展　金谷文化産業祭実行委員会
（書、絵画　等）

平成29年3月1日㈬

◆入場料〔全席指定席・税込〕
前売り/3,600円（当日4,000円）

11月12日チケット発売予定

開場18：00/開演18：30
プラザおおるりホール

プ
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イ
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イ
ド

プラザおおるり
夢づくり会館
サウンドイシカワ
池田時計店
大鉄観光サービス（日曜休）

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

主催/㈱まちづくり島田　 後援/島田商工会議所
プレイガイドにより発売時間が異なりますのでお問い合せください。

発売当日は13時まで窓口販売のみとなります。残券がある場合、13時よ
り電話予約を受け付けます。

平成29年１月8日㈰［演奏］
ピアノ・フルート 他

春
風
亭
昇
太

柳
家
花
緑

プラザおおるり　11月12日8:30より発売プラザおおるり　11月12日8:30より発売

昇
太
・
花
緑 

二
人
会

※未就学児の入場はご遠慮願います。

【低学年クラス】 木曜日・18：00～
幼稚園・保育園（年少）～小学3年生
【高学年クラス】 木曜日・19：00～
小学4年生～小学6年生
平成28年度３期（10月11月12月）
参加者まだまだ募集中

キッズポップ

詳細は次号で
お知らせします！

島田市出身
コンクール受賞者による

コンサート
主催：まちづくり島田 〔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10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
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〈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

おおるりクイック料理教室
SNSでも話題沸騰　具だくさんおにぎらずとサンドイッチ！綺麗な断面「萌え断」に挑戦！

シマアツ参加店「ごはんcafe美・菜・健かりん」共催

●場　　　所　プラザおおるり2階栄養指導室
●受　講　料　1,200円（材料費込）
●定 　 　 員　各24名
●持　ち　物　エプロン・三角巾・ふきん・
　　　　　　　筆記用具・持ち帰り用タッパー

●受 付 開 始　10/22（土）～
●申込み方法　申込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。（時間8:30～17:30）
※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。
※定員になり次第、受付を終了します。

わんぱくおにぎらず
10:00～11:30
（食事時間を含む）

わんぱくサンド
12:30～14:00
（食事時間を含む）

プラザおおるり受付のご案内
11月1日（火）
 下記の新規受付を予定しています。

・平成29年11月分プラザおおるりホール
・平成29年5月分プラザおおるり会議室
　等（月1回）
・平成28年12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。
抽選で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

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
「ベーゼンドルファー・インペリアル・
セナトール」を弾いてみませんか？

♪対　象
♪場　所
♪申込み

小学生～一般のピアノ経験者
プラザおおるりホール
電話またはおおるり窓口で希望する時間枠をお申込
みください。なお、料金は事前にお支払いください。
（プラザおおるり：TEL 0547-36-7222）

実施時間枠
下記よりご希望の時間枠（最大2枠まで）を
お選びいただけます

・舞台ホールは、反響板、コンサート照明のみ。客席は原則消灯です。
・先着順で各時間枠が埋まり次第、締め切ります。
・18歳以下は保護者の同意（中学生以下は付き添い）が必要です。
・連弾を希望する場合は、人数分の料金をいただきます。
・他の楽器を持ち込むことはできません。
・レッスン料や入場料を伴う営利活動、発表会には利用できません。
・舞台、ホールでの飲食は禁止です。
・お申込み後のキャンセルはできません。

〈ご注意〉

①9：00～ 　 ②10：00～　③11：00～　④13：00～　⑤14：00～　⑥15：00～
⑦16：00～　⑧17：00～　⑨18：00～　⑩19：00～　⑪20：00～

利用料金   1枠（55分）1,500円

12/6（火）・15（木）
11/17（木）・30（水）

11月27日（日）

50文字以内（句読点含む）、日本語で書かれたもので、未発表作品に限ります。
封書、ハガキ、メール、FAXのいずれかで応募してください。
郵便番号、住所、氏名（よみがな）ペンネームのみ不可、本名併記、年齢、性別、職業（小中高生は
学校名を明記）、電話番号を明記して下さい。応募点数は1人5点まで。未発表作品に限る。審査
会により応募条件に違反したと判定された作品は選考より除外、賞を取り消しといたします。
大賞　　　　1点　5万円
準大賞　　　1点　3万円
島田市長賞　1点　2万円
入賞　　　　4点　1万円
島田賞（島田市在住の方対象）　1点　1万円
高校生審査員賞（小・中・高校生対象）　1点　5千円分図書カード
平成28年12月6日（火）当日消印有効
平成29年2月14日（火）入賞者に通知、及び、㈱まちづくり島田ホームページ上
平成29年3月26日（日）おび通り南側ステージ
審査委員長　村松友視氏（直木賞作家）他

〒427－0022　静岡県島田市本通三丁目6-1
島田市地域交流センター歩歩路内
「愛するあなたへの悪口コンテスト」実行委員会
TEL　0547-33-1550　　FAX　0547-33-1565
EｰMAIL　machi_shimada@yahoo.co.jp
URL  　　http://www.machi-shima.com/aiwaru.html

※昨年の入賞作品は(株)まちづくり島田のホームページに掲載してあります(上記URL）

募集要項
応募条件
応募規定

　 賞 　

審 査 員
表 彰
発 表
締 切 り ●主　催　愛するあなたへの悪口コンテスト実行委員会

●応募作品の一切の権利は主催者に帰属します。また応募作品に関
　して、著作者人格権を一切行使しない事をご承諾いただきます。
●入賞者の氏名、年齢、住所（市町村まで）、職種は公表いたします。
●入選作（最終審査対象作品）は小冊子に掲載し発行します。

応 募 先

12月6日
締切

第12回  大　賞　味噌汁の味が音程はずれてる

　　　　準大賞　茶柱を横に寝かせて妻に出す
P.N PON5（滋賀県高島市）

P.N ものくる（東京都練馬区）

愛するあなたへの コンテスト
言おうか・・・
言うまいか・・・

今年も「愛のこもった悪口」を募集します。

第13回
東海道島田宿御陣屋稲荷神社

（別名：悪口稲荷）

大賞賞金50,000円

「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

11月19日（土）9:30～11:30
島田市地域交流センター歩歩路 第4-5会議室
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☆

好きな木の実やドライフラワーを選んで、
自分だけのオリジナルCUBEをつくって、
お家に飾ってほっこりしちゃおう。

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

「CUBEに木の実や
　ドライフラワーdeアレンジ」
flower studio cocoro

鈴木　希

同時開催講座（予約優先）

〈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

エクスチェンジ

11月20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クリエイター達のリラクゼーション体験ができます。
マッサージ、骨盤矯正、素敵な絵画、各種カウンセリング、食事、飲物etc.
リラックスした時間をお過ごし下さい。

第11回 リ ラ ク な 時 間
in 歩歩路~Relax time in poporo~

◇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」又は「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。

11:00 ～　カホンとピアノのショー（西京酒場ジャック）
12:00 ～　ピアノのショー（今村颯くん）
13:30 ～　ピアノのショー（村松美月ちゃん）
15:00 ～　オーボエのショー（杉本容子さん）

ange hair 鈴木千世子＆伊藤茉穂の
ヘアメイクによる音楽のショー

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!!

今回の夜の部
テーマは

「ランプシェード」
を作ろう！

●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。）

11月の夢づくり

陶芸教室

開催日

11月４日㈮

11月18日㈮

11月25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
10月21日㈮
10月22日㈯
11月11日㈮
11月18日㈮

内容
成　型
仕上げ
薬掛け
講　評

▲生徒さん作品

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!!

11月5日㈯
6日㈰

■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。

〈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）

プラザおおるりにて

販売中につき、カラーにより欠品している
場合がございますので、ご了承ください。

好評販売中！！

10月のしまだ元気市は、誠に勝手ながらお休みさせていただきます。次回は11月20日（日）に開催いたします。
しまだ元気市よりお知らせ

ゴスペルワークショップに参加しませんか？
大人から子どもまで、今からでも参加OK
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
＊講師の都合等により、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）
プラザおおるりへ電話またはご来館のうえ、お申し込み
ください。☎0547-36-7222

ゴスペルは、楽しい！　ゴスペルは、気持ちいい！　ゴスペルは、かっこいい！

好評開催中


