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月1212
曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等

島田市危機管理課
0547-36-7212
プラザおおるり
0547-36-7222
島田高校（高橋）
0547-37-2188
島田市協働推進課
0547-36-7403
島田市民劇場（月～金12時～17時）
0547-37-7005
島田工業高等学校（大内）
0547-37-4194
島田市書道連盟
0547-35-4736（中澤）

（13:00）
13:30

（9:00）
9:30

無料
（プログラム２００円）

会員
随時入会受付中
前売　200円
当日　300円

（13:30）
14:00

平成２９年　島田市消防出初式

島田市出身　コンクール受賞者によるコンサート

第３３回　志太地区高校演劇研究発表会

島田市自治会サミット

第６９回静岡県書きぞめ島田地区展表彰式

島田市民劇場１月例会
劇団民藝「SOETSU～韓くにの白き太陽」
静岡県立島田工業高等学校　吹奏楽部
第２１回定期演奏会
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曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
骨董市実行委員会/地域交流センター歩歩路
0547-33-1550
しまキラ実行委員会/松下農園
050-3573-1055
ドゥクール/鈴木
050-5317-1831

リバーサイドJAZZ実行委員会/
地域交流センター歩歩路
0547-33-1550

おびサポ・静岡県立大学/おびサポ（冨永）
0547-54-5760

河合
0547-37-0517

錦城会島田支部/渡邉城鍈
0547-37-6838

一般2,000円　中学生以下
1,500円（当日各500円増）

第2回　リバーサイドJAZZフェスティバル

島田岳心会　初吟会

詩吟朗詠錦城会　初吟会

第22回　
古布・古道具・骨董掘出市
第6回　しまキラ☆
～しまだキラキラプロジェクト！～
ドゥクールピアノデュオコンサート　VOL.2
～２人で奏でる、１台４手の名曲～　鈴木啓資×尾﨑風磨

静岡県立大学からの共同研究提案＆
企業からの成功事例発表会in島田
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地域交流センター歩歩路ホール

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
金谷オリジナル会　大塚
０５４７-４５-２５１８17:309:15 無料15 日

夢づくり会館ホール

プラザおおるりホール

六合小学校（杉本佳那子）
0547-37-2711
島田市書道連盟
0547-35-4736（中澤）

14（土）～17（火）
9：00～17：00（最終日15：00まで）

26（木）～29（日）
9：00～17：00（最終日16：00まで）

＜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

市内小中学校書写作品展

第６９回静岡県書きぞめ島田地区展

第22回　ふるさとの歌まつり
（カラオケ発表会）

前売（一般）1,000円
（高校生以下）500円
※当日は各500円増

出　演
【ピアノ】　　平林理子　　及川晴香
【バイオリン】中島華子
【フルート】　榛葉心梨　　藁科美南
　　　　　　　原﨑みすず　原﨑由美
　　　　　　　石川　雛　　後藤恵美子
　　　　　　　大塚萌々子
【合　唱】　　島田第二中学校　合唱部

島田市出身 ～受賞者たちの演奏で　おおるりホールの新年を爽やかに彩ります～

平成29年1月8日㈰  プラザおおるりホール
開場13：30/開演14：00

コンクール受賞者によるコンサート

榛葉 心梨（フルート）
2016年　第13回静岡県
フルートコンクール
小学生部門 第１位

榛葉 心梨（フルート）
2016年　第13回静岡県
フルートコンクール
小学生部門 第１位

石川 雛（フルート）
2016年　第13回静岡県
フルートコンクール

中学生部門第１位、グランプリ

石川 雛（フルート）
2016年　第13回静岡県
フルートコンクール

中学生部門第１位、グランプリ

好　評
発売中

平成29年3月1日㈬

◆入場料〔全席指定席・税込〕
前売/3,600円
（当日4,000円）

開場18：00
開演18：30

プラザおおるりホール

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

プラザおおるり
夢づくり会館
池田時計店（初倉）
大鉄観光サービス（日曜休）

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

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

地域交流センター歩歩路
プラザおおるり　
サウンドイシカワ　
金谷夢づくり会館

☎0547-33-1550
☎0547-36-7222
☎0547-36-3000
☎0547-46-0075

主催/㈱まちづくり島田
後援/島田商工会議所

残席
わずか

柳家花緑柳家花緑

春風亭昇太春風亭昇太

昇太・花緑  二人会

ASUKA♪

第1部（11時～11時45分）
  島田ミッドナイト・ズー・リハーサル・オーケストラ
第2部（16時～20時30分）
（出演）Mocha Mari

青青バンド
岩Q featuring 大石俊雄
J’s Train
ASUKA

日時　平成29年1月21日㈯　

会場　島田市地域交流センター歩歩路 多目的ホール
主催　リバーサイドJAZZ実行委員会
後援　島田市・株式会社まちづくり島田・夢音　 協賛　大村屋酒造場
入場料　前売券1,000円　当日券1,500円

第1部は入場無料。第2部は入場券が必要。当日、ドリンク券を別途販売。

リバーサイドJAZZフェスティバルリバーサイドJAZZフェスティバル第2回第2回

島田市民文化祭「太鼓と音楽のつどい」にて
ゴスペルワークショップメンバー募集中！！
練習日：月2回（金曜日）　19時～21時
参加料：大人2,500円／月　
　　　 高校生以下500円／回
問　プラザおおるり　0547-36-7222

島田市まちづくり支援事業

島田の街で、冬の1日JAZZを聞きながらくつろぎの時間
を過ごしてみませんか。
昨年好評いただいた企画の第2弾を開催します。

1月催物のご案内

ミニSL運休のお知らせ

☎0547-36-7222
☎0547-46-0075
☎0547-33-1550
☎0547-34-2233

プ ラ ザ お お る り
金 谷 生 き が い セ ン タ ー
地域交流センター歩歩路
ぴ～ファイブ事務所・集会室

日・曜日
施設名 連絡先32131302928272625 7654

土金木水火月日 木 金 土水火月日
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○利用できる日　　×休館　　△夜間休館及びホール舞台使用不可

島田市中央公園ミニSL
平成28年12月26日（月）～平成29年3月3日（金）まで
休業とさせていただきます。

年末年始の休館のお知らせ

※ぴ～ファイブ駐車場は、24時間年中無休で入出庫することができます。初詣等にご利用ください。

（13：30）
14：00

（12：00）
12：30

1,000円
（当日500円増）

12　月 １　月

※未就学児の入場はご遠慮願います。

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。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。

入場料〔全席自由席・税込〕　一般 1,000円（当日1,500円）　高校生以下 500円（当日1,000円）
プレイガイド／プラザおおるり・夢づくり会館・サウンドイシカワ　
主催／㈱まちづくり島田　後援／島田市・島田市教育委員会・静岡県フルート協会

好評発売中

『月刊おおるり11月号』の「12月 催物のご案内」の一部に誤りがございました。次の通り訂正し、お詫び申し上げます。
 ㊣　12／11（日）　第41回マンドリンコンサート　開場13：00　開演13：30

〔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12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島田市出身コンクール受賞者によるコンサート、昇太・花緑二人会　〈問合せ〉　プラザおおるり　TEL 0547-36-7222

〈申込み・問合せ〉　歩歩路　TEL 0547-33-1550

歩歩路　TEL 0547-33-1550

7～

9
土～

月・祝



─3─ ─2─

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

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

「大きな器を作ろう」
週末の夜 陶芸に

向き合ってみませんか？

1月の夢づくり

陶芸教室

開催日

１月６日㈮

１月20日㈮

１月27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
2月17日㈮
2月18日㈯
3月10日㈮
3月17日㈮

内容
成　型
仕上げ
薬掛け
講　評

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!!

1月7日㈯
8日㈰第22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。
　駐車場の割引がありますので、事務室へお申し出ください。

1 月 7 日（土）～9日（月・祝）午前 9時～午後 4時
島田市地域交流センター歩歩路（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

〈申込み・問合せ〉 島田市地域交流センター歩歩路　TEL 0547-33-1550

プラザおおるり受付のご案内
1月4日（水）  に下記の新規受付を予定しています。

2017年から毎週おび通りで
わくわくするようなイベントがはじまります！

冬のお野菜市＆ “give me vegetable”！

日時：平成29年1月8日（日）10：00～14：00　場所：おび通り

第一弾は１月８日（日）！
週末ざわざわ市

・平成30年 １月分プラザおおるりホール
・平成30年 ７月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・平成30年 ２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。
問合せ　プラザおおるり受付　☎0547-36-7222

■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。

●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。）

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）

ご注意

・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原則受付できません。

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

2/15（水）
1/21（土）・1/26（木）

～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。

☆3月に体操発表会があります。※参加は任意です。

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。

12月20日（火）募集開始

プラザおおるり　0547-36-7222

おおるり体操1月～3月 第4期 体操教室のご案内

1月から始まる第4期教室の新規参加者を募集します。
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
キッズポップ

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

低学年
（年少～3年生）
高学年

（4～6年生）

〈申込み・問合せ〉 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・問合せ〉 プラザおおるり　㈱まちづくり島田　TEL 0547-36-7222

入場料（全席自由席）　前売券2,500円（当日3,000円）
プレイガイド　プラザおおるり・夢づくり会館・川根文化センター

主催　島田市教育委員会・東海道街道文化創造事業実行委員会　 主管　㈱まちづくり島田

東海道街道文化創造事業 地域・街道ふれあい音楽祭

《プログラム》
第一部　14時00分～14時30分  地域・街道ふれあいコンサート
第二部　14時45分～15時55分  小椋佳コンサート

「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

1月21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☆ 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

エクスチェンジしまだ元気市
12月25日（日）
9：00→13：00

雨天中止

第177回

①中学生手作り門松の販売（島田北中学校）
　1基2,000円　数量限定
　9：00～整理券配付（売切れ終了）
②クリスマス・ソング街角ライブ 
　9：00～11：00
　（出演）酒井茂樹、しじみ、山内達也
③金谷高校書道部「書道パフォーマンス」
　 11：00～

X'masお楽しみ福引X'masお楽しみ福引
高校生以下の来場者
9：30〜先着100名

からくり時計の
おび通り北側
で開催。

しまキラ☆
～しまだキラキラプロジェクト～～しまだキラキラプロジェクト～
1月14日（土）
10：00～16：00

入場無料

会　場
主　催
後　援
問合せ
※柳町・ぴ～ファイブ駐車場ご利用のお客様に1時間駐車券を差し上げます。

島田市地域交流センター歩歩路
しまキラ実行委員会
株式会社まちづくり島田
050-3573-1055（松下農園）

当日は、ワンコインで
様々なサービスを
ご利用できます。

島田市まちづくり支援事業

島田からキラッと光る発信を
女性起業家たちが

“島田の活性化を！”を目標に掲げ
「しまキラ☆」を結成しました。
市内の商業者を中心としたお店が
皆様をお待ちしています。

島田からキラッと光る発信を
女性起業家たちが

“島田の活性化を！”を目標に掲げ
「しまキラ☆」を結成しました。
市内の商業者を中心としたお店が
皆様をお待ちしています。

当日は、癒しの
サービスや、
市内の産物・
手づくり雑貨
などを用意し
ております。

実施時間枠（先着順で枠が埋まり次第、締め切り）
─下記よりご希望の時間枠をお選びいただけます（1日あたり最大2枠まで）─

発売日
12月24日㈯
より

第二部フィナーレで小椋佳氏作詞・作曲の東海道街道文化創造事業イメージ
ソングを一緒に歌いたい方を募集します。入場券購入時にご応募ください。
※応募多数の場合は、先着順とさせていただきます。
※応募・出演には入場券の購入が必要です。

募集
します

先着200名
くじ引き有
（空くじなし）

イベント

1月8日（日）　おいしいもの
1月15日（日）　クラフト
1月22日（日）　第178回 しまだ元気市

今後のおび通りイベント予定▼

芋煮会 & give me vegetable など
クラフト & フリーマーケット（予定）
地場産品の露店や楽しいイベントで賑わうマルシェ

おび通りでイベントをしてみたい！！という主催者さんも大募集しています！
お気軽にお問合せください。

お正月にあまったお餅や畑でとれたお野菜を持ち寄って
おいしい芋煮をみんなで食べませんか？

持ち寄ったお野菜やお餅を他の参加者の野菜と
交換し持ち帰る“give me vegetable”も開催！

NPO法人クロスメディアしまだ
まちづくり島田（歩歩路）

0547-35-0018
0547-33-1550

未就学児はひざ上鑑賞の場合、無料。

2月5日㈰ プラザおおるりホール
開場13時30分  開演14時00分

コンサート小椋佳

ぽ　  ぽ　  ろ

日にち・タイトル 内　　容

問合せ

─3─ ─2─

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

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

「大きな器を作ろう」
週末の夜 陶芸に

向き合ってみませんか？

1月の夢づくり

陶芸教室

開催日

１月６日㈮

１月20日㈮

１月27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
2月17日㈮
2月18日㈯
3月10日㈮
3月17日㈮

内容
成　型
仕上げ
薬掛け
講　評

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!!

1月7日㈯
8日㈰第22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。
　駐車場の割引がありますので、事務室へお申し出ください。

1 月 7 日（土）～9日（月・祝）午前 9時～午後 4時
島田市地域交流センター歩歩路（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

〈申込み・問合せ〉 島田市地域交流センター歩歩路　TEL 0547-33-1550

プラザおおるり受付のご案内
1月4日（水）  に下記の新規受付を予定しています。

冬のお野菜市＆ “give me vegetable”！

日時：平成29年1月8日（日）10：00～14：00　場所：おび通り

週末ざわざわ市

・平成30年 １月分プラザおおるりホール
・平成30年 ７月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・平成30年 ２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。
問合せ　プラザおおるり受付　☎0547-36-7222

■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。

●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。）

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）

ご注意

・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原則受付できません。

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

2/15（水）
1/21（土）・1/26（木）

～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。

☆3月に体操発表会があります。※参加は任意です。

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。

12月20日（火）募集開始

プラザおおるり　0547-36-7222

おおるり体操1月～3月 第4期 体操教室のご案内

1月から始まる第4期教室の新規参加者を募集します。
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
キッズポップ

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

低学年
（年少～3年生）
高学年

（4～6年生）

〈申込み・問合せ〉 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・問合せ〉 プラザおおるり　㈱まちづくり島田　TEL 0547-36-7222

入場料（全席自由席）　前売券2,500円（当日3,000円）
プレイガイド　プラザおおるり・夢づくり会館・川根文化センター

主催　島田市教育委員会・東海道街道文化創造事業実行委員会　 主管　㈱まちづくり島田

東海道街道文化創造事業 地域・街道ふれあい音楽祭

《プログラム》
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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。
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おび通りでイベントをしてみたい！！という主催者さんも大募集しています！
お気軽にお問合せください。

お正月にあまったお餅や畑でとれたお野菜を持ち寄って
おいしい芋煮をみんなで食べませんか？
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