
島田市金谷生きがいセンター  夢づくり会館

島田市民総合施設プラザおおるり

文化庁文化芸術振興費補助金
（舞台芸術創造活動活性化事業）助成：

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

（当日2,000円）一　　　般 1,500円
高校生以下 1,000円

●プラザおおるり
●夢づくり会館
●川根文化センター
●劇団たんぽぽ（電話予約・問合せ）

【共　催】劇団たんぽぽ・島田市・㈱まちづくり島田

☎0547-36-7222
☎0547-46-0075
☎0547-53-3511
☎053-461-5395
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全席自由
（税込み）

第18回 夢づくり展

2月の夢づくり陶芸教室

金谷地区の幼児から大人までの
幅広い文化展です。

2月10日（金）～12日（日）
9：00～17：00（最終日15：00まで）
島田市金谷生きがいセンター 夢づくり会館

スイーツデコ製作体験、お茶席、陶芸チャリティーバザー
今年もプラモデルパーツを使った工作、
ミキシングビルド体験教室やります!!
■主催：島田市文化協会
■共催：㈱まちづくり島田　島田市教育委員会
■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 島田市文化協会　夢づくり展サポート事務局　0547-45-5753

会　場

日　時

入場料（全席自由席）　前売券2,500円（当日3,000円）
未就学児はひざ上鑑賞の場合、無料。
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～  地域・街道ふれあいコンサート
第二部　14時45分～  小椋佳コンサート　歌紡ぎ「老猿（おいざる）の会」好評

発売中

入場券発売
1月21日㈯
発売開始

第二部で小椋佳氏作詞・作曲の東海道街道文化創造事業イメージソング
を一緒に歌いませんか。入場券購入時にご応募ください。
※応募者多数の場合は、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

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

入賞者には賞品を贈呈。
詳細は、「島田市緑茶化計画」
WEBサイトをご覧ください。

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

「大きなマグカップを作ろう」
週末の夜 陶芸を
楽しみませんか？

開催日
２月３日㈮
２月17日㈮
２月24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

●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。）

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!!

2月4日㈯㈯
5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：

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みください。

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。

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
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プラザおおるり
夢づくり会館
池田時計店（初倉）

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

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

※未就学児の入場はご遠慮願います。

1月号発行時にチケットが完売している場合もございますので、ご了承ください。1月号発行時にチケットが完売している場合もございますので、ご了承ください。

劇団たんぽぽ ゆずり葉の季節
は　　る

開場18：00　開演18：30

〔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29年1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

月 刊謹賀新年

2017 No.392
1月

～看取り～　もし、あなたの家族が家で
死にたいと言ったら、
あなたはどうしますか？

3月14日（火）
プラザおおるりホール

〈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

〈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）

島田市ＰＲ動画
作品募集！



─3─ ─2─

○確定申告会場が変わりました。会場には駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。

〈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）

島田市社会福祉協議会
0547-35-6247

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合わせ入場料等

プラザおおるり
0547-36-7222

島田商業高校情報ビジネス科プレゼンテーション

防災講演会

平成28年度島田市社会福祉大会

第28回広域ふれあい合唱祭

13:00

13:00

（13：00）
13：30

（13：30）
14：00

（17：30）
18：00

（18：00）
18：30

（13：30）
14：00

15:30

16:00

20:00

20:30

15:30

17:00

15:30

無料（要申込）

無料

無料

無料

無料

無料（要入場整理券）

3
5
12
17
18
19

26

金
日
日
金
土
日

日

島田商業高校（増野）
0547-37-4167

花澤　0547-36-0319
東海道街道文化創造事業
実行委員会
島田市教育委員会文化課
0547-46-2344

島田市危機管理課
0547-36-7143

前売券2,500円
当日券3,000円

島田商業高校（鈴木）
0547-37-4167

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合わせ入場料等
夢づくりLIVE実行委員会
080-4223-9603（奥村）
島田市文化協会　夢づくり展サポート事務局
0547-45-5753（森澤）
いきいきクラブ連合会　金谷支部長
0547-45-5338（鈴木）

10：00

9：00

9：30

無料

無料

無料

5

16

日

木

19：00

17：00

15：30

東海道街道文化創造事業
地域・街道ふれあい音楽祭　小椋佳コンサート

東海道街道文化創造事業
演劇創作体験「My town 千年先の私たちへ」

春待ち音楽会season.Ⅸ
～島田商業高校音楽部及び関係者によるちいさなコンサート～

曜日 催　　　　物 開始 終了 主催／問い合わせ入場料等
島田税務署
☎0547-37-31219:00 土・日　休

2/16
〜

3/15
木
〜
水

10
11
12

金
土
日

平成28年分　確定申告会場

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

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

島田ハイキングクラブ20周年記念展  

第21回島田市書道連盟親しめる書展  

島田市立島田図書館　図書資料の無料配布

3日（金）～5日（日）9：00～17：00（最終日16：00まで）

17日（金）～19日（日）9：00～17：00（最終日16：00まで）

25日（土）9：30～16：30

島田ハイキングクラブ（田中）
0547-36-0037

島田市書道連盟（滝口）
0547-36-6985

第18回　夢づくり展

金谷絵画クラブ展（水彩・油彩画等）

2月10日（金）9：00～2月12日（日）15：00

1月31日（火）13：00～2月5日（日）15：00

島田市文化協会　夢づくり展サポート事務局
0547-45-5753（森澤）

金谷絵画クラブ
0547-45-3663（杉山）

島田図書館
0547-36-7226

地域交流センター歩歩路ホール

プラザおおるりホール

平成29年度夢づくり会館展示コーナー（上半期分）出展者募集

夢づくり会館ホール

2月 催物のご案内

（最終受付16：00）
17：00

申込開始日
申 込 方 法

展示のきまり

2月1日（水）8：30～
夢づくり会館窓口で申込書に記入してください。
※お電話での申込はできません。
個展の場合は、市内在住であること。
団体の場合は、市内の方が過半数以上であること。
営業等を目的としないこと。
作品が概ね15点以上であること。
搬入は展示開始日の午前中、撤去は15：00以降です。

1
2
3
4
5
6
7

3月28日
4月11日
4月25日
5月09日
5月23日
6月06日
6月20日

火
火
火
火
火
火
火

4月09日
4月23日
5月07日
5月21日
6月04日
6月18日
7月02日

日
日
日
日
日
日
日

8
9
10
11
12
13

7月04日
7月19日
8月01日
8月15日
8月29日
9月12日

火
水
火
火
火
火

7月17日
7月30日
8月13日
8月27日
9月10日
9月24日

月
日
日
日
日
日

展示開始日（搬入日）曜日 展示終了日（撤去日）曜日 展示開始日（搬入日）曜日 展示終了日（撤去日）曜日
展示期間

●内　　　容　パン生地を自分でこねて形成していきます。
　　　　　　　15㎝丸型ちぎりパン1個を作ります。ティータイム付き。
●場　　　所　プラザおおるり 2階栄養指導室
●受　講　料　2,000円（材料費込）
●対　　　象　小学生から一般
　　　　　　　（小学生は、保護者の付き添いが必要です。）
●募 集 人 数　18名（先着順）
●持　ち　物　エプロン・三角巾・ふきん2枚・キッチンタイマー・筆記用具
●受 付 開 始　1月20日（金）から（受付時間8：30～17：00）
●申 込 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ください。
　　　　　　　電話にて仮予約可能。

「ひよこのちぎりパン」

ごはんcafe美・菜・健 かりん
　　　　　川原静花 氏が教える

10:00～13:00

2月19日（日）

開催場所：島田おび通り（南側）
今後の「週末ざわざわ市」のイベント予定日
1月22日、1月29日、2月5日、2月12日、2月19日、2月26日
※1月22日・2月26日はしまだ元気市です。

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（交換）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、多様な
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。

お子様が成長して着れなくなった衣料など、
お互いに交換して有効活用しましょう。

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。

～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
1月22日（日）
9：00→13：00

雨天中止

第178回

からくり時計の
おび通り北側
で開催。

出店者募集

楽しいイベント盛りだくさん
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問合せ

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

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

1/21（土）・1/26（木）・2/15（水）
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）─

おおるり料理教室

島田市金谷生きがいセンター  夢づくり会館

島田市を音楽で元気に！　第6回 夢づくりLIVE
地元アマチュアバンドの合同ライブ
第18回　夢づくり展
※最終日 12日（日） 15：00まで
いきいきクラブ金谷支部
第11回「みんなの集い」

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

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

今年から毎週末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！
青空マルシェやフリーマーケット、展示会、アートやカルチャーのイベントなど
週替わりで楽しいイベントが盛りだくさん！ぜひ遊びにきてください☆

島田おび通りのイベントに出店したい方やおび通りで発表
をしたい方、マルシェ・展示会などイベントをしてみたいと
いう方を大募集しています！！なんと3月まで出店料は無料！
どうぞお気軽にお問合せください。※しまだ元気市は有料です。

出店者さん大募集！！

●島田高校書道部
　「書道パフォーマンス」
　9：00～
●甘酒サービス 
　9：30～　（先着100名様）
●新春 羽根つき大会
　 10：00～　（賞品あり）

次回開催は
2月26日（日）

3月まで
出店料
無料！

［講　座］（参加自由）
“使って便利、楽しい文房具のご紹介”

講師：㈱富士ビジネスマシン　渋谷 忍氏

地場産品、農産物の販売
事業所・団体のPRなど
　1区画　1,500円

プラザおおるり受付のご案内 2月1日（水） 下記の新規利用受付を予定しています。
・平成30年2月分プラザおおるりホール
・平成29年8月分プラザおおるり会議室等（月1回利用の場合）
・平成29年3月分プラザおおるり会議室等（月2回以上利用の場合）

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。
問い合わせ　プラザおおるり受付　☎0547-36-7222


