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 平成29年10月22日㈰
①10：00～　②12：30～　③15：00～

 プラザおおるりホール
■チケット料金（税込）　全席指定 ￥2,800

※開場は開演の30分前　※公演時間　約1時間

■主催　BSフジ
　　　　㈱キョードーファクトリー
■共催　㈱まちづくり島田
　　　　静岡朝日

■主催　BSフジ
　　　　㈱キョードーファクトリー
■共催　㈱まちづくり島田
　　　　静岡朝日

※15：00の回のお子様に特製トーマスシールプレゼント!!
※2歳以上有料。2歳未満でも座席が必要な場合は有料。膝上鑑賞は1名のみ無料。
※15：00の回のお子様に特製トーマスシールプレゼント!!
※2歳以上有料。2歳未満でも座席が必要な場合は有料。膝上鑑賞は1名のみ無料。

きかんしゃトーマス
ファミリーミュージカル

ソドー島のたからもの

4月の夢づくり陶芸教室

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

「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
４月７日㈮
４月14日㈮
４月21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

４月14日㈮
４月15日㈯
４月28日㈮
５月 ７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。）

Kenjiro
スペシャルゲスト

4/14日（金）・4/28日（金）・5/12日（金）
9：30～10：30

お子様とふれあい、遊びながら一緒に出来る運動はじ
めませんか？ママ友作り、ストレス解消、運動不足解消な
どの方お気軽にご参加ください。

［対象］ 首が座った子～1才ぐらいの子どもを持つ母親
　　　　 ※対象のお子様のみ入室可能
［料金］ 1回　¥500
［場所］ プラザおおるり　第2多目的室
［定員］ 15名
［講師］ 杉本享子氏
［申込］ 3月3日（金）8時30分から

申込書に記入後参加料を添えてプラザおおるり
受付までお越しください。電話にて仮予約可。

ニコニコポップニコニコポップ体操教室
ママのための

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？

４月の開放日　４/14（金）・４/22（土）

♪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）

利用料金   1枠（55分）1,500円

●プラザおおるり
●夢づくり会館
●サウンドイシカワ
●大鉄観光サービス
●キョードー東京
●チケットぴあ
●ローソンチケット
●e+（イープラス）
●CNプレイガイド

☎0547-36-7222
☎0547-46-0075
☎0547-36-3000
☎0547-46-3131
☎0570-550-799

☎0570-02-9999（Pコード：457-172）
☎0570-084-004（Lコード：47788）

http://eplus.jp
☎0570-08-9999

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

チケット発売日
2017年
4月8日㈯

 平成29年4月9日㈰ 14:00開演（13:30開場）
 プラザおおるりホール プラザおおるりホール

全席自由　一　　　般 1,500円（当日2,000円）
　　　　　高校生以下 1,000円（当日1,500円）

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※本公演は三井住友海上文化財団の助成により低料金に設定しております。

【プレイガイド】
プラザおおるり　0547-36-7222
夢づくり会館　0547-46-0075
サウンドイシカワ　0547-36-3000
池田時計店　0547-38-0061　
大鉄観光サービス　0547-46-3131

【主催】島田市・島田市教育委員会・㈱まちづくり島田・静岡県・(公財)三井住友海上文化財団【主催】島田市・島田市教育委員会・㈱まちづくり島田・静岡県・(公財)三井住友海上文化財団

三井住友海上文化財団 ときめくひととき ♯778

仲道郁代 ピアノ・リサイタル
　～わたしのピアノ物語～

ストーリー

人気、実力ともに日本を代表するピアニスト 仲道郁代が、ピアノの魅力
や曲の感じ方、音楽の素晴らしさをお伝えするお話し付きのコンサート。
ステージのピアノ（ベーゼンドルファー インペリアル セナトール）を解体し、
ピアノのひみつを仲道郁代が解説する『ピアノ解体ショー』もあります♪

好評
発売中

金管五重奏中原朋哉とシンフォニエッタ静岡
みんなあつまれ！ 
0歳からの

主催：一般社団法人 シンフォニエッタ静岡
共催：㈱まちづくり島田
協力：すみやグッディ藤枝店

ファミリーコンサート

平成29年5月4日（木・祝）プラザおおるりホール
こども1,000円
こどもは0歳から25歳未満

おとな2,000円
全自由席（税込み）

（おとなは当日500円増し）

開場 10:00　開演 10:30
12:15終演予定

好評発売中!

【プレイガイド】
　プラザおおるり
　夢づくり会館
　地域交流センター“歩歩路”
　すみやグッディ藤枝店

お父さん お母さんが気兼ねすることなく、
子どもと一緒に聴くことが出来るコンサートです
国内外で活躍するトッププレイヤーによる上質な演奏をこども達に

第4回 夢づくり歌謡祭
5月28日（日） 島田市金谷生きがいセンター
全席自由　500円（税込）（当日1,000円（税込））

夢づくり会館
〈プレイガイド〉
夢づくり会館（月曜日休館） ☎0547－4６－0075
プラザおおるり ☎0547－36－7222
川根文化センター（月曜日休館） ☎0547－53－3511
地域交流センター歩歩路 ☎0547－33－1550

好評発売中

●内　　　容　パン生地を自分でこねて中にあんこを入れ形成し
　　　　　　　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　2,200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　3月22日（水）から（受付時間8：30～17：00）
●申 込 方 法　お電話又は、直接来館にて申込みください。

ごはんcafe美・菜・健 かりん
　　　　　川原静花 氏が教える

10:00～13:00

4月16日（日）

おおるり料理教室

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!!

4月1日・㈯2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。

歩歩路寄席
～三遊亭遊喜独演会～

５月27日（土）地域交流センター 歩歩路多目的ホール

開場 17：30　開演 18：00
木戸銭　前売 2,000円（税込） 当日 2,500円（税込）
主催　㈱まちづくり島田　三遊亭遊喜後援会
後援　島田市教育委員会
協力　島田がアツい！プロジェクト実行委員会・FM島田g-sky 76.5

ぽ ぽ ろ よ せ

地域交流センター歩歩路

プラザおおるり

金谷生きがいセンター夢づくり会館

☎0547－33－1550

☎0547－36－7222

☎0547－46－0075

島田市本通3－6－1

島田市中央町5－1

島田市島550－2

チケット販売プレイガイド

好評
販売中！

楽器体験
コーナーも
あるよ

ボディーコンディショニング教室 生徒募集ボディーコンディショニング教室 生徒募集

●講　師：熊沢正子（日本コンディショニング協会認定トレーナー）
●定　員：25名　　●受講料：3,000円
●持ち物：タオル、バスタオル、飲み物、
　　　　　動きやすい服装（ジャージ等）※GパンはNG
●対　象：成人男女　　●会場：五和会館 和室
●受付：3月1日（水）より電話にて受け付けします。

●講　師：熊沢正子（日本コンディショニング協会認定トレーナー）
●定　員：25名　　●受講料：3,000円
●持ち物：タオル、バスタオル、飲み物、
　　　　　動きやすい服装（ジャージ等）※GパンはNG
●対　象：成人男女　　●会場：五和会館 和室
●受付：3月1日（水）より電話にて受け付けします。

19：30～21：00
スケジュール（金曜日）

4月7日、21日
5月19日

6月2日、16日

4月7日、21日
5月19日

6月2日、16日

頑張らない動きで筋肉を整え　骨格のゆがみを整え　体調も改善できる！
動きやすく疲れにくい身体づくりを目指しましょう!!
頑張らない動きで筋肉を整え　骨格のゆがみを整え　体調も改善できる！
動きやすく疲れにくい身体づくりを目指しましょう!!

「デコちぎりパン～あんぱん編～」

〔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3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

4月1日（土）  に下記の新規受付を予定しています。
・平成30年４月分プラザおおるりホール
・平成29年10月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・平成29年５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



─3─ ─2─

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。

参加費 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
ぽ ぽ ろ

エピソードタグ

エクスチェンジ

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

今年から毎週末、島田市おび通りが、ざわざわしていくよ!
わざわざでかけたくなるストリートへ!

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
照寿会
090-7696-2215
静岡県神社庁志太支部
0547-35-2228
たつ美会
0547-38-0814
プラザおおるり
0547-36-7222

増田
054-646-7170

松尾つとむ事務所
054-641-9591

山田
0547-37-4203
中高演
0547-37-4194
080-5129-6875（岡本）
090-3560-7569（杉山）

（13：30）
14：00

（13：００）
13：30
（9：００）
10：00

8：30

14:00

（13：00）
13：30

（10：30）
11：00

（13：00）
13：30

（12：30）
13：00

松尾つとむ後援会　2017年総会
～前進のために～

中道郁代ピアノリサイタル
～わたしのピアノ物語～

15：30

15：30

15：00

16：30

15：30

16：00

13：00

17：00

16：30

無料

神社関係者のみ

無料

無料

無料

無料

無料

無料

1

6

8

9

15

16

23

29

30

土

木

土

日

土

日

日

土

日

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
関
090-4227-1881
整体マホロバ島田店（榊原）
0547-35-5666

『薬に頼らず健康に暮らす』講演会
薬剤師・栄養学博士　宇多川久美子氏

16:00

16:00

13:30 無料

3,000円
（当日　3,500円）

9

16

日

日

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
（横山）
０９０-９９２０-３６９９
（工藤）
０９０-１６２６-７２０５
（石間）
０５４７-３６-９１０１

16:30

16:00

17:00

9:30

13:30

9:00

無料

無料

無料

9

16

23

日

日

日

夢づくり会館ホール

プラザおおるりホール

島田しらびそ山の会（明石）
090-6039-3808

4月21日（金）～4月２３日（日）
9：00～19：30

（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

山の写真展

歌唱発表会

ピアノ発表会

ともだちふるさと歌謡祭

＜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

一　般　　　1,500円
高校生以下　1,000円
（当日500円増）

4月催物のご案内

（13:30）
14:00

日本舞踊　照寿会　春のおさらい会

志太地区神社関係大会

踊りと銭太鼓のつどい 

ピアノ発表会

洋楽会

中部地区高校演劇

若栄会　初舞　春のおどり　会主　若紫　鶴栄

（佐野）
０５４７－４６－２５４９

3月28日（火）12：00から
4月　9日（日）12：00まで立体書画百人一首切り抜き展

手造り趣味の会　つるしびな （渡辺）
０５４７－４5－3248

4月11日（火）13：00から
4月23日（日）15：00まで

ピアノ発表会

ストーリー

3月18日（土）　9：30～11：30
歩歩路　第4・5会議室

週末ざわざわ市

イベントの内容はフェイスブックページでご確認いただけます。

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

しまだ元気市
3月26日（日）
9：00→13：00

雨天中止

第180回

からくり時計の
おび通り北側
で開催。

●島田第一中学校吹奏楽部演奏
　9：15～9：40
●桜餅配布 
　10：00～
　チラシ持参の方先着100名
●社会人硬式野球新球団「山岸ロジスターズ」お披露目会
　9：50～10：50
●第13回「愛するあなたへの悪口コンテスト」表彰式
　11：00～12：00
●Shiny Eyesダンス
　12：00～

次回開催は
4月23日（日）

御陣屋稲荷全景御陣屋稲荷全景

第13回

大　賞大　賞 不機嫌な　妻にまな板悲鳴あげ
百均の200円商品のようなウチの人。
ソファに寝そべる妻を　指鉄砲で撃ってみる
じっと座っているかと思いきや　長座前屈ストレッチ中らしい
味噌色の汁
アートだね　見事つながる　輪切りネギ
血も涙もおかずも無い
私が布団に入ると聞こえてくる、夫が缶ビールを開ける音
「一緒の墓に　入りたくない」って　孫がなぜ言う　ままごとで
未来より　今をどうにか　してよ彼

 山田明（千葉県）

PN：船岡五郎（東京都）

梶浦公靖（東京都）

PN：もふもふも（香川県）

PN：りすりす（埼玉県）

PN：ベンジャミン（兵庫県）

PN：にぼし（神奈川県）

 住川清美（島田市金谷）

 森岡雅信（千葉県）

 井上美波（大阪）

準大賞準大賞

島田賞島田賞

入　賞入　賞

高校生
審査員賞
高校生
審査員賞

島田
市長賞
島田
市長賞

ジュニア
部門賞
ジュニア
部門賞

今回は全国より、3,666作品（一般3,454作品・ジュニア部門212作品）が集まりました。

第13回 愛するあなたへの悪口コンテスト「総評」　　村松　友視
　第13回目を迎え、「愛するあなたへの悪口コンテスト」の応募作品のテーマが多様化しつつ進化してゆくのを、ひしひし
と感じる審査会だった。最終審査は、新しく審査員に加わられた鈴木善彦さんと島田商業高校２年生の杉本結実さん、それ
にお馴染みの審査員の方々との、４時間余にわたる和気藹々たる独特の空気感の中で、それぞれが思いの丈をぶつけ合い、
最終的に充実した作品が選ばれたことをご報告いたします。
　大賞となった「不機嫌な　妻にまな板悲鳴あげ」は、妻の不機嫌によって叩かれつづけるまな板に作者自身をかさねた、
まさに“悲鳴”の伝わってくる作品で、まな板を擬人化して自分の気持ちをかさねる、その高い完成度に感服させられた。
　準大賞「百均の200円商品のようなウチの人。」という、やわらかく節度あり慈味にみちた夫へのほめ方にも、端倪すべ
からざる深みがあった。島田市長賞「ソファに寝そべる妻を　指鉄砲で撃ってみる」の弱者たる夫の物腰は、島田賞「私が布
団に入ると聞こえてくる、夫が缶ビールを開ける音」の妻のやさしい上から目線との対比を成し、日常の風景からあるシー
ンを切り取るそれぞれの感性によるワザを、面白く味わわせていただいた。

　入賞２「味噌色の汁」、入賞３「アートだね　見事つながる　輪切りネギ」、入賞４「血も涙もおかずも無い」などのいわば“料理ジャンル”におけ
る、問答無用の切れ味も収穫のひとつ。また、「『一緒の墓に　入りたくない』って　孫がなぜ言う　ままごとで」が高校生審査員賞に選ばれたの
は、やはりこの作品を推した私にとって意外だったが、高校生の審査員・杉本結実さんと、価値観を共有できたのはうれしかった。また、ジュニア部
門賞「未来より　今をどうにか　してよ彼」は、現代に生きる若者たちの心もようの断面を見事にえぐり取った作品だった。
　今回は、謎深い作品も多くあったりして、今後におけるこの賞の多彩さへの広がりの予感につつまれつつ、ああだこうだの論戦が展開された
清々しさもあって、明るい気分で審査を終えることができた。

教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料

10回20人 3,000円

～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

☆シ ニ ア 体 操

…

…

…

教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料

10回25人 3,000円

～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。
60歳～75歳位までの男性を対象にした教室です。チューブを
使って肩のコリをほぐしたり、ボールを使った腹筋運動、歩く運
動を主に普段使わない筋肉を動かします。

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　年少～小学3年生
キッズポップ　　 小学4～6年生

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

かる～い体操 女性対象
かる～い体操 女性対象
リズム体操 女性対象
かる～い体操 女性対象
シニア体操 男性対象

月曜日
水曜日
水曜日
金曜日
火曜日

13:20～14:20
9:30～10:30
10:35～11:35
9:30～10:30
10:35～11:35

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。
幼稚園の年少～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。

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21日（火）8:30～募集開始

おおるり体操4月～6月 体操教室生徒募集のご案内

春から一緒に体操を始めませんか？

たんげい

（小・中・高）


