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Kenjiro
スペシャルゲスト

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　開場9：00　開演9：20
500円（税込）
（当日1,000円（税込））

全席自由　4歳以上均一料金
前売2,000円（税込）（当日2,500円（税込））
※４歳未満ひざ上鑑賞無料！

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

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

三遊亭遊喜 桂竹もん大塚晴也

☎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！

大人から子どもまで、誰でも参加OK
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　
　　　 小学生～高校生500円／回
問　プラザおおるり　0547-36-7222

島田市民合唱祭
～2台のピアノ伴奏による第九～
2017年8月20日（日）
プラザおおるりホール
開場13：30　開演14：00

主　催：島田市教育委員会　島田市民合唱祭実行委員会
申込み・問合せ：島田市民合唱祭実行委員会事務局　新間
TEL・FAX：0547-37-3374

あなたもいっしょに『ベートーヴェン第九 
歓喜の歌』を歌いませんか？　
夏の思い出の1ページをかざりましょう！参加者募集中

♪
♪
♪
♪

練 習 日
練 習 場 所
合 唱 指 導
練習ピアノ

毎週土曜日　19：00～21：00
プラザおおるり
大石陽介・石原久章
久米涼子

※途中からの参加でも大歓迎です。
※島田市民合唱祭のプログラム第3部～2台のピアノ伴奏による第九～で
　参加していただきます。

参加費無料！！
※楽譜代は540円です

指揮：松井眞之　ピアノ：丸山 滋　伊藤千尋
ソリスト：ソプラノ　廣木悠代
　　　　　テノール　榛葉樹人（島田市文化奨励賞受賞）
　　　　　アルト　　金川　歩
　　　　　バリトン　大石陽介

 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

●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

好評
発売中

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

～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

…

…

…

～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。

教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料

10回20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　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

教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料

10回25人 3,000円

８回25人 2,400円
かる～い体操 女性対象
リズム体操 女性対象
リズム体操 女性対象
かる～い体操 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
月曜日
木曜日
木曜日
金曜日
火曜日

13:20～14:20
14:30～15:30
13:20～14:20
14:30～15:30
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。6月2日（金）8:30～募集開始

おおるり体操７月～９月
体操教室生徒募集のご案内

※日程の都合により、６月最終週より始まる教室があります。

〔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5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

（土・日は電話不通）

（月曜休館）

※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

6月1日（木）  に下記の新規受付を予定しています。
・平成30年6月分プラザおおるりホール
・平成29年12月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・平成29年7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



6月催物のご案内プラモ塾
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!!

６月３日㈯・４日㈰

※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。

■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：

申し込み・問い合わせ
TEL0547-46-0075（8：30から21：30 尚月曜日は休館日です。）
申し込み・問い合わせ
TEL0547-46-0075（8：30から21：30 尚月曜日は休館日です。）

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。

テーマ
「花瓶や花器」を作ろう

これから陶芸を始めたい方にお勧めの
少人数でアットホームな陶芸教室です。

テーマ
「マグカップ」を作ろう

週末の夜　陶芸に向き合ってみませんか？
初心者の方にお勧めです。

６月の夢づくり

陶芸教室

開催日 内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

６月２日㈮
６月16日㈮
６月23日㈮

昼の部
9：00～▶

夜の部
19：00～▶

開催日
６月16日㈮
６月17日㈯
６月30日㈮
７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回目のみお弁当を持参してください。）
●申し込み・問い合わせ　
　　　　　TEL0547-46-0075（8:30~21:00 まで尚月曜日は休館日です。）

開催日時

会 場

平成29年9月17日（日）
開場9：00　開演9：30
地域交流センター歩歩路（２F）
多目的ホール

参 加 料

申 込 締 切

申 込 先

主 催
共 催
協 力

4,000円 ２コーラス（お弁当・お茶付）
※フルコーラス、デュエット、踊り付は5,000円
平成29年7月14日（金）
申込書にご記入の上、参加料を添えて
お申し込みください。
「歩歩路歌謡祭」実行委員会　秋田
〒427-0035 島田市向谷元町1198-12
TEL 090-3937-6649
㈱まちづくり島田
静岡県大衆音楽協会中部支部
しまだ女性の会

自慢の歌声をホールいっぱいに響かせましょう！
多くの皆様のご参加をお待ちしております。

市民ふれあい事業

2017 歩歩路歌謡祭参加者募集

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

公園認定になった「おび通り」を使ってイベント・展示会・コン
サート・教室など開催を希望される個人・団体を募集していま
す。みんなと一緒におび通りで「ざわざわ」しませんか。

・島田市おび通り　
　場所：島田市本通四丁目　島田駅から直線距離で305m
・駐車場情報　近隣駐車場をご利用ください。

週末ざわざわ市
これまで行われたイベントの様子はフェイスブックページで
ご確認いただけます。

おび通り　利用者募集

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
夢づくり会館ホール

＜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

金谷絵画クラブ
0547-45-2628（加藤）

6月20日（火）13:00から
7月2日（日）15：00まで第31回　金谷絵画クラブ展

9：00

9：30

17：00

17：00

日

日

みんなの歌謡祭

第35回静岡県大衆音楽祭　決勝大会 

 

 

 

松本　學
0547-53-3777
静岡県大衆音楽協会中部支部
090-3937-6649（秋田）

18

25

無料

無料

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
体文協
054-251-2326

体文協
054-251-2326

島田市産業支援センター
0547-54-5760

社会人大学島田昼教室
『不揃いの木を組む』　宮大工　小川三夫氏

社会人大学島田昼教室　『オオカミの真実を知ろう！さようなら、赤ずきんちゃん』
日本オオカミ協会会長　丸山直樹氏

15：30

16：00

15：30

13：45

14：00

13：45

無料

1回　3,000円
（会員随時受付）

1回　3,000円
（会員随時受付）

13

14

20

火

水

火

地域交流センター歩歩路ホール

市産業関連補助金制度・経営革新計画等説明会

地域交流センター歩歩路
0547-33-1550

6月11日（日）～6月18日（日）
9：00～17：00

＜展示期間／時間＞ ＜主催／問い合せ＞＜催　物＞
歩歩路展示コーナーのご案内 歩歩路

しまだ元気市「父の日似顔絵」作品展

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

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）─

６月の開放日
6/８（木）・6/28（水）

ごはんcafe美・菜・健 かりん
　　　　　川原静花 氏が教える

10:00～13:00

６月11日（日）

おおるり料理教室

「デコちぎりパン　　
～６月のパン～」

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
島田市民劇場（月～金12時～17時）
0547-37-7005
島田市音楽協会
0547-34-2172

島田高校（高橋）
0547-37-2188

サウンドイシカワ
0547-36-3000

（13：00）
13：30

（13：30）
14：00

（10：20）
10：50

（13：30）
14：00

（13：00）
13：30

（18：00）
18：30 21：00

16：00

17：00

12：50

18：00

16：00

無料

無料

2

11

17

18

25

金

日

土

日

日

プラザおおるりホール

会員
随時入会受付中

３００円
（当日券あり）第５６回島田市民音楽祭

中部高校演劇　６月公演　発表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前の部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　午後の部

島田市民劇場６月例会
加藤健一事務所「Be　My　Baby」公演

ヤマハ　エレクトーンフェスティバル2017
サウンド　イシカワ大会

●内　　　容　パン生地を自分でこね、スクエア形ちぎりパン1個を作成、
デコレーションしていきます。（試食・ティータイム付）

●場　　　所　プラザおおるり 2階栄養指導室
●受　講　料　2,500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　16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　5月25日（木）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。
 TEL 0547-36-7222

島田夏まつり実行委員会事務局（商工会議所内）
TEL 0547-37-7155　　Fax 37-5250
HP shimadasyoutengai.com
商工課 TEL 36-7164

８月５日(土)・６日（日）
島田市本通り商店街

日時
会場

６月７日（水）までに、応募用紙を島田
夏まつり実行委員会事務局へ
※応募用紙は商連ホームページからダウンロード、
　または商工会議所、歩歩路にあります。

申し込み

イベント、パレード、島田楽市
（本通七丁目付近）への参加者

募集内容

島田夏まつり
参加者募集

平成29年

吉例

問
い
合
せ

島田市商店街 で検索

しまだ元気市
「朝市」 開催の

お知らせ5月28日（日）
9：00→13：00

雨天中止

第182回

島田市
本通四丁目
おび通り
からくり時計
北側で開催

●地元野球チーム山岸ロジスターズお披露目会
　9：00～
●アコースティックバンド「ビバーチェ」ライブ
　10：00～
●街角ディスコ　11：00～
●金谷高校書道部「書道パフォーマンス」
　11：40～
●父の日企画「お父さんの似顔絵を描こう」
　描いていただいた作品は歩歩路展示
　コーナーに掲示いたします
●けん玉教室

次回開催は
6月24日（土）


