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

全席指定　一般　　　　4,500円
　　　　　高校生以下　1,500円

島田市民合唱祭
～2台のピアノ伴奏による～第九
平成29年8月20日㈰
プラザおおるりホール
開場13：30　開演14：00

島田市民総合施設
プラザおおるりホール
開場17:00　開演17:30

主　催：島田市教育委員会・島田市民合唱祭実行委員会
主　管：㈱まちづくり島田

プログラム
オープニング：美しく青きドナウ
　（島田市少年少女合唱団・OG・OB）
第１部：クラシックの世界
　蝶々夫人　城ヶ島の雨　他
　榛葉樹人　榛葉薫人　廣木悠代　寺西里江子
　（島田市少年少女合唱団・OG・OB・島田市文化芸術奨励賞受賞者）
第２部：島田市少年少女合唱団創立50周年記念　
　合唱ミュージカル「不思議の国のアリス」
第３部：２台のピアノ伴奏による「第九」
　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
　　　　　　アルト　　金川　歩　　バリトン　大石陽介
　合　　唱：島田市民混声合唱団・島田市少年少女合唱団

〈プレイガイド〉
プラザおおるり
　　☎0547－36－7222
夢づくり会館（月曜日休館）
　　☎0547－4６－0075
川根文化センター（月曜日休館）
　　☎0547－53－3511
サウンドイシカワ
　　☎0547－36－3000

 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円

※開場は開演の30分前
※公演時間　約1時間

※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

☎0547-36-7222

☎0547-46-0075

☎0547-36-3000

☎0547-46-3131

☎0570-550-799

●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

☎0570-02-9999（Pコード：457-172）

☎0570-084-004（Lコード：47788）

http://eplus.jp

☎0570-08-9999
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島田市　プラザおおるり　　 0547-36-7222
　　　　夢づくり会館　　　 0547-46-0075
　　　　川根文化センター　 0547-53-3511
　　　　サウンドイシカワ　  0547-36-3000
　　　　大鉄観光サービス　0547-46-3131
藤枝市　すみやグッディ藤枝店　054-643-9511

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

チケット
好評発売中

チケット
好評発売中

6月11日（日）にプラザおおるり栄
養指導室にてまちづくり島田主催
料理教室「デコちぎりパン～6月の
パン～」を開催しました。

■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

主催 ： 島田市教育委員会　　主管 ： 株式会社まちづくり島田主催 ： 島田市教育委員会　　主管 ： 株式会社まちづくり島田

※未就学児童入場可（膝上鑑賞無料）
※販売時間はプレイガイドによって異りますので各店にお問い合わせください。
※未就学児童入場可（膝上鑑賞無料）
※販売時間はプレイガイドによって異りますので各店にお問い合わせください。

平成29年度島田市市民協働事業 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!!

8月19日㈯20日㈰8月19日㈯20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。

8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

８月４日㈮
８月18日㈮
８月25日㈮

昼の部
9：00～▶

夜の部
19：00～▶

開催日
８月17日㈭
８月18日㈮
９月１日㈮
９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。）

テーマ　「タンブラー」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　「角皿」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。

（税込）

チケット発売日
7月22日土

共催事業：株式会社まちづくり島田・島田市文化協会・島田市子ども会連合会

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

夢づくり子どもワークショップ実行委員会

陶芸体験 竹とんぼづくり＆
折り紙工作

とう げい たい けん

¥1,000 万華鏡
まん  げ  きょう

ぎん だま めい  ろ

たけ

¥500

¥500

時　　間：午前の教室 9:00～11:30　午後の教室 13:00～15:30
会　　場：島田市金谷生きがいセンター夢づくり会館 ２Ｆホール
定　　員：それぞれの教室 午前午後とも各20名
対　　象：全年齢 (小学校3年生以下は保護者同伴)
島田市金谷生きがいセンター 夢づくり会館　〒428-0007 静岡県島田市島550番地の２
TEL <0547> 46-0075 (8:30～21:30 月曜日は休館日)
お申込み：7月1日(土)より夢づくり会館事務室
　　　　　 （お電話でお申込みいただくか、直接来館してお申し込みください）

素焼きマグカップなどに
　絵を描いてオリジナルな
　　　　作品に仕上げよう

アートフラワー ¥500

きれい！かわいい！
本格的な造花の世界を体験しよう

銀玉迷路 プラミックスロボ
¥500

¥500

考える!作る!遊ぶ！
3倍楽しいおもちゃの迷路

回ると変わる、ふしぎな模様
江戸から続く、きれいな世界

夢づくり会館ホールで
作って飛ばして楽しもう！！

日本の伝統　おりがみ。
夏のこん虫でお部屋をかざろう

想像力は無限大 プラモデル材料を使って
オリジナルロボットを作ろう

8/6（日）8/6（日）

〔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7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

8月1日（火）  に下記の新規受付を予定しています。
・平成30年8月分プラザおおるりホール
・平成30年2月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・平成29年9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

平成29年度
島田市芸術文化事業 Manhattan Jazz Quintet

マンハッタン・ジャズ・クインテット　ジャパン・ツアー2017

平成29年9月10日（日）
～スイングしなけりゃ意味ないね～

写真はイメージです



柳
家
さ
ん
喬

柳
家
喬
太
郎
　

林
家
あ
ず
み

柳
家
喬
の
字

8月催物のご案内

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

島田土木事務所
0547-37-527

8/2（水）10：00～15：30
（15:00受付終了予定）

第19回 大井川「川まつり」
～来て見て触って恵みいっぱいの大井川を学ぼう～
島田市平和祈念事業　展示
パネル展「沖縄戦とひめゆり学徒　ほか」
原爆写真展　被爆・戦後72年 － 過去から未来へ
あらためて歴史に学び、核と戦争のない世界をつくろう   

島田市地域づくり課
0547-36-71978/15（火）～8/17（木）10：00～16：00  

  
  
  

島田市民平和展実行委員会（地区労連）
0547-41-9267

8/26（土）10：00～21：00
8/27（日）10：00～16：00

  
  
  

午前の教室  9:00
午後の教室13:00

11:30
15:30日

日 ふれあい歌謡祭

共催事業 夢づくり会館：島田市文化協会
島田市子ども会連合会
0547-46-0075(夢づくり会館)
二十日会（石田）
090-8738-2529

6

20 無料9:00 18:00

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
しまだ次世代育成支援ネットワーク
藤田　090-3382-1696  
  
  

体文協
054-251-2326
島田髷まつり保存会
鈴木 090-4855-2320
  
  体文協
054-251-2326

馬場　　74-0195

社会人大学島田昼教室　『看取りのかかわりが教えてくれたこと』
看取り士　柴田久美子氏

社会人大学島田昼教室
『井伊直虎とその時代』　歴史作家　小和田泰経氏

15:30

11:30

15:30

16:00

15:30

14:00

10:00

13:45

10:00

13:45

無料

3,000円

 

100円
(中学生以下無料）

1回3000円
（会員随時受付）

1回3000円
（会員随時受付）

6

20

22

28

29

日

日

火

月

火

地域交流センター歩歩路ホール

２０１７　もったいないをプレゼント

ピアノ発表会

2017　日本髪結上げ勉強会

♪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）─

8月の
開放日

8/17（木）・8/30（水）

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
琴伝流大正琴（牧田）
0547-36-0437
ザ・ブトン事務局（寺田）
0547-37-3231

（16：50）
17：30
（9：30）
10：15

（13：30）
14：00

（12：30）
13：00

（13：30）
14：00

（12：30）
13：00 16：00

19：30（予定）

12：00（予定）

16：40

16：00

16：30

16：00

無料

1,000円

無料

無料

3,000円

無料

6

12

15

20

26

27

日

土

火

日

土

日

プラザおおるりホール・大会議室

2,000円
（当日 2,500円）

Let's ザ 大正琴　サンシャインコンサート

島田市平和祈念式典 

島田市民合唱祭  ～ 2台のピアノ伴奏による 第九 ～

第八回 郷土の芸能を観る会  

イシカワ音楽教室発表会「55周年コンサート」

ザ・ブトン 真夏のコンサート
 ～今年の夏も熱っついな ! ! ～

夢づくりチャリティー企画
子どもワークショップ

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

＜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

開催日時
場 所
入 場 料
内 容

連 絡 先

集荷方法

協 賛

8 月 6日（日）　14：00～15：30
地域交流センター歩歩路　多目的ホール
「大人 100 円　中学生以下無料」
子どもが大きくなって使わなくなったものはありませんか？
寄付していただける方はご連絡ください。ただし、衣類は
一度洗ったものを、おもちゃ・靴・絵本などは壊れていな
いもの、破れていないものをお願いします。
しまだ次世代育成支援ネットワーク
TEL090-3382-1696（藤田）
（つどいの広場きしゃぽっぽを主催する市民ボランティア団体です）
集荷日→各きしゃぽっぽ開催日です。（各きしゃぽっぽ開催
場所までお持ちください）
都合の悪い方は各きしゃぽっぽ代表（子育てカレンダー連
絡先）へご連絡ください。
株式会社まちづくり島田

2017 もったいないをプレゼント

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
主 催
共 催
協 力

静岡県大衆音楽協会中部支部
㈱まちづくり島田
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！
多くの皆様のご観覧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

会　場　島田市田代の郷温泉 伊太和里の湯館内

問合せ　島田市田代の郷温泉 0547-33-1148

7月22日土・23日日 10：00～16：00
・フラダンスショー　・ハワイの地ビール販売
・梅干しの種とばし大会（優勝者には豪華賞品）

夏
ま
つ
り

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？

島田市地域づくり課
0547-36-7197
プラザおおるり
0547-36-7222
文化協会
0547-36-5420
サウンドイシカワ
0547-36-3000
新市民会館建設をすすめる会
090-4263-2381（益田）

（12：30）
13：00

（13：30）
14：00

14：00

（13：30）
14：00

夢づくり寄席

柳家さん喬・柳家喬太郎
平成29年10月1日（日）
島田市金谷生きがいセンター 夢づくり会館ホール

開場 14：30　開演 15：00
全席自由　前売 3,000円（税込）
当日 3,500円（税込）

主催　㈱まちづくり島田

プラザおおるり
地域交流センター歩歩路
川根文化センター チャリム21

☎0547－36－7222
☎0547－33－1550
☎0547－53－3511

チケット販売プレイガイド

電話予約：夢づくり会館 ☎0547－46－0075

チケット電話予約

チケット
7月16日日より
発売中

親
子
会

親
子
会

－ 2 －－ 3 －

〈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）

平成29年度夢づくり会館展示コーナー（下半期分）出展者募集

申 込 開 始 日
申 込 方 法

展示のきまり

8月2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

9月26日
10月11日
11月07日
11月21日
12月05日

火
水
火
火
火

10月9日
10月22日
11月19日
12月03日
12月17日

月
日
日
日
日

6
7
8
9
10

1月10日
1月23日
2月14日
2月27日
3月13日

水
火
水
火
火

1月21日
2月04日
2月25日
3月11日
3月22日

日
日
日
日
木

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

島田市金谷生きがいセンター  夢づくり会館

島田市初お目見えの落語界の重鎮、人情噺の
名手のさん喬師匠。突き抜けた才能とセンスで
見せる喬太郎師匠による柳家子弟の親子会。

ホール　　大会議室ホ○

ホ○
ホ○
ホ○
ホ○
ホ○
ホ○
大○

大○
会場

衛 紀生氏講演会
「すべての市民に必要とされる文化施設とは」

500円～1,000円
（講座により異なります）

８月５日(土)・６日（日）
島田市本通り・駅前通り商店街

日時
会場

島田夏まつり平成29年

吉例

主催：島田市商工課　 企画運営：㈱まちづくり島田/NPO法人クロスメディアしまだ

<申し込みのご相談> 

● 島田地域交流センター歩歩路（0547-33-1550）

● NPO法人クロスメディアしまだ（0547-35-0018）

● 右側のQRコードから FBページもチェック！

SCHEDULE

7.22 17:00-21:00sat

元気市と毎月1回の様々な催しに加え、

「何かやりたい人のイベント広場」として広く貸し

出していきます。詳しくはお問い合わせください。

おび通りを ”ざわざわ させたい人

大 募集 ! !

青空の下での “ 一日だけの本屋さんごっこ ” しませんか？
1 人が一箱分の古本を持ち寄って一日店主になります。

大人も子供も大歓迎！
価格設定も自由！屋号を付けたり POP をつけてあなただけの

本屋さんを作ってくださいね。

8.20sun
9:00-12:00

第184回 しまだ元気市「夕涼み市」
●お囃子演奏（紫音會、若嶋蓮、嶋龍會、第三小学校お囃子クラブ）　17：00～18：00
●おおるり体操大集合!!　18：00～
●きかんしゃトーマスファミリーミュージカルチケット販売　18：00～
  （チケットをお買い上げの方に粗品をプレゼント）
●手作り灯篭展示　18：30～20：30　●花火配布、手持ち花火大会　19：30～
●バンド演奏「ビバーチェ」　20：00～

※雨天中止

しまだ元気市 次回開催は8月26日（土）

おび通り
からくり時計
北側で開催


