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月1010 9月10日（日）おおるりホールに
て「マンハッタン・ジャズ・クイ
ンテット～スイングしなけりゃ
意味ないね～」ジャパンツアー
2017を開催しました。

笑点でおなじみの小遊三師匠と、島田市出身の遊喜師匠による親
子会を開催。『明るく陽気にいきましょう♪』ウクレレ漫談のぴろ
きは島田初登場です。

親
子
会

親
子
会

 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

■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

チケット
好評発売中

開催日 内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

11月４日㈯
11月17日㈮
11月24日㈮

▼昼の部　9：00～

▼夜の部　19：00～
開催日

11月17日㈮
11月18日㈯
12月19日㈫
12月23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
「パスタ皿」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
「タンブラー」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。

11月の夢づくり
 陶芸教室

50文字以内（句読点含む）、日本語で書かれたもので、未発表作品に限ります。
封書、ハガキ、メール、FAXのいずれかで応募してください。
郵便番号、住所、氏名（よみがな）ペンネームのみ不可、本名併記、年齢、性別、職
業、電話番号を明記して下さい。応募点数は1人5点まで。未発表作品に限る。審
査会により応募条件に違反したと判定された作品は選考より除外といたします。
大賞　　　　1点　5万円
準大賞　　　1点　3万円
島田市長賞　1点　2万円
入賞　　　　4点　1万円
島田賞（島田市在住の方対象）　　1点　1万円
高校生審査員賞（一般作品対象）　1点　5千円分図書カード
スクール賞（小・中・高校生対象）　  1点　5千円分図書カード
平成29年12月6日（水）当日消印有効
平成30年2月15日（木）入賞者に通知、及び、㈱まちづくり島田ホームページ上
平成30年3月25日（日）おび通り南側ステージ
審査委員長　村松友視氏（直木賞作家）他

〒427－0022　静岡県島田市本通三丁目6-1
島田市地域交流センター歩歩路内
「愛するあなたへの悪口コンテスト」実行委員会
TEL　0547-33-1550　　FAX　0547-33-1565
EｰMAIL　machi_shimada@yahoo.co.jp
URL  　　http://www.machi-shima.com/aiwaru.html

※昨年の入賞作品は(株)まちづくり島田のホームページに掲載してあります(上記URL）

募集要項
応募条件
応募規定

　 賞 　

審 査 員
表 彰
発 表
締 切 り ●主　催　愛するあなたへの悪口コンテスト実行委員会

●応募作品の一切の権利は主催者に帰属します。また応募作品に関
　して、著作者人格権を一切行使しない事をご承諾いただきます。
●入賞者の氏名、年齢、住所（市町村まで）、職種は公表いたします。
●入選作（最終審査対象作品）は小冊子に掲載し発行します。

応 募 先

12月6日
締切

第13回  大　賞　不機嫌な　妻にまな板悲鳴あげ

　　　　準大賞　百均の200円商品のようなウチの人。
山田　明（千葉県印西市）

P.N 船岡五郎（東京都三鷹市）

愛するあなたへの コンテスト
言おうか・・・
言うまいか・・・

今年も「愛のこもった悪口」募集いたします。

第14回 東海道島田宿
御陣屋稲荷神社
（別名：悪口稲荷）

大賞賞金50,000円

三遊亭小遊三、三遊亭遊喜三遊亭小遊三、三遊亭遊喜

三遊亭遊里三遊亭遊里 ぴろき
（ウクレレ漫談）

ぴろき
（ウクレレ漫談）

平成29年12月1日（金）
プラザおおるりホール
開場 18：00　開演 18：30
全席指定　木戸銭
前売 3,500円（税込）　当日 4,000円（税込）

主　催　㈱まちづくり島田　三遊亭遊喜後援会
後　援　島田商工会議所
協　力　島田がアツい！プロジェクト実行委員会
　　　　FM島田 g-sky76.5

イープラス
プラザおおるり
夢づくり会館
地域交流センター歩歩路
川根文化センター

http://eplus.jp/
☎0547－36－7222
☎0547－46－0075
☎0547－33－1550
☎0547－53－3511

チケット販売プレイガイド

三
遊
亭
小
遊
三

三
遊
亭
遊
喜

島田市ふるさと大使

夢づくり会館　陶芸教室番外編

11月19日 9:00～16:00
夢づくり会館 創作の部屋
受講料：2,000円（材料費込）
定　員：20名（小学生～　低学年以下は同数の保護者同伴）
持ち物：汚れても構わない服装・スリッパ・エプロン・受講料
申込：島田市島550番地の2　島田市金谷生きがいセンター夢づくり会館
　　　（0547）46-0075　8:30～21:00　月曜休館日

←夢づくり会館の最新情報はこちら
（通信料はご利用者様の負担になります）

受講生募集中
幸運をもたらす干支の置物
開運・招福の願いを込めて
つくってみませんか？

招
福戌

年
写真はイメージです

チケット好評発売中
開催間近！

〔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10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

11月1日（水） に下記の新規受付を予定しています。
・平成30年11月分プラザおおるりホール
・平成30年5月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・平成29年12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



11月催物のご案内

夢づくり会館ホール

島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9:00～15:00）
島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9:00～15:00）
島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9:00～15:00）
鶴木
090-2187-3532
島田市建築業組合
0547-35-4188 

1１/3（金・祝）～11/5（日）
9:00～17:00（最終日16:00）

島田高校100周年プレイベント　写真展　島高の歴史 いまむかし

島田市建築業組合　削ろう会

第60回 島田市民文化祭　1期展示
文芸7部門、水墨画、禅画、山野草、絵画、ペン書道、裂織、手編み
第60回 島田市民文化祭　2期展示
華道、押し花、拓本、陶芸、書道（審査・無審査）、絵手紙 ほか
《11/12（日）：ワークショップ…陶芸、アートフラワー、木彫り ほか》
第60回 島田市民文化祭　3期展示
写真部門（自由作品・市内景観）、アートフラワー、版画、パッチワーク、植物画、木工芸、手工芸

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
9:00

9:30

9:30

15:00

16:30

17:30

金谷文化産業祭　芸能ＯＮステージ！

第20回　うたごえフォーラム

歌の祭典　歌いま専科　～秋～

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9:00～15:00）
島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9:00～15:00）

12：00

18：00

プラザおおるりホール・大会議室

第60回 島田市民文化祭　大正琴のつどい 

第60回 島田市民文化祭　合唱と器楽発表会

歯科医師会　8020推進・静岡県大会 in 島田

島田市小学校音楽発表会

島田市民劇場　11月例会　劇団東演「検察官」公演 

第60回 島田市民文化祭　健康体操発表会

第60回 島田市民文化祭　民踊と舞踊のつどい

第60回 島田市民文化祭　吟詠剣詩舞のつどい

第60回 島田市民文化祭　邦楽とお囃子のつどい

平成29年度　健康まつり

第60回 島田市民文化祭　太鼓と音楽とダンスの祭典

第60回 島田市民文化祭　洋楽のつどい

島田高校100周年プレイベント コンサート
ザ・ブトン＆ラ・フランス

平成29年度　子供・若者育成支援強調月間静岡県大会in島田　
平成29年度　明るく安心して暮らせるまちづくり市民大会

※市民文化祭は、展示ホール以外（大会議室・第一多目的室・第三多目的室）でも展示が行われます。

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

1１/１０（金）～11/12（日）
9:00～17:00（最終日16:00）

1１/17（金）～11/19（日）
9:00～17:00（最終日16:00）
1１/23（木）～11/24（金）

9:00～19:00
11/26（日）
9:00～15:30

＜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

金谷文化産業祭実行委員会
090-1758-4628（望月）
近藤　睦
0547-46-2631

11月3日（金）15:00から
11月12日（日）15:00まで
11月21日（火）13:00から
12月3日（日）15:00まで

金谷文化産業祭文化展

近藤　睦傘寿作品展

「ひさよしの絵画展」～ひさよしのふしぎな世界～

＜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

松井　090-3256-024711月20日（月）～12月4日（月）

＜展示期間／時間＞ ＜主催／問い合せ＞＜催　物＞
地域交流センター歩歩路展示コーナーのご案内 地域交流センター歩歩路

静岡県8020推進住民会議
054-283-2591
島田第五小学校（青島）
0547-35-5810
島田市民劇場（平日12～17時）
0547-37-7005
島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9:00～15:00）
島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9:00～15:00）
静岡県
島田市生活安心課0547-36-7144
島田市社会教育課0547-36-7963
島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9:00～15:00）
島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9:00～15:00）
健康づくり課：0547-34-3281
島田市国保年金課：0547-34-3295
鶴木
090-2187-3532
島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9:00～15:00）
島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420（平日9:00～15:00）

金谷文化産業祭実行委員会
090-1758-4628（望月）
桜井　章司
0547-35-1383
「歌いま専科」実行委員会
090-3937-6649（秋田）

ホール　　大会議室ホ○

ホ○
ホ○
ホ○
ホ○
ホ○
ホ○
ホ○
ホ○
ホ○
ホ○
ホ○
ホ○
ホ○
ホ○

大○
会場

しまだ元気市次回開催は
11月19日（日）

おび通り
ステージのある
南側で開催

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！ 

10.22 9:00-13:00sun 10.29 10:00-15:00sun

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 ! !
SCHEDULE

第187回 しまだ元気市「朝市」 ハロウィン＆収穫祭
・マルシェ出店
・トリックオアトリートポイントラリー！
・あのキャラクターを探せ！（仮）
・サンカク公演コラボ企画

（美味しいものや素敵なものをお買い物！）

（商店街めぐりしてゲット！）

（さあ何のキャラクターかこうご期待！）

（サンカク公演も要チェック！）
企画運営：ママpro　
お問い合わせ：090-7315-9128　info@mamapro.net

●ジャグラーハヤト登場！（10：00～）
●アコースティックバンド ビバーチェ演奏（11：00～）
●秋の大抽選会！

※雨天中止

3

4

5

7

8

11

12

18

19

23

23

24

25

26

16：00

16：00

16：00

15：35

21：00

20：30

16：30

16：00

16：30

16：00

16：00

20：30

16：30

16：30

（13：00）
13：30

（13：00）
13：30
（1２：00）
13：00
（9：30）
10：00

（18：00）
18：30

（17：00）
17；30

（10：00）
10：30

（12：30）
13：15

（11：30）
12：00

（12：30）
13：00

（12：45）
13：00

（13：30）
14：00

無料
随時入会受付中

地域交流センター歩歩路ホール
曜日 催　　　　物
シダ ビジネス チャレンジ　～飲食業界で夢をつかむ～

T-1 グランプリ　in 島田

   島田市こども館　リニューアル記念イベント　第3弾
大人気！『アンディ先生のまじっくしょー！』

島田市こども館　リニューアル記念イベント　第1弾
おはなしでてこい　ら・ら・ら　in 歩歩路
島田市こども館　リニューアル記念イベント　第2弾
アンディ先生のマジック＆イリュージョン ＋ 講習会

(お母さん業界新聞創刊2周年記念イベント）
Oh！母さんフェスティバル

20:30

13:00

11:30

 20:30

14:00

無料

無料

1,500円

無料

（開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
９

12

17

１8

30

木

日

金

土

木

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 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27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。

キッズポップ小学4～6年生 木曜日19:00～20:00

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

シニア体操　男性対象

月曜日

木曜日

金曜日

火曜日

14:30～15:30

13:20～14:20

9:30～10:30

10:35～11:35

小学4年生～6年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。

秋から一緒に体操を始めませんか？
おおるり体操10月～12月 体操教室の追加募集のご案内

プラザおおるり体操教室プラザおおるり体操教室

無料
（事前申込必要）

500円
（3歳以上）

島田市産業支援センター
0547-54-5760

島田市こども館  
0547-34-3341

島田茶業協同組合/
島田市農林課0547-36-7409  

島田市こども館
0547-34-3341
お母さん大学 静岡支局
（杉本）090-3937-5052

（             　　　　　　　　　　　　 　）（             　　　　　　　　　　　　 　）

♪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）─

11月の
開放日

11/28（火）
12月の
開放日

12/14（木）・12/19（火）

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？

図書館ミニコンサート
ピアノとフルートのアンサンブルで
クリスマスの曲をお届けします

●演奏アーティスト●

会　場：島田図書館（おび・りあ2階）
入場料：無料（申込不要）

フルート
藁科美南
（島田市出身）

ピアノ
田中亜希子
　（吉田町出身）

駐 車 場：大川町にある共用駐車場がご利用いただけます。
席　　数：50席。来場者多数の場合は立ち見となります。
主　　催：島田市教育委員会
問合せ先：島田図書館　0547-36-7226

12月10日（日）18時15分開場18時30分開演

土

日

火

水

土

日

土

日

金

土

日

金・祝

木・祝
木・祝

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

3

12

26

金

日

日

無料

無料

無料

（8:30）
9:00

（18:30）
19:00

（10:15）
10:30

11：30
15：00

第1部10:30
第2部14：00

19:00

10:00

ハロウィン×おび通り！
今年のハロウィンを
思いっきり楽しもう！

－ 2 －－ 3 －


