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各施設の問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（駐車場・音楽広場）

☎0547-33-1550地域交流センター歩歩路

☎0547-46-0075夢づくり会館

（火曜休館）

（月曜休館）
プラザおおるり
受付のご案内

7月1日（日）  に下記の新規受付を予定しています。
・平成31年  ７月分プラザおおるりホール
・平成31年  １月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・平成30年  ８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。
問合せ　プラザおおるり受付　☎0547-36-7222

5月18日（金）
プラザおおるりホールに
てアサル国際馬頭琴ア
ンサンブルコンサートを
開催しました。

プラザおおるり
島田市博物館
夢づくり会館（月曜休み）
川根文化センター（月曜休み）
初倉公民館（月曜・祝日・第3日曜休み）
六合公民館（月曜・祝日・第3日曜休み）
イープラス

TEL.0547-36-7222
TEL.0547-37-1000
TEL.0547-46-0075
TEL.0547-53-3511
TEL.0547-38-0002
TEL.0547-37-3087
http://eplus.jp

プレイガイド

平成30年度芸術文化普及事業

春風亭昇太の

トークショー
城の魅力まるわかり

チケット
好評発売中

プラザおおるりホール
全席自由（税込）
前売1,000円  当日1,500円
※未就学児ひざ上鑑賞無料

平成30年7月31日㈫
開場18：30　開演19：00
会　場

島田市教育委員会主　催 ㈱まちづくり島田主　管

入場料

プラザおおるり ☎0547-36-7222問合せ

教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料

8回20人 2,400円

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27人 3,000円

8回27人 2,400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
リズム体操　女性対象
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
水曜日
水曜日
木曜日
木曜日
金曜日
火曜日

13:20～14:20
14:30～15:30
9:30～10:30
10:35～11:35
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。

問合せ　0547-36-7222 プラザおおるり

6月20日（水）8:30～募集開始

夏から一緒に体操を始めませんか？
プラザおおるり体操教室プラザおおるり体操教室

おおるり体操7月～8月 体操教室の募集のご案内

ぴ～ファイブ コインらんどり～ぴ～ファイブ コインらんどり～24H
営業
○年中無休○

洗濯完了お知らせコールで、
時間を有効活用できます！

毛布（シングル）5枚
カーペット（6畳）
羽毛ふとん（2枚）

毛布（シングル）5枚
カーペット（6畳）
羽毛ふとん（2枚） それぞれ1,500円それぞれ1,500円

大型洗濯乾燥機なら60
分

最新機能搭載！

ご利用される方への特典!!!

●プリペイドカード・電子マネー
　「WAON」「nanaco」「QUICPay」「楽天Edy」対応!!
　ポイントが貯まる!!
●今夏交通系電子マネー搭載予定！
●プリペイドカードなら200円オトク!!
●領収書発行できます！

①コインランドリーご利用の際、お車は、ぴ～ファイブ立
体駐車場（2F～5F）をご利用ください☆

　30分以内は無料となります。
②集中精算機にて領収書を発行頂き、音楽広場受付に駐
車券とあわせてご提示いただくと、ぴ～ファイブ無料
駐車券（1時間分）を差し上げます！

　（定休日火曜を除く9:00～17:00）

小型洗濯乾燥機1台
洗濯乾燥
　4kg 50分 700円
　8kg 60分 900円
洗濯のみ
　12kg 30分 600円
乾燥のみ
　8kg 12分 100円

1回分の目安
毛布シングルなら2枚
毛布ダブルなら1枚
夏掛けふとんなら2枚

大型洗濯乾燥機1台
洗濯乾燥
　15kg 50分 1,300円
　22kg 60分 1,500円
洗濯のみ
　32kg 30分 1,200円
乾燥のみ
　22kg 10分 100円

1回分の目安
毛布シングルなら5枚
毛布ダブルなら4枚
羽毛ふとんなら2枚
カーペット6畳なら1枚

中型洗濯乾燥機2台
洗濯乾燥
　8kg 50分 1,000円
　15kg 60分 1,200円
洗濯のみ
　22kg 30分 900円
乾燥のみ
　15kg 10分 100円

1回分の目安
毛布シングルなら3枚
毛布ダブルなら2枚
夏掛けふとんなら4枚

中型乾燥機2台
14kg 10分　100円（一般衣類なら30分位）
（約30分～40分）
毛布シングルなら3枚・毛布ダブルなら2枚
（約50分～80分）
こたつふとん1枚・夏掛けふとんなら4枚

大型乾燥機3台
25kg 8分　100円（一般衣類なら30分位）
（約30分～40分）
毛布シングルなら6枚・毛布ダブルなら4枚
（約50分～80分）
こたつふとん2枚・夏掛けふとんなら6枚

衣替えや
梅雨時期の
お洗濯に

ご活用ください！

テーマ
「角皿」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
「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。

7月の夢づくり

陶芸教室
7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

７月６日㈮
７月27日㈮
８月３日㈮

昼の部
9：00～▶

夜の部
19：00～▶

開催日
７月25日㈬
７月26日㈭
８月15日㈬
８月22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。）
●申込み・問合せ　夢づくり会館　
　　　　　TEL0547-46-0075（8:30~21:00 まで尚月曜日は休館日です。）

※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：

申込み・問合せ　夢づくり会館
TEL0547-46-0075

（8：30から21：00 尚月曜日は休館日です。）

申込み・問合せ　夢づくり会館
TEL0547-46-0075

（8：30から21：00 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。

プラモ塾
7月7日㈯・8日㈰

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!!

アキラ100％
「R-1ぐらんぷり2017」優勝！

狩野英孝

マツモトクラブ
「R-1ぐらんぷり2018」

ファイナリスト！

ハリウッド
ザコシショウ

「R-1ぐらんぷり2016」優勝！

ヒロシ

爆笑!!お笑いまつり
in しまだ2018年8月4日土

プラザおおるりホール

2018

6/23（土）
プラザおおるりのみ

8：30～

チケット
発売日

チケット
料金 【当日3,300円】3,000円（税込）

※前売り券が完売の際は当日券はございませんのでご了承ください。
※3才以上チケット必要（3才未満でも座席が必要な場合はチケット有料）全席指定

1回目
2回目

開演▶12：00（開場11：30）
開演▶14：30（開場14：00）

プラザおおるり
※プラザおおるりでは午前8時30分発売開始
※チケットの残席がある場合は13時から電話予約可
夢づくり会館（月曜日休館）
サウンドイシカワ
大鉄観光サービス（金谷）
＊大鉄観光サービスは日曜日が定休日となります。
チケットぴあ（Pコード487-051）
ローソンチケット（Lコード45114）
イープラス

0547-36-7222

0547-46-0075
0547-36-3000
0547-46-3131
0570-02-9999
0570-084-004

http://eplus.jp/msp
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チ
ケ
ッ
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所

主催：㈱まちづくり島田・　　　　　　　　／後援：島田商工会議所
お問合わせ　プラザおおるり指定管理者　㈱まちづくり島田　TEL.0547-36-7222
※プレイガイドにより発売時間及び枚数制限が異なりますので各店へお問い合せ下さい。

当日、出演
芸人達の寄書きサイン
色紙が抽選で当たる
企画有り!!

※出演者が変更になる場合がございますのでご了承ください。

来場者
特典



－ 3 － － 2 －

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

大募集!!

各ご案内は平成30年6月1日現在の使用申請書に基づいて作成したものです。主催者等の事情により内容が変更される場合がありますので、詳細については各主催者にお問い合わせ下さい。

１６：００

17：30

21：00

無料

無料
全席自由席
前売 1,000円
当日1,500円

1
15
31

日
日
火

フラワークラブ（大塚）
０５４７－４５－２５１８

ハーモニカフェスティバル実行委員会
（佐藤）0547-53-2566

プラザおおるり
0547-36-7222

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演会場 主催／問合せ入 場 料 等

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問合せ入 場 料 等

第12回ハーモニカフェスティバル「ＳＵＲＵＧＡ］

フラワークラブ　第２４回「心の唄　歌謡ショー」

春風亭昇太の城の魅力まるわかりトークショー

7
22

土
日

島田市教育委員会社会教育課
0547-36-7963
杉音楽倶楽部
080-5153-8653（杉）第22回　夏の歌謡祭

家庭教育講演会
怒りに振り回されない感情をコントロールする方法を学ぶ ～アンガーマネジメントで笑顔の家庭を築く～

プラザおおるりホール・大会議室

13：30

9：30

15：30

17：00 無料

無料
限定400人

（申込み先着順）

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問合せ入 場 料 等
3
７

8

12
20
22

火
土

日

木
金
日

体文協
054-251-2326
杉浦
090-3259-7393
馬場
74-0195
島田市民劇場
0547-37-7005
島田市産業支援センター
0547-54-5760
島田市産業支援センター
0547-54-5760
小山
054-644-8077

1回3,000円
（会員随時受付）

大人　2,500円
高校生以下1,000円

レッドポイントブラザーズ　☆七夕コンサート2018☆

ピアノ発表会

宇宙と一体になる音色　“小湊昭尚　尺八コンサート”

小山ピアノ教室　ピアノ発表会

社会人大学島田昼教室　“美味しいお菓子を作りたい 想い続けて50年
ただただOne Life”ケーキハウス ツマガリ　製菓技術者　津曲 孝氏
   

13：30

10：00

19：00

10：30

13：00

（16：30) 
 17：00

（14：00）
14：30

15：15

20：00

11：30

16：00

20：30

14：00

16：00

500円

無料

無料（要申込）

要申込

無料

夢づくり会館ホール

地域交流センター歩歩路ホール

プラザおおるり展示ホールのご案内 プラザおおるり
＜主催／問合せ＞

（西沢）0547-36-9175
（川村）0547-35-4222
島田デジタルフォトクラブ（長谷川）
0547-37-4459
杉クラブ（４丁目・杉浦カメラ内）
０５４７-３５-３７１１

7月６日（金）～8日（日）
9：00～1７：00　※最終日８日は１６時まで

７月１2日（木）～７月15日（日）
10：00～18：00　※最終日15日は１7時まで

７月２3日（月）～７月２９日（日）

＜展示期間／時間＞＜催　物＞

夢づくり会館展示コーナーのご案内 夢づくり会館
＜主催／問合せ＞

金谷絵画クラブ
0547-45-3663（杉山）

６月27日（水）12:00～
7月８日（日）15:00

＜展示期間／時間＞＜催　物＞

第33回　金谷絵画クラブ展

藤田雲海　遺墨展

島田デジタルフォトクラブ　デジタル写真展

写真迷人会　杉クラブ写真展　２０１８遊迷展

7月催物のご案内

○
○
○

ホ

ホ

ホ

（8：30）
9：00

（９：３０）
１０：００

（18：30）
19：00

しまだ元気市次回開催は
7月21日（土）17：00～（夕涼み市）

おび通りからくり時計
北側で開催

おび通りからくり時計
北側で開催

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

　

● 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！ 

6月23日（土）17:00-20:30おび通りを“ざわざわ”させたい人

SCHEDULE

第195回 しまだ元気市「夕涼み市」
●浴衣で来場の方に市内呉服店から
　プレゼント進呈（18：00～）
●ポップス尺八：縄巻修巳氏演奏（18：30～20：30）
●ほおづき市　一鉢1,000円（限定20鉢）
●島田中央幼稚園児作成てるてる坊主の展示

●浴衣で来場の方に市内呉服店から
　プレゼント進呈（18：00～）
●ポップス尺八：縄巻修巳氏演奏（18：30～20：30）
●ほおづき市　一鉢1,000円（限定20鉢）
●島田中央幼稚園児作成てるてる坊主の展示

申し込みのご相談

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。

※雨天中止

開催日時
会 場

平成30年9月30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

協 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30年7月29日（日）
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
〒427-0047 島田市中溝町1520-1
TEL 090-3937-6649
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！
多くの皆様のご参加をお待ちしております。

市民ふれあい事業
2018 歩歩路歌謡祭参加者募集

各回
定員20人

各回
定員15人

各回
定員15人

各回
定員20人

各回
定員20人

各回
定員15人

陶芸絵付け

銀玉迷路

プラメカフォトフレーム＆
プラメカ貯金箱

ミニミニ蚊取りブタ オリジナル
風鈴

素焼きマグカップに絵を描こう！
※本焼きを行うので当日の持ち帰りはできません。
（引き渡し8/21火以降）

考える！作る！遊ぶ！
3倍楽しいおもちゃの迷路

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

想像力は無限大プラモデル材料を使って
オリジナルのフォトフレームと貯金箱を作ろう!!
※塗装ご希望の方はお預かりとなります。（8/21以降）

夏の風物詩　蚊取りブタ
素焼きのブタに絵を描いてお家のマスコットに

風鈴の涼しげな音で
夏を乗り越えよう！

写真はイメージです

夢づくり子どもワークショップ実行委員会
共催事業：株式会社まちづくり島田
　　　　　島田市文化協会

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。

時間：午前の教室9:00～11:00
　　　午後の教室13:30～15:30
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
料金：各講座500円（定員あり）
対象：全年齢（小学校3年生以下は保護者同伴） 8/5㈰
島田市金谷生きがいセンター 夢づくり会館 2Fホール

〒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）

6月20日（水）より
受付開始

夢づくり陶芸教室番外編夢づくり陶芸教室番外編

●受講料　2,000 円（材料費込）
●定　員　20名（小学生～小学生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
●申込み　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　
　　　　　TEL0547-46-0075（8:30 ～ 21:00）月曜休館日
●主　催　株式会社まちづくり島田

僕の 私の
蚊取りブタ
7月29日（日）
9：00～12：00
6月1日（金）より受付開始

自分で作る蚊取りブタで
お部屋に素敵な夏を彩ってみませんか？

写真はイメージです
※当講座では着色は行いません。

開催日：平成30年9月16日（日）
会　場：島田市金谷生きがいセンター
　　　　夢づくり会館　2階ホール
時　間：開場 13時30分　開演 14時00分
出　演：島田吹奏楽交響楽団 他
入場料：大人　前売券 300円　当日券 500円
　　　　高校生以下　無料（0才から高校生まで）

0才からお年寄りまで家族みんなで楽しめる音楽コンサート

チケット販売開始日　7月15日（日）

島田市金谷生きがいセンター
夢づくり会館　0547－46－0075お問合せ

■島田市金谷生きがいセンター　夢づくり会館 0547－46－0075
■島田市民総合施設　おおるり 0547－36－7222
■地域交流センター　歩歩路 0547－33－1550
■島田音楽広場　ぴ～ファイブ 0547－34－2233
■川根文化センター　チャリム２１ 0547－53－3511

プレイガイド

開催日：平成30年11月17日（土）
会　場：島田市金谷生きがいセンター
　　　　夢づくり会館　2階ホール
時　間：開場 13時30分　開演 14時00分
出　演：柳家さん喬　 柳家権太楼
　　　　三増紋之助（江戸曲独楽）
　　　　柳家 喬志郎（静岡県出身）
　　　　金原亭乃ゝ香（前座）      
入場料：前売券 3,000円　当日券 3,500円

チケット販売開始日　7月29日（日）

島田市金谷生きがいセンター
夢づくり会館　0547－46－0075お問合せ

■島田市金谷生きがいセンター　夢づくり会館 0547－46－0075
■島田市民総合施設　おおるり 0547－36－7222
■地域交流センター　歩歩路 0547－33－1550
■島田音楽広場　ぴ～ファイブ 0547－34－2233
■川根文化センター　チャリム２１ 0547－53－3511

プレイガイド

開催日：平成30年10月8日（月）
会　場：島田市金谷生きがいセンター 夢づくり会館　2階ホール
時　間：開場 13時30分　開演 14時00分
出　演：島田ミッドナイトズーリハーサルオーケストラ 他
入場料：前売券 500円　当日券 800円

チケット販売開始日　7月29日（日）

島田市金谷生きがいセンター
夢づくり会館　0547－46－0075お問合せ

■島田市金谷生きがいセンター　夢づくり会館 0547－46－0075
■島田市民総合施設　おおるり 0547－36－7222
■地域交流センター　歩歩路 0547－33－1550
■島田音楽広場　ぴ～ファイブ 0547－34－2233
■川根文化センター　チャリム２１ 0547－53－3511

プレイガイド

ぴ～ファイブしまだ音楽広場ぴ～ファイブしまだ音楽広場 ◆7月屋内公園ご利用頂けない日…1・3・10・17・24・31（毎週火曜休館日）

シダ　ビジネス　チャレンジ
～困難を乗り越え、夢を叶える～
ウーマンズ パーティー
～女性のための異業種交流会～


