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夢づくり寄席 柳家さん喬・柳家権太楼 二人会夢づくり寄席 柳家さん喬・柳家権太楼 二人会

島田市金谷生きがいセンター
夢づくり会館　2階ホール
島田市金谷生きがいセンター
夢づくり会館　2階ホール

会 場

全席自由　前売券 3,000円　当日券 3,500円全席自由　前売券 3,000円　当日券 3,500円入場料入場料
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）
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）

出 演出 演

開場 13時30分
開演 14時00分

開催日 平成30年11月17日（土）平成30年11月17日（土）

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

島田市教育委員会主　催
（株）まちづくり島田主　管

■島田市金谷生きがいセンター　夢づくり会館 0547－46－0075
■プラザおおるり 0547－36－7222
■地域交流センター　歩歩路 0547－33－1550
■しまだ音楽広場　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

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
初倉公民館 0547-38-0002
六合公民館 0547-37-3087
サウンドイシカワ 0547-36-3000
すみやグッディ藤枝店 054-643-9511
イープラス http://eplus.jp/
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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

11月1日（木） に下記の新規受付を予定しています。
・平成31年11月分プラザおおるりホール
・平成31年  5月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・平成30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。
問合せ　プラザおおるり受付　☎0547-36-7222

本格派見参！「静のさん喬」「動の権太楼」による爆笑人情噺

瀧川鯉八瀧川鯉八 金谷ヒデユキ金谷ヒデユキ

主催

後援
協力

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

株式会社まちづくり島田　　　　　　　島田商工会議所
プラザおおるり　㈱まちづくり島田　TEL0547-36-7222

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
イープラス

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

チケット販売プレイガイド

チケット発売日 11月10日（土）

プラザおおるりホール
前売　2,500円
当日　3,000円

全席指定全席指定
※未就学児童は
　膝上鑑賞可能。

（税込）
（税込）

（税込）

会　場

大塚晴也（地元島田市出身）
柴田佑梨  葛西頼之  匹田大智出　演

入場料

11月25日（日）小学校1～3年生（先着16名）
12月15日（土）小学校4～6年生（先着16名）
10:00～13:00

開催
日時

チケット
好評発売中
夢づくり会館は

電話予約も可能です［　　　　　］
プラザおおるりホールプラザおおるりホール会 場
全席指定
前売券 3,500円（税込）当日券 4,000円（税込）
全席指定
前売券 3,500円（税込）当日券 4,000円（税込）

木戸銭木戸銭

開場 18時00分　開演 18時30分
開催日 平成30年12月6日（木）

柳家小三治　ほか

開場 14時30分　開演 15時00分
プラザおおるりホール
4,500円

会　場

出　演
入場料

開場 18時00分　開演 18時30分
平成31年3月13日（水）平成31年2月3日（日）

チケット
好評発売中

♪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

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

11/20（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？

ゴスペルワークショップ参加者募集中!!ゴスペルワークショップ参加者募集中!!
大人から子どもまで、誰でも参加OK

9/22　蓬莱橋観月会にてゴスペル披露

練　習
参加料

問合せ

： 月2回・金曜日　19時～21時
： 大人 月額 2,500円
  子ども1回 500円
  ※教材費等別途費用がかかります。
： プラザおおるりゴスペル担当まで
  ☎0547-36-7222

津軽三味線集団『疾風』コンサート
平成30年度 芸術文化普及事業 は　や　て
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三遊亭小遊三、三遊亭遊喜三遊亭小遊三、三遊亭遊喜三遊亭小遊三、三遊亭遊喜三遊亭小遊三、三遊亭遊喜

柳家小三治　落語会柳家小三治　落語会柳家小三治　落語会柳家小三治　落語会

チケット
発売日
チケット
発売日

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
大鉄観光サービス 0547-46-3131

主 　 催
お問合せ

プラザおおるり　0547-36-7222

後 援

開催日開催日

大塚晴也

葛西頼之

柴田佑梨

Ⓒ山田雅子

匹田大智

・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。

キッズ料理教室キッズ料理教室★一人で
　作れるよ★
★一人で
　作れるよ★
こどもだけで作れちゃう！楽しい料理教室です！

場 所
受 講 料
持 ち 物

講 師
申込開始

（お迎えに来た保護者の方と一緒に、でき
た料理を食べましょう）

プラザおおるり2F栄養指導室

お問合せ・申込み

焼き野菜カレーと
ナンづくり

焼き野菜カレーと
ナンづくり

2,000円（2人分つくります）
三角巾・エプロン・手ふきタオル・マスク・飲み物（水筒）
※持ち帰り希望の方はタッパー
大石朋子先生〈藤枝パン教室～縁～〉
平成30年11月2日（金）8:30～
申込時間帯8:30～17:00　土日も対応します。
お電話でも仮予約できます。
申込用紙に必要事項を記入の上、受講料を添えてお申込みくだ
さい。※申込み後のキャンセルはできません。

2,000円（2人分つくります）
三角巾・エプロン・手ふきタオル・マスク・飲み物（水筒）
※持ち帰り希望の方はタッパー
大石朋子先生〈藤枝パン教室～縁～〉
平成30年11月2日（金）8:30～
申込時間帯8:30～17:00　土日も対応します。
お電話でも仮予約できます。
申込用紙に必要事項を記入の上、受講料を添えてお申込みくだ
さい。※申込み後のキャンセルはできません。

発売開始日は13時00分までは窓口販売のみとします。
残席がある場合のみ13時より電話受付可能。

※プレイガイドによって発売時間が異なりますので各店にお問い合わせください。

※未就学児
　入場不可

平成30年11月18日（日）

※大鉄観光サービスは日曜日が定休日です。

入場券
発売所

午前8時30分
発売開始

ぴ～ファイブしまだ音楽広場ぴ～ファイブしまだ音楽広場 ◆11月屋内公園ご利用頂けない日…6・13・20・22（17：00～）・23・27（毎週火曜休館日）

教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料

25人 10回 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

☆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。
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

リズム体操　女性対象
リズム体操　女性対象
シニア体操　男性対象

月曜日
木曜日
火曜日

14:30～15:30
13:20～14:20
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
新規参加者の募集中

プラザおおるり体操教室プラザおおるり体操教室

※回数に変更がある場合があります。

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

★あそびにきてくれた子どもたちにおかしをプレゼント★
★ハロウィンの写真ブースでたのしい写真をとってください★
★その他お楽しみ企画もあります★

★あそびにきてくれた子どもたちにおかしをプレゼント★
★ハロウィンの写真ブースでたのしい写真をとってください★
★その他お楽しみ企画もあります★
問合せ：ぴ～ファイブ　TEL 0547-34-2233（火曜休館）

【9：00～17：00】

しまだ音楽広場しまだ音楽広場 イベント開催！！イベント開催！！

2018年10月31日（水）

仮装グッズ
用意しています♪



－ 3 － － 2 －

11月催物のご案内

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 各ご案内は平成30年10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。

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問合せ入 場 料 等
無料（要申込）

無料（要申込）

500円

8
11

19

24
25

木
日

月

土
日

島田市産業支援センター
0547-54-5760
島田茶業協同組合/
島田市農林課0547-36-7409

農食事業26099コンソーシアム事務局
0993-76-2126

劇団25番宿
岩堀育夫0547-35-4557

無料（事前申込必要）
申込先

26099seika@ml.affrc.go.jp

シダ　ビジネス　チャレンジ　～マスメディアの活用法～

T-1 グランプリ　in 島田

劇団25番宿公演
『往信』　　～男女2人の手紙のやりとりの話～

19：00 20:30

13:00

15:30

20:00

15:00

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＞

島田市民文化祭実行委員会
０５４７ー３６－５４２０（平日９時～１５時）

島田市民文化祭実行委員会
０５４７ー３６－５４２０（平日９時～１５時）

11月９日（金）～１１月１１日（日）
9時～17時（最終日は16時まで）

島田市民文化祭実行委員会
０５４７ー３６－５４２０（平日９時～１５時）

１１月１６日（金）～１８日（日）
9時～17時（最終日は16時まで）

11月２日（金）～11月4日（日）
9時～17時（最終日は16時まで）

内藤
０８０－５１２３－７７３９

１１月１９日（月）～１１月２５日（日）１０時～１８時
（初日１９日は１３時から　最終日２５日は１７時まで）

＜展示期間／時間＞＜催　物＞

第61回 島田市民文化祭　２期展示
写真、写真俳句、押し花・似顔絵、ちぎり絵、拓本・陶芸、
ポスター原画、アートフラワー・パッチワーク、
植物画・版画、木手工芸、絵手紙
第61回 島田市民文化祭　３期展示
絵画、文芸7部門、水墨画・禅画・仏画、
ペン書道・裂織

第61回 島田市民文化祭　１期展示
華道、山野草、書道、手編み

日本百名山 油絵展
～登った描いた百名山～

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＞

金谷文化産業祭実行委員会
090-1758-4628（望月）
手作り趣味の会
0547-45-3248（渡辺）

＜展示期間／時間＞＜催　物＞

金谷文化産業祭 文化展 11月3日（土・祝）15：00～11月11日（日）15：00

11月13日（火）13：00～11月25日（日）16：00手作り趣味の会

平成３０年度
明るく安心して暮らせるまちづくり市民大会

16：00

16：00

21：15

20：30

16:30

15：30予定

16:00

16：30

16:00

16:00

16:30

13：30

12：30

18：30

17：30

10：30

14：00

13:00

13:30

13:00

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

会員
随時会員募集中

3
4
6
10
11
13
17
18
23
24
25

土
日
火
土
日
火
土
日

土
日

島田市民劇場（月～金１２時～１７時）
０５４７－３７－７００５

島田市民文化祭実行委員会
０５４７ー３６－５４２０（平日９時～１５時）

島田市民文化祭実行委員会
０５４７ー３６－５４２０（平日９時～１５時）

島田市立初倉小学校
０５４７－３８－０００４

島田市民文化祭実行委員会
０５４７ー３６－５４２０（平日９時～１５時）

島田市民文化祭実行委員会
０５４７ー３６－５４２０（平日９時～１５時）

島田市社会教育課　０５４７－３６－７９６３
島田市生活安心課　０５４７－３６－７１４４
島田市民文化祭実行委員会
０５４７ー３６－５４２０（平日９時～１５時）
島田市民文化祭実行委員会
０５４７ー３６－５４２０（平日９時～１５時）
島田市民文化祭実行委員会
０５４７ー３６－５４２０（平日９時～１５時）
島田市民文化祭実行委員会
０５４７ー３６－５４２０（平日９時～１５時）

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演会場 主催／問合せ入 場 料 等
第61回 島田市民文化祭　合唱と器楽発表会

第61回 島田市民文化祭　島田吟詠剣詩舞のつどい

島田市民劇場１１月例会　青年劇場「島」公演

第61回 島田市民文化祭　健康体操発表会

第61回 島田市民文化祭　民踊と舞踊のつどい

島田市小学校音楽発表会 

第61回 島田市民文化祭　洋楽のつどい

第61回 島田市民文化祭　邦楽とお囃子のつどい

第61回 島田市民文化祭　大正琴のつどい

第61回 島田市民文化祭　太鼓と音楽とダンスの祭典

プラザおおるりホール・大会議室
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曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問合せ入 場 料 等

3,000円
(当日　3,500円）
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土・祝

主催：㈱まちづくり島田
問合せ：夢づくり会館 0547-46-0075

金谷文化産業祭実行委員会
090-1758-4628（望月）
島田市自治会連合会金谷地区会
0547-46-0188（鈴木）

「歌いま専科」実行委員会
090-3937-6649（秋田）

金谷文化産業祭　芸能ONステージ！

「笑わ座」

夢づくり寄席　柳家さん喬　柳家権太楼　二人会

歌の祭典　歌いま専科　～秋～
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夢づくり会館ホール

テーマ
「サラダボール」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
「サラダボール」を作ろう

秋の夜長
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11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

11月９日㈮
11月30日㈮
12月７日㈮

昼の部
9：00～▶

夜の部
19：00～▶

開催日
11月21日㈬
11月22日㈭
12月12日㈬
12月19日㈬

内容

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
18日㈰11月

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!!

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30年12月5日（水）当日消印有効
平成31年2月15日（金）入賞者に通知、及び、㈱まちづくり島田ホームページ上
平成31年3月24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5日
締切

第14回  大　賞　レトルトは　昔リリーフ　今先発

　　　　準大賞　孫からは　バアバとジジイ　と呼ばれてる
種田尚美（広島県）

鈴木寿男（茨城県）

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15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

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！ 

11.4（日）

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 ! !

マチナカ・シネマ上映会
11.25 9:00～（日）

しまだ元気市次回開催は12月23日（日・祝）9:00～

前売券
3,500円

①会場：おび通り南ステージ
「ムーミン谷とウインターワンダーランド」
②会場：ERRATIC WAREHOUSE
  「スタンド バイ ミー」
③会場：駅前サンカク公園
「シェフ三ツ星フードトラックはじめました」

5枚綴りのチケットで、
3本の映画と
5店の食が楽しめます。

お問合せ：地域交流センター歩歩路  33-1550

17:00～

14:00～

19:00～

・ポイントラリー抽選会
・マルシェ出店
・仮装コンテスト　他

・ポイントラリー抽選会
・マルシェ出店
・仮装コンテスト　他
問合せ ： LLPママPro 蛭田（090-7315-9128）問合せ ： LLPママPro 蛭田（090-7315-9128）

島田工業高校新体操部の演技（予定） 他
第200回 しまだ元気市「朝市」

Shimadaハロウィン
＆収穫祭2018　

仮装して
きてね！

※市民文化祭の展示は、展示ホールの他、大会議室、第1多目的室、第3多目的室でも行われます。

(8：30受付)
9:00

(9:25)
9:40

(18:30)
19:00
(13:30)
14:00

イノベーション創出強化研究推進事業研究成果伝達会
“抹茶・粉末茶に適した新品種の育成および栽培・
加工技術の開発”

金・祝

SCHEDULE

10:00～同日開催


