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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

6月1日（土）  に下記の新規受付を予定しています。
・令和２年  6月分プラザおおるりホール
・令和元年12月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・令和元年  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。
問合せ　プラザおおるり受付　☎0547-36-7222

5月5日（日）こどもの日

しまだ音楽広場にてこども
の日イベント「クイズラリー 
ぴ～ファイブクエスト!」を
開催しました★
たくさんのご来館ありがと
うございました。

夢づくり歌謡祭夢づくり歌謡祭第6回第6回

チケット
好評
発売中

みんなでつくる　みんなが主役の歌謡祭

主催：静岡県大衆音楽協会中部支部
協力：株式会社まちづくり島田

開場９：00 開演９：20
2019年5月26日㈰日時

夢づくり会館

島田市金谷生きがいセンター
夢づくり会館　0547-46-0075

場所

問合せ

島田市金谷生きがいセンター

500円チケット 全席自由前売券 （当日券1,000円）

夢づくり会館（月曜休み） ☎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

プレイガイド

夢づくり歌謡祭実行委員会　（秋田）090-3937-6649

Kenjiro
スペシャルゲスト

2019年9月18日（水）
開場18：00／開演18：30

問合せ：プラザおおるり　0547-36-7222

全席指定 4,500円（税込）
プラザおおるりホール

アルゼンチンタンゴ2019
華麗なるダンス 哀愁の歌声

～進化を続ける情熱たち

開催日時

会 場

令和元年9月22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
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
令和元年7月28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

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2019
歩歩路歌謡祭参加者募集

夢づくり　体操教室　生徒募集夢づくり　体操教室　生徒募集
第2期 ボールエクササイズ 

頑張らない動きで筋肉を整え
骨格のゆがみが整い 体調も改善でき
動きやすく疲れにくい身体づくりを

目指しましょう！！●講　師

●会　場
●時　間
●対　象
●受講料
●定　員
●用　意

●日　程

●受　付
●問合せ

熊沢正子
（日本Gボール協会認定インストラクター/健康運動指導士）
健康づくりの部屋
１９：３０～２１：００
成人男女(ご夫婦参加・男性参加大歓迎です）
３,０００円
２５名
バランスボール（６５ｃｍ径）各自持参（空気入れあります）
汗拭きタオル、給水ドリンク
運動が出来る服装（ジャージ等）、上靴
下記日付で、いずれも 金曜日です
７月１２、２６日　８月９日　９月１３、２７日
6月1日（土）～
夢づくり会館４６-００７５

●講　師

●会　場
●時　間
●対　象
●受講料
●定　員
●用　意

●日　程

●受　付
●問合せ

熊沢正子
（日本コンディショニング協会認定トレーナー）
五和会館　和室
１９：３０～２１：００
成人男女
３,０００円
２５名
タオル、バスタオル、飲み物
動きやすい服装（ジャージ等）
下記日付で、いずれも 金曜日です
７月５、１９日　８月１６日　９月６、２０日
6月1日（土）～
夢づくり会館４６-００７５

第２期ボディーコンディショニング教室 
受講生募集

夢づくり会館
0547-46-0075（8：30～21：00）
（休館：月曜　祝日振替翌日）

大きなバランスボール（Gボール）の上にのりバラ
ンスをとったり、はずんだり、ころがったりしながら
エクササイズをおこないます。
普段使われず寝ている筋肉に刺激が入ります。そう
することで、身体の動きやすさをひきだします。

実力派ダンサーが繰り広げる華麗なダンス、魅惑な歌声。

そしてタンゴの伝統を守りながら新しいエッセンスを取り

入れたダイナミックな演奏。

魅力満載の感動のステージをお届けいたします！！

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！ 

5.26（日） 9:00-12:30

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206回 しまだ元気市「朝市」
街角ライブ
●サウンドイシカワ 鍵盤ハーモニカ演奏 9：30頃～
●西京酒場ジャック ピアノ＆カホン 10：15頃～
●秋山マサアキ 弾き語り 11：00頃～
●金谷高校書道部パフォーマンス 11：45頃～
●新茶サービス 9：00頃～

参加型イベント

小学生以下限定

しまだ元気市 次回開催は
6月22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

父の日似顔絵を描こう
元気市会場に紙・クレヨン・色鉛筆を用意します。
お父さんの似顔絵を描いてくれた子に
先着でバラをプレゼント！ 11：30

締切作品は島田信用金庫本店に掲示します（6/3～6/14）

※雨天中止

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

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。

2019年5月25日（土）

※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

プロ野球OBの石毛氏トークショー おび通り南側ステージ 11：00～

チケット発売日チケット発売日

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 0547-37-5250
HP shimadasyoutengai.com
商工課 TEL 0547-36-7164

8月3日（土）・4日（日）
島田市本通り商店街
（二丁目～七丁目、駅前通り）

日時
会場

6月7日（金）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

令和元年

吉例

問
い
合
せ 島田市商店街 で検索



－ 3 － － 2 －

＜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

＜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

6月催物のご案内

6・7月の夢づくり陶芸教室6・7月の夢づくり陶芸教室

陶芸教室陶芸教室

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。）

1日・2日土 日6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!!

●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。）

開催日　2019 年６月 16日（日）
　　　　１回目：9:00 ～ 11:30
　　　　２回目：13:00 ～ 15:30
　　　　定員各回　20名
　　　　参加料：１名　2,000 円

対　象　全年齢
内　容　用意された四角柱又わ円柱の
　　　　素材に自由に好きな模様を
　　　　切り抜いてランプシェードを
　　　　作っていきます。

申込み問合せ：夢づくり会館　TEL0547-46-0075（8：30～21：00　尚、月曜日は休館日です。）素焼、色付けを行って作品を 7月 3日から引き渡します。     

♪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）─

6月の開放日
6/13（木）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？

・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。

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。

陶芸に向き合ってみませんか？
初心者の方にお勧めです。

テーマ
「そばちょこ」
を作ろう

ランプシェードを作ろう

プラモ塾
 in川根温泉

ふれあいの泉

出
張

■時　　間：６日（土）模型製作会　10:00～16:00
　　　　　　　　　　　親　睦　会　17:00～20:30
　　　　　　７日（日）模型製作会　10:00～17:00
■場　　所：川根温泉ふれあいの泉　島田市川根町笹間渡220　TEL0547-53-4330
■受 講 料：製作会　1,000円（1日分の参加費です。2日間では2,000円）
　　　　　　親睦会　3,500円（お食事ドリンク付きです。入浴付き）
　　　　　　※お車でお越しの方には、アルコール類のご提供は差し控えさせて頂きます。
■持 ち 物：プラモデル1点、愛用の模型道具（道具が無い場合は貸出できます。）
　　　　　　お弁当、受講料、汚れても構わない服装
■参加資格：20歳以上（定員20名）
■送迎バスのご案内：６日（土）行きJR島田駅北口9:00発　帰り川根温泉20:45発JR島田駅北口まで
　　　　　　　　　　７日（日）行きJR島田駅北口9:00発　帰り川根温泉17:30発JR島田駅北口まで
　　　　　　　　　　（バスご利用の方は事前に申し込みが必要になります。）
■申込み方法：６月16日（日）締切
　　　　　　　お電話にてお申込ください。定員になり次第締め切りさせていただきます。
　　　　　　　島田市金谷生きがいセンター夢づくり会館
　　　　　　　静岡県島田市島550番地の2　TEL0547-46-0075 共催事業：株式会社まちづくり島田　株式会社 川根町温泉

7/6-7

ぴ～ファイブしまだ音楽広場ぴ～ファイブしまだ音楽広場 ◆6月屋内公園ご利用頂けない日…4・5（～12:00）・11・15（～13:00）・18・20（17:00～）･21･25・29・30（毎週火曜休館日）

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演会場 主催／問い合せ入　場　料　等
フラワークラブ（大塚）
０５４７-４５-２５１８

プレジール（久米）
０９０-９１７３-7008

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

フラワークラブ　「心の唄　歌謡祭」

第58回　島田市民音楽祭

中部高校演劇　６月公演　発表

プレジールコンサート

１６：００

１６：００

１７：３０
予定

１６：００
予定

（１３：００）
１３：３０

（８：３０）
９：００

（１３：３０）
１４：００

（１３：００）
１３：３０

詳細はお問合せください
（平日８：３０～１７：００）

○

○

○

○

○

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

無料

無料

無料

300円
（当日券あり）

全席自由
一般2,000円

小学生以下1,500円

2

9

29

30

日

日

土

日

島田市書道連盟（大鐘）
０９０-４８５０-６９５７

6月7日（金）～6月9日（日）　９：００～１７：００
（最終日は１６：００まで）島田市書道連盟 第43回 会員展

プラザおおるりホール・大会議室

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
劇団素粒子/
中山090-9174-4108

0547-38-1966（松本）

彩rhythm
090-2345-9018（森西）

主　催：静岡県大衆音楽協会
問合せ：090-3937-6649（秋田）

劇団素粒子/
中山090-9174-4108

体文協
054-251-2326

平林
0547-37-5614

劇団　素粒子　公演
～父と暮せば～　　井上ひさし・作

劇団　素粒子　公演
～父と暮せば～　　井上ひさし・作

社会人大学島田教室
～『水と人』との関わり～　尾田栄章（水研究者）

第4回　グッドフェローシニア　演奏会
～歌声は初夏の風に乗って～

ヤマハ　エレクトーンフェスティバル２０１９
サウンド　イシカワ店別大会

13：30

15：15

15：15

15：30

15：15
20：15

（13：30）14：00
（18：30）19：00

（13：30）
14：00

（13：00）
13：30

前売1,000円
当日1,200円

前売1,000円
当日1,20０円

1回3,000円
（会員随時受付）

無料
（事前整理券発行）

1

２

11

23

22・23

土

日

火

日

地域交流センター歩歩路ホール

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等

みんなの歌謡祭

心とからだのwakuwaku体験

第37回 静岡県大衆音楽祭　決勝大会

9：00

10：00

9：00

17：00

16：00

17：00

無料

無料

無料

16

23

30

日

日

日

夢づくり会館ホール

090-7952-9412（岩堀）シュールアンドリアルショー 6月1日（土）12：00から
6月9日（日）15：00まで

土・日

昼はたっぷりプラモを作って
　　夜はとことんプラモを語れ!!

温泉付き

番外編
申込受付中

※定員になりしだい終了

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

お知らせ
10月１日から｢消費税および地方消費税｣（以下消費税）の税率が、８％から10％に引
き上げられることに伴い、プラザおおるり・金谷生きがいセンター・地域交流センター
歩歩路・しまだ音楽広場の使用料が改定されます。
※使用料等は各施設へお問合わせ下さい。

開催日 内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

6月28日㈮
7月19日㈮
7月26日㈮

昼の部
9：00～▶

夜の部
19：00～▶

開催日
7月11日㈭
7月12日㈮
7月20日㈯
8月 1 日㈭

内容

成　型
仕上げ
薬掛け
講　評

※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：

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
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