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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

8月1日（木）  に下記の新規受付を予定しています。
・令和２年  8月分プラザおおるりホール
・令和２年  2月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・令和元年  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。
問合せ　プラザおおるり受付　☎0547-36-7222

チケット
好評発売中

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

夢づくり寄席

さん喬 花緑
二人会

夢づくり寄席

さん喬 花緑
二人会

島田市金谷生きがいセンター 夢づくり会館ホール島田市金谷生きがいセンター 夢づくり会館ホール会　場
株式会社まちづくり島田株式会社まちづくり島田主　催主　催
柳家さん喬　柳家花緑　ダーク広和
柳家圭花　金原亭乃ゝ香　お囃子：森吉あき 社中
柳家さん喬　柳家花緑　ダーク広和
柳家圭花　金原亭乃ゝ香　お囃子：森吉あき 社中

出演者出演者

開場 13：30　開演 14：00　終演 16：30
開催日 令和元年10月20日（日）

電話予約（夢づくり会館のみ）
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　プラザおおるり 0547－36－7222 
■地域交流センター　歩歩路 0547－33－1550 
■ぴ～ファイブ しまだ音楽広場 0547－34－2233 
■川根文化センター　チャリム２１ 0547－53－3511 

全席自由　前売券 3,500円　当日券 4,000円全席自由　前売券 3,500円　当日券 4,000円入場料入場料

プレイガイド

プレイガイド

ぴ～ファイブフリーマーケットぴ～ファイブ

7月29日（月）・8月1日（木）両日開催
午前の部9～11時　午後の部13～15時

事前にお申込下さい。

夏休み自由研究

お問合せ
ぴ～ファイブ音楽広場
島田市本通5丁目2-2
0547-34-2233申込み・問合せ

ぴ～ファイブしまだ音楽広場 0547-34-2233

お庭のお手入れ、剪定、修繕等ご相談下さい。お見積させて頂きます。 ㈱まちづくり島田 ぴ～ファイブ　担当：伊東　TEL0547-34-2233

「フリぴ～！」開催！！

ぴ～ファイブフリーマーケット
「フリぴ～！」同時開催！

クイズラリー！！

豪華景品が当たる！！
参加費 100円

（無料クーポン2枚つき）

9：00～（なくなり次第終了）
令和元年7月27日（土）

１等
２等
３等
４等

ダンサー：エンリケ＆カロリーナ

ぴ～ファイブクエストⅡ

室内開催だから
お天気の心配が
ありません！

ゴスペルワークショップ
参加者随時募集中!!

大人から子どもまで、誰でも参加OK
ゴスペルは

、かっこいい
！

練習日：

参加料：

講　師：
申込み：

月2回、金曜日（講師指導1回・自主練習1回）
午後7時～9時
大人　月額 2,500円　　高校生以下　1回につき 500円
※教材費等別途費用がかかります。
KIYOMI（ゴスペルシンガー・東京都在住）
プラザおおるりに電話または直接来館して、お申し込みください。
☎0547-36-7222

ゴスペルは
、楽しい！
ゴスペルは

、気持ちいい
！

チケット発売日 7月28日（日）

プラザおおるり TEL0547-36-7222
夢づくり会館（月曜休み） TEL0547-46-0075
サウンドイシカワ TEL0547-36-3000
大鉄観光サービス（日曜休み） TEL0547-46-3131
※大鉄観光サービスは日曜日が定休日です。

ハズレなし

コインランドリープリペイドカード ２本
図書カード 10本
ぴ～ファイブ駐車券 20本
おもちゃ 他
お菓子・ジュース

出演

小玉 春香
（ピアノ）

日　時
会　場
主　催
前売券

2019年8月17日（土） 13：30開場　14：00開演
島田市地域交流センター歩歩路　多目的ホール
Afternoon Concert実行委員会・株式会社まちづくり島田
1,000円（小学生以下無料、未就学児入場不可）

歩歩路
P iano  and  F lu t e
Afternoon Concert

クラシックから親しみやすい映画音楽まで
真夏に音楽でそよ風を届けます。 

青木 芙姫
（ピアノ）

石川 恵美子
（フルート）

券
売
所

地域交流センター歩歩路 0547-33-1550
プラザおおるり 0547-36-7222
金谷夢づくり会館 0547-46-0075

夢づくり ファミリーコンサート

全席自由
一　　般：前売券 500円　当日券 800円　
高校生以下：無料（整理券発行）   

主　催：株式会社まちづくり島田
後　援：島田市教育委員会   

令和元年9月22日（日）
開場 13:30　開演 14:00　終演 15:30
島田市金谷生きがいセンター
夢づくり会館ホール
島田交響吹奏楽団

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　プラザおおるり 0547－36－7222
■地域交流センター　歩歩路 0547－33－1550
■ぴ～ファイブ しまだ音楽広場 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

チケット発売日
7月21日（日）

開催日

会　場

出演者
入場料

各回
定員20人

各回
定員10人

各回
定員10人

各回
定員20人

電動ろくろ体験 銀玉迷路

プラメカ植木鉢 ＆ プラメカ貯金箱

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植木鉢と貯金箱を作ろう!!
※植物はついてきません。※塗装ご希望の方は8/20㈫以降 夢づくり会館にて引渡となります。

失敗しても気軽にチャレンジ！
電動ろくろで力作と思い出を作ろう！！
※8/20㈫以降 夢づくり会館にて引渡となります。

考える！作る！遊ぶ！
3倍楽しいおもちゃの迷路

写真はイメージです共催事業：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）

8/4
SUN

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）

クイズラリー！！
同時開催

好評受付中

ぴ～ファイブクエストⅡ

日　時：令和元年7月27日（土）
　　　　10時～14時
場　所：ぴ～ファイブしまだ音楽広場

参加費：各500円　各・定員20名
対　象：小学1年生以上
　　　 ※幼児の方は親の同伴
講　師：木村幸恵氏・Sa-chi氏

【自分だけのフォトフレーム】
自分の好きな飾りで
フォトフレームづくり

7/29 午後の部

【木で作るお部屋飾り】
木を組み合わせて

作る飾り
8/1 午前の部

【イラストテクニック教室】
絵画講師による絵が
もっと上達する

テクニックを教えます
8/1 午後の部

持ち物：絵の具セット

絵のテーマを下記から選べます
①友達の顔
②描きたい写真など
③教室で用意する花や果物

【布deアート】
布を組み合わせて
絵を作ります
7/29 午前の部

お問合せ

しまだ
音楽広

場



－ 3 － － 2 －

ぴ～ファイブしまだ音楽広場ぴ～ファイブしまだ音楽広場 ◆8月屋内公園ご利用頂けない日…1（13:00～）･2･3･4･5（～13:00）6・10・13・16（17:00～）17・20・27（毎週火曜休館日）

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

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演会場 主催／問い合せ入　場　料　等
島田市市民協働課
０５４７－３６－７１９７

島田市文化協会
０５４７－３６－５４２０
静岡県人権地域改善推進会（宮田）
０５４－２６０－５２４６

島田市少年少女合唱団育成会（育成会事務局）
０８０－４６５５－００２２

島田市平和祈念式典

第９回　郷土の芸能を観る会

ハートフルコンサート2019 in SHIMADA

 

 

 

夢づくり子どもWORK SHOP

ふれあい歌謡祭

MUSIC GROOVE FEST Vol.7

日中友好児童コンサート
（杭州市 CAC童声合唱団・島田市 少年少女合唱団） １６：００

（９：３０）
１０：１５
（１３：３０）
１４：００
（１３：００）
１３：３０
（１３：００）
１３：３０

１２：００
予定

１６：００
予定
１６：００
予定

前売・当日
500円

○
○
○
○

ホ

ホ

ホ

ホ

無料

無料

無料

15

24

25

31

木

土

日

土

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

静岡県立焼津中央高等学校
白濵 054-628-6000

しまだ次世代育成支援ネットワーク
川井 0547-38-2008

地域交流センター歩歩路
0547-33-1550
馬場
0547-74-0195　
川合
0547-37-6517
島田髷まつり保存会/
鈴木090-4855-2320

2019 もったいないをプレゼント

静岡県立焼津中央高等学校 合唱部 サマ―コンサート

歩歩路　Piano and Flute Afternoon Concert

馬場・武山ピアノ教室　ピアノ発表会

島田岳心会　吟詠発表会

第229回 日本髪結上げ勉強会　講師：大沼 勇先生

14:00

10:00

10:00

10:00

15:30

16:00

16:00

11:30

16:00

15:30

(12:30)
13:00
(13:30)
14:00

無料

無料

無料
会員3,000円
一般4,000円
（実習、見学共）

100円
（中学生以下無料）

1,000円
(小学生以下無料）

4

16

17

18

25

26

日

金

土

日

日

月

地域交流センター歩歩路ホール

杉クラブ（４丁目杉浦カメラ内）
０５４７－３５－３７１１７月２８日（日）～８月４日（日）
島田市平和展実行委員会（地区労連）
０５４７－４１－９２６７

８月１０日（土）～８月１１日（日） 
１０：００～１６：００

島田市市民協働課
０５４７－３６－７１９７

８月１３日（火）～８月１６日（金）
１０：００～１６：００

島田土木事務所
０５４７－３７－５２７２

８月２２日（木）１０：００～１５：３０
（１５：００受付終了予定）

島田市文化資源活用課
０５４７－３６－７２１４８月２９日（木）～９月４日（水）

＜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

写真迷人会 杉クラブ写真展 ２０１９遊迷展

「島田市民平和展」～原爆写真・パネル展示～

第２１回 大井川「川まつり」

オリンピック合宿写真展

島田市平和祈念事業展示
「記憶の伝承～私の八月十五日」展　ほか

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
共催事業：株式会社まちづくり島田 島田市文化会館
問合せ：夢づくり会館 0547-46-0075

石田さち子

070-1543-5414
（黒田）
090-9128-4497
（縣　由香）

（公社）日本3B体操協会
静岡西西部2グループのつどい

9:00

13:00

13:30

18:00

17:00

16:00

500円

無料

無料

無料

4

18

25

31

日

日

日

土

夢づくり会館ホール

8月催物のご案内

夢づくり Jazzセッション２０１９

開　催：令和元年10月13日（日）    
時　間：開場13:30　開演14:00　終演15:30
会　場：島田市金谷生きがいセンター 夢づくり会館ホール
出演者：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：全席　全席自由 
　　　　前売券５００円   
　　　　当日券８００円   
主　催：株式会社まちづくり島田
後　援：島田市教育委員会

島田市金谷夢づくり会館　0547-46-0075お問合せ

プレイガイド

リバーサイドJAZZフェスティバル in 歩歩路

1,000円（当日券1,500円）

主催　リバーサイドJAZZフェスティバル実行委員会
後援　株式会社まちづくり島田（歩歩路）

9月28日（土）
13時30分開場　14時開演
地域交流センター歩歩路
多目的ホール

地域交流センター歩歩路 0547－33－1550
プラザおおるり 0547－36－7222
金谷夢づくり会館 0547－46－0075
サウンドイシカワ 0547－36－3000

券売所

マリテス、岩Q、ASUKA、Jazz Knights with miwa
島田ミッドナイト・ズー・リハーサル・オーケストラ

出演者（予定）

島田市まちづくり支援事業

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

チケット発売日
7月28日（日）

前売券

と　き／
ところ／
入場料／
持ち物／
申込み／
問合せ／

協　賛／

8 月 4日（日）14:00 ～ 15:30
地域交流センター歩歩路　多目的ホール
100 円（中学生以下無料）
エコバッグ（持ち帰り用）
不要。直接会場へ
しまだ次世代育成支援ネットワーク（18:00 ～ 21:00）
0547-38-2008（川井）
0547-36-9397（丸山）
0547-36-0511（町）
株式会社まちづくり島田

子どもが大きくなって使わなくなった衣類やおもちゃはありませ
んか？寄付していただける方は、「つどいの広場きしゃぽっぽ」開
催場所（しまいく参照）までお持ち下さい。

子どもの衣類・おもちゃ・絵本など、まだまだ使えるいいモノを集
めて、子育て中の家族にプレゼントします。

休日にJAZZでリラックスタイムをお過ごしください。

2019 もったいないをプレゼント

８月３日(土)・４日（日）
島田市本通り・駅前通り商店街

日時
会場

島田夏まつり令和元年

吉例

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。）

17日・18日土 日8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!!

しまだ元気市次回開催は
8月24日（土） 
17:00～（夕涼み市）

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！ 

7.20（土） 17:00-20:00おび通りを”ざわざわ”させたい人

大募集 ! !

SCHEDULE

第208回 しまだ元気市「夕涼み市」
●お囃子演奏
　第壱街お囃子連・第二街若嶋連・
　島三小お囃子クラブ・囃響会・鼓友会・稲宮曾 17：30頃～
●手作り灯籠展示 18：30頃～
●手持ち花火お楽しみ会 19：20頃～

※雨天中止

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。

午前9:00
午後13:30

11:00
15:30

令和元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

問い合わせ

8月1日（木）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。
金谷生きがいセンター夢づくり会館
TEL 0547-46-0075

1
2
3
4
5

10月1日
10月16日
11月12日
11月26日
12月10日

火
水
火
火
火

10月14日
10月27日
11月24日
12月8日
12月22日

月
日
日
日
日

6
7
8
9

1月7日
1月21日
2月11日
3月10日

火
火
火
火

1月19日
2月2日
2月24日
3月22日

日
日
月
日

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

①夢づくり会館　②プラザおおるり
③歩歩路　④ぴ～ファイブ しまだ音楽広場
⑤川根文化センター       ※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


