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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（金） に下記の新規受付を予定しています。
・令和２年11月分プラザおおるりホール
・令和２年  5月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・令和元年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

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

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
https://eplus.jp/

チケット販売プレイガイド

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 令和元年11月15日（金）

チケット好評発売中
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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

おおるりチケット情報

【プレイガイド】
☎0547-36-7222
☎0547-46-0075
☎0547-53-3511
☎0547-36-3000
☎0547-46-3131

□プラザおおるり
□夢づくり会館（月曜休み）
□川根文化センター（月曜休み）
□サウンドイシカワ
□大鉄観光サービス（日曜休み）
□イープラス
★プレイガイドにより販売時間が異なりますのでお問合せください。

〔お問合せ〕　プラザおおるり TEL.0547-36-7222

土偶・埴輪を作ってみませんかアルゼンチンタンゴ2019
～進化を続ける情熱たち～

エンリケ＆カロリーナ
9月18日（水）プラザおおるり
ホールにてアルゼンチンタン
ゴ2019を開催しました。

Ⓒキッチンミノル

※未就学児入場不可
※プラザおおるりは、発売日当日のみ購入枚数をお一人様10枚までといたします。
※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。

プラザおおるり…………………………… ℡0547-36-7222
午前8時30分発売開始、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。
夢づくり会館（月曜休み）………………… ℡0547-46-0075
サウンドイシカワ ………………………… ℡0547-36-3000
大鉄観光サービス（日曜休み）…………… ℡0547-46-3131
チケットぴあ［Pコード：496-994］……… ℡0570-02-9999
［WEB］http://t.pia.jp/
ローソンチケット［Lコード：42024］…… ℡0570-084-004
［WEB］https://l-tike.com/order/?glcode=42024

お問合せ：プラザおおるり 0547-36-7222

前売 3,500円（税込）

当日 4,000円（税込）
（全席指定・税込）

令和2年
2月19日㈬

プラザおおるりホール

開場 18時00分
開演 18時30分

第41回
しまだ寄席

令和元年

11月10日㈰
発売開始

親子のためのクラシックコンサート

2020年3月15日㈰
14時00分開演（13時30分開場）
プラザおおるりホール

入場料全席指定
一　　　般
小学生以下

2,000円
500円

主　　催：島田市教育委員会
主　　管：株式会社まちづくり島田

お問合せ：プラザおおるり指定管理者
　　　　　㈱まちづくり島田
　　　　　TEL0547-36-7222

※0歳から入場可。3歳以下膝上鑑賞無料

※プラザおおるりでは、前売券の発売を11月23日（土）
　午前8時30分より開始いたします。
　発売当日はチケットの残券がある場合は13時より電話での予約可。

ズーラシアンウッドウインズ
＆ズーラシアンブラス

●演奏予定曲目●
・さくら幻想曲
・山の音楽家じゅんばん協奏曲
・木管おゆうぎ
・となりのトトロメドレー
・昆虫大図鑑　ほか

チケット発売日
11月23日（土）

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。）

9日・10日土 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!!

10月の夢づくり陶芸教室10月の夢づくり陶芸教室

陶芸教室陶芸教室

●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：11月17日（日）
参加料：2,000円 ※年齢制限なし
1kgの粘土で作りたいだけ作れます。
定　員：各講座15名

認知症予防
音楽セラピー教室 音楽広場 リトミック

・11月4日～〔月曜日〕13:30～14:30
・月謝　1,000円
・講師　馬場晶子氏（ドルチェ音楽教室主宰）
・申込　しまだ音楽広場 0547-34-2233（火曜定休）

・11月4日～〔月曜日〕10:00～11:00
・参加費　500円（1回）
・申込は必要ありません（ぴ～ファイブの駐車券補助あり）
・お問合せ　ぴ～ファイブ音楽広場 0547-34-2233（火曜定休）

音楽とリズム遊びでイキイキ、楽しく認知症予防をしましょう♫
音楽に合わせて体を動かして創造力や表現力を育てましょう。

親子で楽しく音楽とふれあいます。

申し込み・問合せ：夢づくり会館 TEL0547-46-0075
　　　　　　　　　（8：30～21：00尚月曜は休館日です）

1回目　9：00～11：30
2回目　13：00～15：30

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
「角皿」
を作ろう

開催日 内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

10月25日㈮
11月15日㈮
11月22日㈮

昼の部
9：00～▶

夜の部
19：00～▶

開催日
10月31日㈭
11月１日㈮
11月14日㈭
11月21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

番外編

ぴ～ファイブ
☆しまだ音楽広場

ぴ～ファイブフリーマーケット

場　所：ぴ～ファイブ音楽広場
出店料：1,000円（当日支払）
区　画：2m×2m
申　込：ぴ～ファイブ音楽広場
　　　　0547-34-2233

令和元年12月14日（土）
10：00～14：00

「フリぴ～！」

☆おばけを探しておかしをもらおう！
☆参加費無料
☆仮装グッズあります！

10月31日（木）9：00～17：00

問合せ　しまだ音楽広場 0547-34-2233（火曜定休）

ハロウィン開催！

11月スタート
詳しくはお問合せください。

11月スタート
詳しくはお問合せください。

室内だから
お天気の心配が
ありません！出店者募集！

☎0547-36-7222

☎0547-46-0075
☎0547-53-3511
☎0547-36-3000
☎0547-46-3131
https://eplus.jp

プラザおおるり

夢づくり会館（月曜休み）
川根文化センター（月曜休み）
サウンドイシカワ
大鉄観光サービス（日曜休み）
イープラス
＊プレイガイドにより販売時間が異なりますのでお問い合わせください。

＊プラザおおるりでは、11月2日（土）午前8時30分発売開始
  チケットの残券がある場合は13時より電話予約可

宝くじおしゃべり音楽館
想い出のスクリーンミュージック

４才以上の
お子様から
入場出来ます

BSテレ東「おんがく交差点」が評判。
素敵なおしゃべりの贈り物

トーク＆ナビゲーター　春風亭小朝
あのミュージカルの名曲を
オーケストラとともに
歌　島田歌穂

NHK FM「弾き語りフォーユー」で
お馴染みの弾き語りコーナー
ピアノ　小原　孝

2020年2月15日（土）
島田市民総合施設プラザおおるりホール

主催／島田市、島田市教育委員会、（一財）自治総合センター
後援／静岡新聞社・静岡放送、K-mix

□お問合わせ／プラザおおるり㈱まちづくり島田 ☎0547-36-7222

・4才以上のお子様から入場できます。宝くじの助成により、特別料金になっております。

一　　　般 2,500円（当日 3,000円）
高校生以下 1,500円（当日 2,000円）

全席指定
（税込）

11月2日（土）
前売券発売開始！

開演14：00（開場13：30）

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

宝くじおしゃべり音楽館 検索

しまだ

　　
音楽
広場

春風亭一之輔 独演会

音楽の絵本 検索
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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…5・6・7（～13：00）・8（15：00～）・9・12・19・26（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
島田市民文化祭実行委員会
０５４７－３６－５４２０
島田市民文化祭実行委員会
０５４７－３６－５４２０
島田市民文化祭実行委員会
０５４７－３６－５４２０
島田市民文化祭実行委員会
０５４７－３６－５４２０
島田市民文化祭実行委員会
０５４７－３６－５４２０
島田市立島田第一小学校
０５４７－３５－５２１１
プラザおおるり
０５４７－３６－７２２２
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
島田市民文化祭実行委員会
０５４７－３６－５４２０
島田市民文化祭実行委員会
０５４７－３６－５４２０
島田市民劇場（平日１２時～１７時）
０５４７－３７－７００５
島田ジャズ研究会（岩本）
０７０－６６４５－７７４１

第６２回 島田市民文化祭　合唱と器楽発表会

第６２回 島田市民文化祭　島田吟詠剣詩舞のつどい

第６２回 島田市民文化祭　民踊と舞踊のつどい

第６２回 島田市民文化祭　健康体操発表会

第６２回 島田市民文化祭　邦楽とお囃子のつどい

島田市小学校音楽発表会

三遊亭小遊三、三遊亭遊喜　親子会

第６２回 島田市民文化祭　太鼓と音楽とダンスの祭典

第６２回 島田市民文化祭　大正琴のつどい 

第６２回 島田市民文化祭　洋楽のつどい

金谷文化産業祭　芸能 on ステージ

歌いま専科 秋

T-1 グランプリ in 島田

シダ ビジネス チャレンジ（第6回）

令和元年度
明るく安心して暮らせるまちづくり市民大会

島田市民劇場１１月例会
劇団青年座「からゆきさん」

島田ミッドナイト・ズー・リハーサル・オーケストラ
第１２回リサイタル 

全席指定
前売3,500円
当日4,000円

会員
随時会員受付中
全席自由
1,000円
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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

島田市産業支援センター
0547－54－5760

朝日テレビカルチャー島田スクール
0547-37-1941

島田茶業協同組合/島田市農林課
0547－36－7409  

朝日テレビカルチャー祭2019
～ 受講生作品展とワークショップ ～

19：00

13：00

20：30

無料
（要申込）

（8：30受付）
9：00

11/29（金） 13：00
11/30（土） 10：00
12/1（日） 10：00

17：00
17：00
15：00

無料
（要申込）

10

14

29
〜
12/1

金
〜
日

日

木

地域交流センター歩歩路ホール

島田市民文化祭実行委員会
０５４７－３６－５４２０

＜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

※島田市民文化祭展示について、会場は展示ホールの他、大会議室、第1・3多目的室でも開催されます。

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
金谷文化祭実行委員会
090－1758－4628（望月）
秋田
090－3937－6649

15：00

17：00

9：00 無料

無料

3

17

日

日

夢づくり会館ホール

11月催物のご案内

10月の開催はありません。

同時開催
グリーン

フェスティバル
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！ 

11.24（日）9:00-おび通りを
”ざわざわ”
させたい人 大募集 ! !

SCHEDULE

第211回 しまだ元気市「朝市」
●街角ライブ（予定）ほか
●商店街ポイントラリー開催

※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。

開場9：00
開演9：30

第62回 島田市民文化祭　３期展示
絵画、アートフラワー、植物画・版画、手編み

第62回 島田市民文化祭　２期展示
写真、うちらの孫写真、山野草・盆栽、書道

島田市民文化祭実行委員会
０５４７－３６－５４２０

土

土

日

火

金

土

日

日

水

土

１６：００

１６：００

１６：３０

２０：３０

１６：００

１５：３５

２０：３０

１６：００

１６：３０

１６：００

１６：３０

２１：００

１６：００

１３：３０

１２：３０

１０：３０

１７：３０

１３：００

１２：３０

１３：３０

１３：３０

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
令和元年12月5日（木）当日消印有効
令和2年2月14日（金）入賞者に通知、及び、㈱まちづくり島田ホームページ上
令和2年3月22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15回  大　賞　すきやきの　肉は心の　目で見ろと

　　　　準大賞　昭和っぽ～い　間もなくおまえも　平成っぽい
P.N やま（福井県）

笠井ひろみ（東京都）

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16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

2020年３月20日金
島田市民総合施設
プラザおおるりホール

※未就学児入場不可

主催：島田市教育委員会　主管：株式会社まちづくり島田
お問合わせ：プラザおおるり 株式会社まちづくり島田 ☎0547-36-7222

【開場】13：30 【開演】14：00

2019年12月8日日
ごはんcafé かりん　川原静花氏が教える

クリスマスのお菓子「シュトーレン」

〈一　　　般〉 2,500円（税込）
〈高校生以下〉 1,500円（税込）

全席指定

☎0547-36-7222

☎0547-46-0075
☎0547-53-3511
☎0547-36-3000
☎0547-46-3131
https://eplus.jp

□プラザおおるり

□夢づくり会館（月曜休み）
□川根文化センター（月曜休み）
□サウンドイシカワ
□大鉄観光サービス（日曜休み）
□イープラス

☎0547-36-7222
☎0547-33-1550
☎0547-46-0075

プラザおおるり
島田市地域交流センター歩歩路
夢づくり会館

プレイガイド

＊プレイガイドにより発売時間が異なりますのでお問合わせください。

＊「プラザおおるり」では、前売り券の発売を9月29日（日）午前8時30分より開始いたします。
  発売当日は13時より電話予約可能です。

【プレイガイド】

チケット
好評発売中

KINJIRO! 検索

場　　所
対　　象

受 講 料
受付開始

申込方法
問 合 せ

プラザおおるり 2階 栄養指導室
小学生から大人まで
（小学生は保護者の方の付き添いをお願いします）
3,000円（材料費込）
11月3日（日）8：30から受付開始
（受付時間8：30～17：00）
お電話にて受付
プラザおおるり Tel0547-36-7222

おおるり料理教室おおるり料理教室

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

＜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

森田妙子
0547－45－3322全国和紙ちぎり絵金谷教室

金谷文化産業祭 文化展 

11月12日（火）10：00～
11月24日（日）15：00

金谷文化祭実行委員会10月29日（火）～
11月10日（日）

日
祝
月
振

土
祝

（９：３０）
１０：００
（１８：００）
１８：３０
（１２：４５）
１３：３０

（１８：００）
１８：３０
（１３：３０）
１４：００

１１月１５日（金）～１１月１７日（日）
９：００～１７：００（最終日は１６：００まで）

１１月２２日（金）～１１月２４日（日）
９：００～１７：００（最終日は１６：００まで）

無料

島田市民総合施設プラザおおるりホール
一般 2,000円　高校生以下 1,500円
全席自由（当日各500円増）

〈お問合わせ〉050-5317-1832（鈴木）
keishi.pfcd.concert@gmail.com

開場 13：30　開演 14：00開場 13：30　開演 14：00
2019年12月1日（日）鈴木啓資と　　　

　　門下生による
ピアノコンサート

T.J.P.P.A.L コンサートT.J.P.P.A.L コンサート
ティー・ジェイ・パル

話題の

パフォーマンス系

パーカッション・

アンサンブル

2019年

プラザおおるりホール

地元島田市出身
初鹿野 翔 出演

【開場】13:30
【開演】14:00

〈一般〉1,500円 〈小学生以下〉500円税込 税込

※未就学児膝上鑑賞無料

12月15日日
全席自由 チケット

好評発売中

主催：島田市教育委員会　主管：株式会社まちづくり島田

【プレイガイド】
□プラザおおるり TEL.0547-36-7222

TEL.0547-46-0075
TEL.0547-53-3511
TEL.0547-38-0002
TEL.0547-37-3087

お問合せ プラザおおるり　TEL.0547-36-7222

□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）

TEL.0547-36-3000
TEL.0547-46-3131
https://eplus.jp

□サウンドイシカワ
□大鉄観光サービス（日曜休み）
□イープラス


