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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

12月1日（日） 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会議室等（月1回）
・令和２年  1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

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

【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。

10月31日（木）しまだ音楽広
場にてハロウィンイベントを
を開催しました。

Ⓒキッチンミノル
プラザおおるり …………………………… ℡0547-36-7222
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
ローソンチケット［Lコード：42024］…… ℡0570-084-004

前売 3,500円（税込）

当日 4,000円（税込）
（全席指定・税込）

※未就学児入場不可

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

チケット
好評発売中

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

※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

チケット発売日
11月23日（土）

ぴ～ファイブフリーマーケット

お問合せ：ぴ～ファイブしまだ音楽広場
　　　　　0547-34-2233（火曜休）

ぴ～ファイブしまだ音楽広場 0547-34-2233（火曜休）

クイズラリー！！

令和元年12月14日（土）
10：00～14：00

「フリぴ～！」開催

ハロウィン開催！

室内だから
お天気の心配が
ありません！

出店者募集中！

同時開催

☎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

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

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）
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

・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）

チケット
好評発売中

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

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

□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

おおるりチケット情報〔お問合せ〕 プラザおおるり TEL.0547-36-7222

ぴ～ファイブ☆しまだ音楽広場

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

第28回 歩歩路骨董祭

令和2年1月11日（土）～13日（月・祝）
午前9時～午後4時
島田市地域交流センター歩歩路　多目的ホール
株式会社まちづくり島田・骨董祭実行委員会

日時

会場
主催

※ぴ～ファイブ駐車場と柳町駐車場の駐車割引があります。
　歩歩路受付へお申し出下さい。

問合せ：島田市地域交流センター歩歩路　0547-33-1550

地元を中心とする
古物商達による
掘り出し物の数々
古道具・古布・掛軸・
古食器・書画など
何があるかはお楽しみ！

お申込
お問合せ

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」

おおるり料理教室

場　　所
対　　象

受 講 料
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）
お電話にて受付中（受付時間8：30～17：00）
プラザおおるり Tel0547-36-7222

豪華景品があたる！参加費 100円
ぴ〜ファイブクエストⅢ

場　所：ぴ～ファイブ音楽広場
区　画：2m×2m
出店料：1,000円（机2・イス2つき）

子供服・大人服・
ハンドメイド雑貨

出店予定！
ぜひ来場下さい。

フリマ
出店内容

春風亭一之輔 独演会

音楽の絵本 検索

音楽広場
こども

きょうしつ

アート教室
じっくりと１つのモチーフを描きながら、絵のテクニックを指導します。
絵が好きな子におすすめの教室です。お気軽にご参加ください。

定　員
受講料
持ち物

先生作品

10名（要申込）
3,000円（全３回）
鉛筆・消しゴム・絵の具セット

開催日 1月19日（日）10時～12時
2月16日（日）10時～12時
3月15日（日）10時～12時



－ 3 － － 2 －

（17：30）
18：00

大　人

中学生
 ～22歳
小学生

幼児以下無料

（一般）2,000円
（会員）1,500円
（一般）1,200円
（会員）1,000円
（一般）700円
（会員）500円

一般2,000円
中学生以下1,500円

（13：30）
14：00

受講生募集

ぴ～ファイブしまだ音楽広場ぴ～ファイブしまだ音楽広場 ◆12月屋内公園ご利用頂けない日…3・10・13（13：00～）・14・17・19・20（～13：00）・24・28・29・30・31（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
（鈴木）
０５０－５３１７－１８３２
島田北幼稚園
０５４７－３６－１２７２
島田マンドリンアンサンブル（鈴木）
０５４７－３６－４５８４
静岡県中部健康福祉センター福祉課
０５４－６４４－９２７６
認定こども園　島田中央幼稚園
０５４７－３７－２７３３
プラザおおるり
０５４７－３６－７２２２
（杉浦）
０９０－３２５９－７３９３

鈴木啓資と門下生によるピアノコンサート

島田北幼稚園　音楽会

T.J.P.P.A.L　コンサート

音と舞チャリティーコンサート

ステージパフォーマンス in 夢づくり
～ Invited by Around ～

クリスマスパーティー♪2019

浅原ハーモニカ・オカリナ教室　発表会

ソプラノ歌手とピアノによるクリスマスコンサート

ピアノ発表会

島田マンドリンアンサンブル
第４４回 マンドリンコンサート
令和元年度　人権講演会
『消えた子どもたち～虐待と貧因の現場で何が起きているか』 

認定こども園
島田中央幼稚園　音楽リズム発表会

２６ねんめ レッド・ポイント・ブラザーズ
クリスマス　コンサート

全席自由
前売・当日
500円

全席自由
一　　　般1,500円
中学生以下　500円

無料
事前申込要
先着順

一　　　般400円
高校生以下200円
当日各100円増

全席自由
一　　　般2,000円
高校生以下1,500円
(当日各500円増）

○

○

○

○

○

○

○

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

無料

無料

1

7

8

11

14

15

22

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

マホロバ島田店
0547－35－5666

浅原
090－4197－7826
久米
090－9173－7008
北川徳子
0547－37－5133  

島田市国際交流協会・
リッチモンド友好委員会
0547－36－7390

運をコントロールできる考え方革命で家庭から幸せを広げる
講師　西口　豊氏　（マホロバ代表）　   9：30

13：00

14：00

20：00

11：30

16：20

15：30

16：00

5,000円

無料

無料

7

11

15

21

22

土

水

日

土

日

地域交流センター歩歩路ホール

島田市生活安心課 市民相談係
０５４７－３６－７１５３

＜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

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
島田市金谷生きがいセンター
0547－46－0075
金谷大井川川越し太鼓保存会
090－7602－9868（和田）

15：30

16：00開演13：00

無料

無料

8

15

日

日

夢づくり会館ホール

12月催物のご案内

しまだ元気市次回開催は
12月22日（日）9：00～SCHEDULE

開場 13：30
開演 14：00

島田市人権啓発ポスター展

島田市小中学校図工・美術作品展 島田市立島田第二中学校
０５４７－３７－６１９１

日

土

日

水

土

日

日

１６：００

１２：００

１５：３０

１５：１０

１２：１０

１６：００

１７：３０

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

プラザおおるり　TEL0547-36-7222

※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

〈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

【プレイガイド】

チケット
好評発売中

KINJIRO! 検索

＜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

静岡県立吉田特別支援学校
0548－23－9871吉田特別支援学校作品展　絵画作品と立体作品 12月11日（水）～12月20日（金）

最終日は正午まで

（１３：３０）
１４：００

（８：３０）
９：００

（１３：００）
１３：３０

（１３：００）
１３：３０

（８：３０）
８：５０

（１３：３０）
１４：００
（１３：３０）
１４：００

１２月４日（水）～１２月８日（日） 
９：００～１６：００（初日のみ１３：００～１６：００）
小学生の部　１２月１２日（木）～１２月１８日（水）
中学生の部　１２月１９日（木）～１２月２５日（水）
９：００～１６：００（各最終日は１５：００まで）

椅子体操
無料体験会

11月22日（金）
12月6日（金）

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。）

14日・15日土 日12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!!

12月の夢づくり陶芸教室12月の夢づくり陶芸教室
●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。）

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
「ラーメンどんぶり」

を作ろう

開催日 内容

成型・仕上げ
薬掛け
講　評

12月20日㈮
1月17日㈮
1月24日㈮

昼の部
9：00～▶

夜の部
19：00～▶

開催日
12月26日㈭
12月27日㈮
1月16日㈭
1月23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

●講　師：熊澤　正子
　　　　　（日本コンディショニング協会認定トレーナー）
●会　場：五和会館　和室　　　
●時　間：19：30～21：00
●対　象：成人男女
●受講料：3,000円
●定　員：20名
●用　意：タオル、バスタオル、飲み物
　　　　　動きやすい服装（ジャージ等）
●日　程：下記日付で、いずれも 金曜日です
　　　　　12月20日　1月10、17日　2月14、21日
●受　付：11月26日（火）
●電　話：夢づくり会館46-0075

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！！

第４期 ボディーコンディショニング教室
開　催：令和元年12月8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
主　催：株式会社まちづくり島田
後　援：島田市教育委員会
出演者：Around
　　　　enjoy 4 ever
　　　　Blue Cats
　　　　わくわくスポーツクラブ
　　　　プルメリア     
　　　　UNTAKAだんす隊
　　　　　　　　　　順不同
入場料：無料
　　　　全席自由

ステージパフォーマンス in 夢づくり
～Invited by Around～

おび通りで開催

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

　

<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！ 

11.24（日） 同時開催9:00-13:30 10:00～

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 ! !

第211回 しまだ元気市「朝市」 NaturalLifeMarket
with GREEN

・ナチュラルマルシェ出店
・ステージイベント　・ポイントラリー抽選会　他
　問合せ NaturalLifeMarket実行委員会
　杉本（090-3937-5052）

●街角ライブ（おび通り北側）

●島田工業高校新体操部の演技（おび通り南側）10：30頃～

こさわもも オカリナ演奏 （9：50頃～）
陽の気（ひのき） 雅楽演奏 （11：30頃～）

☎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

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

プラザおおるり体操教室プラザおおるり体操教室

60歳以上の女性を対象にした教室で、椅子に座りながら普段使わない
筋肉を音楽に合わせて動かします。
運動が苦手な方、初めての方大歓迎！！みんなで一緒に楽しく運動する
ことで体中のいろいろな筋肉を動かせます。お気軽にご参加ください。
クラス
場　所
日　程
参加料
持ち物
服　装
対　象
講　師
定　員
申　込

※参加者以外の入室はできません。
※詳細についてはプラザおおるり受付までお問合せください。
※現在治療中の方、疾病のある方は必ず医師の許可を得てからご参加ください。

椅子体操　金曜日　10：45～11：45
プラザおおるり2階第1練習室
11月22日・12月6日
無料
飲み物
体操の出来る服装で靴下着用
60歳以上の女性
杉本享子氏
各日20名（先着順）
11月11日（月）8：30～
電話又は直接来館してお申込み下さい。


