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春風亭一之輔 独演会

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

1月4日（土）  に下記の新規受付を予定しています。
・令和２年  7月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・令和２年  2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

【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。

11月15日（金）プラザおおるり
ホールにて三遊亭小遊三・三遊
亭遊喜 親子会を開催しました。

Ⓒ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

チケット好評発売中

三遊亭小遊三
三遊亭遊喜 親子会

☎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

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

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！

プラザおおるりホール改修工事：令和2年12月1日～令和3年3月31日 ホールをご利用出来なくなりますのでご了承ください。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
お問い合わせ：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

教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料

10回20人 3,000円

～子どもの教室～
☆キャンディーポップ

☆キッズ ポップ

…

…

☆やさしい椅子体操

☆かる～い体操

☆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

8回 2,400円

～大人の教室～
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。
60歳以上の女性を対象にした教室です。歩く
事を主に普段使わない筋肉を動かします。
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
9:30～10:30
18:00～19:00
19:00～20:00

　　　やさしい椅子体操 女性対象
かる～い体操　女性対象
リズム体操　女性対象
かる～い体操　女性対象
かる～い体操　女性対象
リズム体操　女性対象
かる～い体操　女性対象
かる～い体操　女性対象
リズム体操　女性対象
シニア体操　男性対象

金曜日
月曜日
月曜日
火曜日
水曜日
水曜日
木曜日
金曜日
金曜日
火曜日

10:45～11:45
13:20～14:20
14:30～15:30
9:20～10:20
9:30～10:30
10:35～11:35
14:30～15:30
9:30～10:30
10:35～11:35
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

12月19日（木）8：30～
新規参加者の募集開始

プラザおおるり体操教室1月～3月 参加者募集のご案内

お気軽に
ご参加下さい！

NEW

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

音楽の絵本 検索

日　時

参加費
場　所
内　容

問合せ

令和2年1月6日（月）・20日（月）・27日（月）
13時30分～14時30分
※2月以降も毎月月曜日に月３回開催します
1,000円（一ヶ月）
ぴ～ファイブしまだ音楽広場
文部省唱歌やリズム遊びを通じ、たくさん笑って脳トレをします。
笑うことは認知症予防に最適です！楽しい教室が待っています！
0547-34-2233（火曜定休）
ぴ～ファイブしまだ音楽広場　島田市本通5丁目2-2

認知症予防脳トレ教室 ～音楽・リズムでいきいき～



－ 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 ◆1月屋内公園ご利用頂けない日…1・2・3・7・11・12（～13：00）・14・21・26（雨天時のみ）・28（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
島田市危機管理課
０５４７－３６－７２１２令和２年　島田市消防団出初式

第３６回　志太地区高校演劇研究発表会

防災講演会

静岡県書きぞめ島田地区展

第３０回 静岡県ヴォーカルアンサンブルコンテスト

静岡県書きぞめ島田地区展　表彰式

ホール　　大会議室ホ○ 大○

昭和を唄う想い出歌謡祭

金谷ふるさとの歌まつり

津村音楽教室　第5回音楽発表会

第28回歩歩路骨董祭

趣味事手仕事　作品展示体験会

島田岳心会　初吟会

２０２０健康講演会
ガッテン流 ラクして得する！！オモシロ健康学
島田市民劇場１月例会
劇団 朋友「ら・ら・ら」
静岡県立島田工業高等学校　吹奏楽部
第２４回　定期演奏会

新春落語
（柳家権太楼・柳家さん光）
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無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料
整理券要
会員

随時会員受付中
前売　３００円
当日　４００円

無料
入場整理券必要
（お問合せ下さい）

4

12

13

15

18

19

24

25

26

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
津村
090－2576－8358  
島田市地域交流センター歩歩路
0547－33－1550
趣味事手仕事　作品展示体験会実行委員会
(代) 鈴木美香　080－5294－0765
川合
0547－37－6517

14：00

9：00

10：00

13：00

しまだ市民活動センター（歩歩路）
0547-33-1550市民活動センター登録団体紹介シートの展示　　　　　　　　  

公文書写カレンダー作品展 森田
0547-36-3429

12月17日（火）～1月7日（火）

1月14日（火）～1月27日（月）

＜展示期間／時間＞ ＜主催／問い合せ＞＜催　物＞
地域交流センター歩歩路展示コーナーのご案内 地域交流センター歩歩路

15：00

16：00

15：00

17：00

無料

無料

無料

無料

5

25

26

日

土

日

地域交流センター歩歩路ホール

島田市立島田第二小学校（森下）
0５４７－３７－２２１３

＜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
横山
090－9920－3699
金谷オリジナル会
0547－46－3582（村松）

17：00

18：00

9：30

9：15

無料

無料

12

19

日

日

夢づくり会館ホール

1月催物のご案内

島田市内小中学校書写作品展

土

日

水

土

日

金

土

日

１２：００

１７：３０

１５：３０

２１：００

２０：0０

１6：００

２０：３０

１５：３０

９：３０

１４：3０

１４：００

月
祝

静岡県立焼津水産高等学校（総務高：伊藤）
０５４－６２８－６１４８

（９：００）
９：３０

島田市国保年金課
０５４７－３４－３２９５

（１２：３０）
１３：３０

島田市民劇場（平日１２時～１７時）
０５４７－３７－７００５
静岡県立島田工業高等学校（大内）
０５４７－３７－４１９４

（１８：００）
１８：３０
（１７：３０）
１８：００

島田市危機管理課
０５４７－３6－7320

（１８：００）
１８：３０

島田榛北地区労働者福祉協議会（月・水・金１０時～１５時）
（事務局）０５４７－３６－７３７１

（小林）
０９０－１２３８－７７８９

島田地区書きぞめ展実行委員会（弓岡）
０５４７－３６－１３２１

１０：００
予定

１８：００
予定

９：００～１７：００
（最終日は１６：００まで）

島田地区書きぞめ展実行委員会（弓岡）
０５４７－３６－１３２１

１月２５日（土）～２８日（火）
９：００～１６：３０（最終日は１５：００まで）

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日・12日土 日1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。）

日にち 令和元年12月22日（日）
時　間 9：00～11：00
場　所 夢づくり会館 1Ｆ 創作の部屋
参加料 2,000円（材料費込み）
 直径約25cmの藤の枝の
 リースを使用します
定　員 先着15名限り
問合せ 夢づくり会館0547－46－0075

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

しまだ元気市次回開催は
1月26日（日） 
9:00～（朝市）

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！ 

12.22（日）9:00-12:30おび通りを”ざわざわ”させたい人

大募集 ! !

SCHEDULE

第212回 しまだ元気市「朝市」
●村松遼太郎さんのけん玉教室
街角ライブ
●ビバーチェ ライブ 11：00頃～
●金谷高校書道部パフォーマンス 12：10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。

第4期 ボールエクササイズ第4期 ボールエクササイズ
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。
※ボールの上にのることを考慮してください。

らくらく健康ヨガ教室らくらく健康ヨガ教室
～初めての方のヨガ教室、みなさん身体をゆるめてから簡単な
ポーズをきめてみませんか～

●講　師：熊澤正子（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）
●会　場：健康づくりの部屋
●時　間：19:30~21:00
●対　象：成人男女（ご夫婦参加・男性参加大歓迎です）
●受講料：3,000円
●定　員：25名
●用　意：バランスボール（65cm径）
　　　　　各自持参　グリップが効くスポーツシューズ、
　　　　　　　　　　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）
●日　程：下記日付で、いずれも 金曜日です
　　　　　１月24、31日　2月7、28日　3月13日
●受　付：12月25日（水）より
●問合せ：夢づくり会館0547-46-0075

夢づくり　体操教室　生徒募集夢づくり　体操教室　生徒募集
夢づくり会館
0547-46-0075（8：30～21：00）
（休館：月曜　祝日振替翌日）

ミニSL運休のお知らせ

☎0547-36-7222
☎0547-46-0075
☎0547-33-1550
☎0547-34-2233

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
ぴ～ファイブしまだ音楽広場

日・曜日
施設名 連絡先32131302928272625 7654
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○利用できる日　　×休館　　△夜間休館及びホール舞台使用不可

島田市中央公園ミニSL
令和元年12月28日（土）～令和2年2月29日（土）まで
休業とさせていただきます。

年末年始の休館のお知らせ

※ぴ～ファイブ駐車場は、24時間年中無休で入出庫することができます。初詣等にご利用ください。
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第21回 夢づくり展 特別企画　協力：青島文化教材社

申込み：お電話または直接来館してお申し込みください。0547-46-0075
場　所：夢づくり会館 学習の部屋
主　催：島田市文化協会　共催：株式会社まちづくり島田
この講座の収益金の一部は島田市社会福祉協議会へ寄付させていただきます。

定員：各回25名　1,000円２車種２色の中から１台選んでください

令和2年1月13日(月)
より受付開始

2/8(土)
午前の部 10：00～
午後の部 13：30～

※各ボディ色は数に限りがございますので先着順とさせていただきます。

楽プラ体験教室
ＮＩＳＳＡＮ ＧＴ-Ｒ ＆

スズキ Ｎｅｗジムニーを作る
要予約

絶賛
受付中

●開催場所：島田市生きがいセンター 夢づくり会館 ２Fホール
●講　　師：中田光代
　　　　　　（健精楽ヨガ指導員・NPO法人沖ヨガ協会2級指導員・静岡県ヨガ連盟正指導員）
●開催日時：1月21日　2月4日/18日　3月3日/17日
　　　　　　全5回　火曜日10:00～11:30
●受講料金：3,000円
●講座定員：30名　※定員に満たない場合は開催しません
●受講対象：成人男女
　　　　　　（初心者向きでご夫婦での参加や男性の方大歓迎）
●受講用意：ヨガマットもしくはバスタオル
●募集開始：令和元年12月21日（土）
●申 込 み：島田市金谷生きがいセンター夢づくり会館
●問 合 せ：電話0547-46-0075

オレンジ 銀
青 アイボリ


