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月88 プラザおおるり　教室・
イベント等 最新情報は、
ホームページにて確認い
ただけます。

プラザおおるり
ホームページ

新型コロナウイルス感染状況により、掲載したイベント等が中止・延期になる場合があります。

9月の夢づくり陶芸教室9月の夢づくり陶芸教室

テーマ
「小鉢」
を作ろう

開催日 内容
成型・仕上げ

薬掛け

講　評

9月18日㈮

10月 2 日㈮

10月 9 日㈮

昼の部
9：00～▶

夜の部
19：00～▶

開催日
9月10日㈭
9月11日㈮
10月 1 日㈭
10月 8 日㈭

内容
成　型
仕上げ
薬掛け
講　評

●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。）
●定　員　13名
●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。

秋の夜長
陶芸に向き合ってみませんか？
初心者の方にお勧めです。

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。）

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。）

5日・6日土 日9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!!

♪対　象：小学生～一般のピアノ経験者
♪場　所：プラザおおるりホール
♪申込み：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～
④12：00～  ⑤13：00～  ⑥14：00～
⑦15：00～  ⑧16：00～  ⑨17：00～
⑩18：00～  ⑪19：00～  ⑫20：00～

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）─

9月の開放日

6（日）12（土）26（土）

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。

※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

第２期 らくらく健康ヨガ教室

●講　師

●会　場
●時　間
●対　象
●受講料
●定　員
●用　意
●日　程

●申込み

中田光代（健精楽ヨガ指導員・NPO法人ヨガ協会
2級指導員・静岡県ヨガ連盟正指導員）
島田市生きがいセンター　夢づくり会館 別館 和室
１０：００～１１：３０
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）
３，０００円
15名
ヨガマットもしくはバスタオル
下記日付で、全５回
いずれも火曜日です
9月15日　10月6日
10月20日　11月17日
12月1日
夢づくり会館４６-００７５

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

募集中



〔月刊おおるりは、古紙を利用した再生紙を使用しています。〕
令和２年８月15日発行（毎月1回発行）　編集・発行（株）まちづくり島田　島田市本通5丁目2番の2 ☎36-7222

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
（月曜休館）

プラザおおるり
受付のご案内

9月1日（火）  に下記の新規受付を予定しています。
・令和３年  9月分プラザおおるりホール
・令和３年  3月分プラザおおるり会議室等（月1回以上）
・令和２年10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　展示ホール
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

9月催物のご案内

新型コロナウイルス感染症は、引き続き慎重な対応が必要とされています。そのため8月の
元気市は、中止とさせていただきます。今後の予定につきましては、決定次第紙面及びま
ちづくり島田HPにてお知らせします。

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！ 

おび通りを
”ざわざわ”
させたい人 大募集!!

SCHEDULE

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。

しまだ元気市開催中止のお知らせ

当施設は、緊急事態宣言などにより売上減少した事業者の家賃支援給付金申請サポート会
場となっています。令和２年８月31日（月）まで屋内公園および音楽スタジオ（Ｃ）は終
日ご利用いただけません。９月以後の予定は未定です。決定次第紙面及びまちづくり島田
HPにてお知らせします。なお、Ａスタジオ・Ｂスタジオはご利用いただけます。

家賃支援給付金に関する問い合わせ：家賃支援給付金コールセンター TEL0120-653-930
受付時間 8：30～19：00（土日・祝日を含む）

ぴ～ファイブ しまだ音楽広場　問い合わせ：受付時間 TEL0547-34-2233（9：00～17：00）（スタジオ火曜休館）

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演会場 主催／問い合せ入　場　料　等
島田市民劇場
（月～金 １２時～１７時）
０５４７－３７－７００５

ホールホ○

社会人大学島田教室
「2020年から未来へ向けてのスポーツ」
生島　淳氏/スポーツジャーナリスト
社会人大学島田教室
「版画家 棟方志功の世界～東海道棟方版画を巡るあれこれ～」
石井頼子氏/棟方志功研究家   

島田市民劇場　９月例会 
劇団文化座「旅立つ家族」 ○ホ 会員

（随時会員受付中）15

プラザおおるりホール

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
体文協
054－251－2326

体文協
054－251－2326

13：30

13：30

15：15

15：15

1回3,000円
（会員随時受付）

1回3,000円
（会員随時受付）

地域交流センター歩歩路ホール

8

29

火

火

火 ２１：００（１８：００）
１８：３０

島田異業種交流会
（事務局）島田商工会議所
０５４７－３７－７１５５
（杉村）
０５４７－３８－０８０４

９月１１日（金）～９月１８日（金）
９：００～１７：００（最終日は１６時まで）

9月25日（金）～9月27日（日）
10：００～１6：3０（初日13時から 最終日は15時30分まで）

＜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

第３４回　島田市小中学生アイディア工作展

紅鈴書院　書写書道展2020

ぴ～ファイブしまだ音楽広場からのお知らせ

島田市地域交流センター歩歩路からイベント中止のお知らせ
９月１３日（日）
９月26日（土）

島田市地域交流センター歩歩路
島田市地域交流センター歩歩路

歩歩路歌謡祭

島田市地域交流センター歩歩路　TEL0547-33-1550
リバーサイドJAZZフェスティバル

日　程 会　場 タイトル

問い合せ先

※新型コロナウイルス感染状況により、
　掲載したイベント等が中止・延期になる場合があります。


