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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
（月曜休館）

プラザおおるり
受付のご案内

12月1日（火） に下記の新規受付を予定しています。
・令和３年12月分プラザおおるりホール
・令和３年  6月分プラザおおるり会議室等（月1回以上）
・令和３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

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

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

プラザおおるりホールが利用できない期間について─ ドホナーニ・エルネー没後60年記念 ─

鈴木啓資（ピアノ） マルモ・ササキ（チェロ）

主催・お問い合わせ：Dohnányi 2020 Project実行委員会（代表：鈴木啓資）
　　　　　　　　　　dohnanyi.2020.project@gmail.com
チケットお取り扱い：プラザおおるり　0547-36-7222　　協力：㈱まちづくり島田

主催：静岡科学館る・く・る　㈱まちづくり島田
お問い合わせ：プラザおおるり　0547-36-7222

11月23日（月・祝）島田市民総合施設プラザおおるりホール

1公演券　一般 1,500円　高校生以下 1,000円（当日500円増）

各公演
150名様限定

第１回目　12時30分開場　13時開演
第２回目　14時30分開場　15時開演

Dohnányi 2020 Project
ドホナーニの研究者、鈴木啓資がメモリアルイヤーに送るコンサート！

プラザおおるりホールは令和2年12月1日から令和3年3月31日まで天井改修工事などで利用でき
ません。あらかじめご承知おきください。

マルモ・ササキ＆鈴木啓資デュオリサイタル

夢づくり 生徒募集のお知らせ夢づくり 生徒募集のお知らせ
夢づくり会館
0547-46-0075（8：30～21：00）
（休館：月曜　祝日振替翌日）

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

12月の夢づくり陶芸教室12月の夢づくり陶芸教室

テーマ
「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11日㈮

1月22日㈮

2月 5日㈮

昼の部
9：00～▶

夜の部
19：00～▶

開催日
12月 3日㈭
12月 4日㈮
1月21日㈭
2月 4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。

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。）

19日・20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!!

※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

●ところ：夢づくり会館　創作の部屋
●対　象：全年齢
●受講料：2,000円
●持ち物：エプロン、スリッパ
●受付開始：11月17日（火）より受付開始　※電話での受付
●定　員：先着順10名まで
●申し込み・問い合わせ：TEL 0547-46-0075
　（8：30～21：00まで　尚月曜日は休館日です。）

●日　程：2021年1月10日（日）
　　　　　1回目 13時～14時　2回目 15時～16時
●場　所：プラザおおるり 第1多目的室
●対　象：小学校1～3年生の親子
●定　員：各回親子15組30名　　●参加料：無料（要予約）
●申　込：11月30日（月）　8時30分～TELにて受付 先着順 開催日 12月6日（日） 9：00～11：30

令和２年度 ミニ門松づくり教室

る・く・るが街にやってきた！
みなさんは、正月にコマを回して遊んだことがありますか？回るものには科学の不思議が
たくさん詰まっています。「回る」にかくれた科学を、実験・工作をとおして体験しよう！

「くるくる回るカガクの世界」

・会場内でのマスク着用、手指のアルコール消毒にご協力ください。
・発熱又は風邪の症状がある方は、ご来場をお控えください。● お願い ●



－ 3 － － 2 －

～島田市消費回復事業支援補助金事業～
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）

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）

毎月第１・２・３月曜日開催

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等

北川徳子
0547-37-513314：00ピアノ発表会 16：00 無料

地域交流センター歩歩路ホール

27日

12月催物のご案内

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

島田市人権啓発ポスター展
   
   

令和2年12月8日16：30～
令和2年12月18日16：00

＜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

島田市生活安心課 市民相談係
０５４７－３６－７１５３

１２月４日（金）～１２月８日（火）
９：００～１６：００（初日のみ１３：００～１６：００）

島田市小中学校図工・美術作品展
（小中学校 同日開催）

島田市立六合小学校（小林）
０５４７－３7－2711

１２月１１日（金）～１２月１５日（火）
９：００～１７：００（各最終日は１５：００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

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

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　3万円
準大賞　　　1点　1万円
島田市長賞　1点　1万円
入賞　　　　4点　5千円
島田賞（島田市在住の方対象）　　1点　5千円
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2年11月30日（月）当日消印有効
令和3年2月19日（金）入賞者に通知、及び、㈱まちづくり島田ホームページ上
新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止
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

11月30日㈪
締切

第16回  大　賞　無条件降伏の国には強い女が育つ

　　　　準大賞　尋問の始まる予感　妻の酌
黒飛義竹（広島県広島市）

P.N かきくけ子（岐阜県岐阜市）

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17回 東海道島田宿
御陣屋稲荷神社
（別名：悪口稲荷）

大賞賞金30,000円

定員残り
わずか！！

しまだ元気市次回開催は
12月20日（日）9：00～

SCHEDULE

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！ 

11.22（日） 同時開催9:00-12:30 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223回 しまだ元気市「朝市」

・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　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～

サウンドイシカワ 鍵盤ハーモニカ演奏　9：50頃～

癒しマルシェ

当日はアコヤ貝から国産本真珠の取出し体験（有料）
ができます！
真珠取出し体験1,500円（1個）
真珠取出＋アクセサリー加工3,000円～
ぜひ遊びにきてください☆
体験したものは当日お持ち帰りできます。

みんなのまちなかXmas音楽会

日　時

参加費
場　所
内　容

認知症予防脳トレ教室 ～ 音楽・リズムでいきいき ～
令和2年12月7日（月）・14日（月）・21日（月）
午前の部：9時～10時
午後の部：13時30分～14時30分
※12月以降は毎月月曜日に月３回開催します
1か月1,000円
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！

日　時

会　場

令和2年12月5日（土）
10時～14時
ぴ～ファイブ音楽広場

日　時
会　場
音楽が好きな市民の発表会です。
お気軽にご来場ください。
ワークショップも同時開催します。

☆癒し体験が皆様をお待ちしています☆

目玉企画

令和2年12月20日（日） 9時～20時　入場無料（要整理券）
ぴ～ファイブ音楽広場

NaturalLifeMarket
vol .3

☆フードコーナー☆
中屋酒店・ホットcafe・つむぎCAFE

当日来場者
先着100名様に
ヤクルトプレゼント

●アロマクラフト
●洋服・ハンドメイド雑貨
●つむぎCAFE

●癒し施術
●タロット占い　etc

あなたもミニ鉄道を運転してみませんか。

●（土）（日）（祝）の都合の良い日
●9：00～17：30（1月2月は運休）

●出勤に応じて、謝金をお支払いします。
●詳しくは㈱まちづくり島田 総務課36-7222まで

島田市
中央公園内ミニ鉄道運行スタッフ募集


