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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
　　　　公式チャンネル
開設しました。　　　 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

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。

1313日・14 日
土 日3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：
■時 　 間：
■場 　 所：
■受 講 料：

■対 　 象：
■時 　 間：
■場 　 所：
■受 講 料：

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 ※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。

■持 ち 物：

■申込方法：

■持 ち 物：

■申込方法：

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

2/20（土）・2/21（日）
3/20（土）・3/21（日）
9：00～16：00

お問い合わせ：プラザおおるり　主催：株式会社まちづくり島田　TEL：0547-36-7222

プラザおおるりエントランスロビーにアップライトピアノが登場。
ロビーピアノ開放日は、だれでも自由に弾くことができます。

利用料金
1枠（55分）1,500円

リニューアルした
おおるりホール
ひとりじめ！

3/15（月）
8：30～
受付開始

2月の夢づくり陶芸教室2月の夢づくり陶芸教室

テーマ
「湯のみ」を作ろう

開催日 内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

2月26日㈮
3月19日㈮
3月26日㈮

昼の部　9：00～

夜の部　19：00～
開催日
3月　4日㈭
3月　5日㈮
3月18日㈭
3月25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

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。

静と動のストレッチ講座（前期）

脳活、体操、レクゲームで「脳力・体力・気力」がアップ！
中高年者のための、たのし～い講座です。

音楽を聴きながら体操、リラックスしてストレッチ、
疲れず、楽しく、体を柔軟に

脳と身体のビタミン体操講座（前期）

第1期 筋肉整え体操教室 受講生募集NEW

申込み・問合せ　夢づくり会館　TEL0547-46-0075（8：30～21：00 月曜休館）

●講　師：
●定　員：
●受講料：
●時　間：
●会　場：
●用　意：

一言和子
35名
３,０００円
１０：００～１１：３０
健康づくりの部屋
運動のできる服装、上靴、タオル、飲み物

●対　象：
●日　程：

市内在住50歳以上の方
下記日付で、全10回　いずれも木曜日です
4月  1日・１5日 5月２0日　
6月  3日・１7日 7月  1日・１5日
8月19日 9月  2日・16日

●講　師：
●会　場：
●時　間：
●対　象：
●受講料：

熊澤正子（日本コンディショニング協会認定トレーナー）
五和会館 和室
１9：3０～2１：0０
成人男女
３,０００円

●定　員：
●用　意：
●日　程：

15名
タオル、バスタオル、飲み物、動きやすい服装（ジャージ等）
下記日付で、いずれも金曜日です
4月  2日・１6日　5月  7日・21日　6月  4日

3月2日（火）より電話にて受付

3月2日（火）より受付

3月2日（火）より電話にて受付

●講　師：
●定　員：
●受講料：
●時　間：
●会　場：
●用　意：

大森千賀子
35名 
3,000円
１０：００～１１：３０
健康づくりの部屋
運動のできる服装　上靴、タオル、飲み物、マット

●対　象：
●日　程：

中高年齢
下記日付で、全10回　いずれも木曜日です
4月  8日・22日 5月13日・27日
6月10日・24日 7月  8日
8月  5日・26日 9月  9日

♪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。
　　　　　（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～

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）─

4月・5月の開放日
4/25（日）・5/8（土）・5/9（日）

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。

高森有紀 CONCERT Vol.14
～愛につつまれて～

2021.4.10（土）
会場：島田市民総合施設プラザおおるり

開場：14:30
開演：15:00

全席指定￥5,000（税込）

お問い合わせ：㈲高森有紀音楽事務所　TEL054-629-7323

主　　催：㈲高森有紀音楽事務所
　　　　　㈱シティエフエム静岡（FM-Hi！）・㈱FM島田（g-sky）
後　　援：日本コロムビア㈱・静岡新聞社・静岡放送
企画製作：㈲高森有紀音楽事務所
協　　力：㈱ホワイトページ・㈱まちづくり島田
◎発熱または風邪の症状がある方は、ご来場をお控えください。◎マスク着用、検温、手指の消毒にご協力ください。

プレイガイド
プラザおおるり TEL0547-36-7222
FM島田 TEL0547-34-1765
㈲高森有紀音楽事務所 TEL054-629-7323

チケット
好評発売中！

『セルフコンディショニングで、からだを整えてみませんか！』
日常の筋肉の使い癖などを整えることで、身体全体の動きが良くなり健康維持・増進のための

運動も積極的に行えるようになります。日常生活にとても良い体操教室です。
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月極駐車場利用者募集のお知らせ

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～ファイブ駐車場
６階　1か月6,600円（税込）
屋上　1か月5,500円（税込）

●六合駅南口駐車場
1か月6,000円（税込）
駅まで徒歩1分の好立地！！

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

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3年3月8日（月）・15日（月）・22日（月）（毎月月曜日に開催）
午前の部：9時～10時
午後の部：13時30分～14時30分
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

月　謝
体　験
講　師

ぴ～ファイブしまだ音楽広場からのお知らせ

ぴ～ファイブしまだ音楽広場　島田駅徒歩5分　まちなか交流拠点

講演会・ワークショップ・飲食パーティ
展示即売会・各種イベント利用可能
用途自由な多目的ホールです

収容人数：130名　机・椅子
付属設備：音響・マイク等

（ケータリングサービス）

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。

コンベンションホールのご案内

Art da mama絵画・工作教室
①毎月第1・3月曜日
　3月1日（月）・15日（月）
②毎月第2・4月曜日
　3月8日（月）・22日（月）
各15：00～17：30のうち2時間
4,000円（入会金2,000円）
1回のみ500円
木村幸恵氏（Art da mama主宰）

シュタイナーを取り入れた
子供主体の教室です！

行き届いたレッスンを目指し１クラス４人～５人。
感染対策も万全に行っています。

◎会場には駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。

3月催物のご案内

床面積380㎡
14㎡・18㎡・60㎡ 3つの控室有

380㎡の広々とした館内は、飲食・飲酒可能で
多目的にご利用いただけます。

◎利用料金（税込）

その他延長料金サービス、詳細はお問合せ下さい。
連続利用の場合は特別割引サービス有り
施設利用のお客様に駐車割引サービスあります。
詳しくはお問合せ下さい。

休日・祝日

14,100円

18,800円

17,100円

50,000円

平日

11,100円

14,800円

14,100円

40,000円

時間帯区分

午前9時～12時

午後13時～17時

夜間18時～21時

全日9時～21時

定員

130名

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

3月1日（月）  に下記の新規受付を予定しています。
・令和４年  3月分プラザおおるりホール
・令和３年  9月分プラザおおるり会議室等（月1回以上）
・令和３年  4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

プラザおおるりホールが利用できない期間について
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。

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！ 

おび通りを”ざわざわ”させたい人

大募集 ! !

SCHEDULE

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。

島田市立島田図書館
０５４７－３６－７２２６

３月６日（土）
９：００～１６：３０

＜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

島田市立島田図書館　図書資料の無料配布

令和2年分　確定申告会場

スプリングコンサート

島田ビジネススクール「嶋田塾」
研究成果発表会（公開）・卒塾式

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等

島田税務署
0547－37－3121

島田市産業支援センター 
0547－54－5760

武士俣
054－638－0673

9：00

13：30

17：00

18：00

16：00（10：30)
11：00

土・日・祝　休

無料

無料

地域交流センター歩歩路ホール

26

27

金

土

2/16
〜
3/15

火
〜
月

2月21日（日） しまだ元気市　中止

新型コロナウイルス感染症の再拡大に伴
い、開催中止といたしました。
今後の開催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。

島田市地域交流センター歩歩路
TEL0547-33-1550

問い合せ先

しまだ元気市開催中止のお知らせ


