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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。　　　 夢づくり会館 生徒募集のお知らせ夢づくり会館 生徒募集のお知らせ

誰でも一度は耳にしたことのある、映画・クラシック・アニメ・合唱曲などの
名曲を、島田工業高校生徒が整備・調整したオーディオ機器を駆使し、
「ニュー・サウンズ・イン・ブラス」全LPレコードの中から厳選したものを
ALTECスピーカーでお届けします。

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。

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

6月1日（火）  に下記の新規受付を予定しています。
・令和４年  6月分プラザおおるりホール
・令和３年12月分プラザおおるり会議室等（月1回以上）
・令和３年  7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

高校生がよみがえらせた銘機で聴く
昭和の名曲レコードコンサート

～ニュー・サウンズ・イン・ブラス編～

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

令和3年5月29日（土）
開場13：30　開演14：00
島田市民総合施設プラザおおるりホール

プラザおおるり受付にて配布、
なくなり次第終了定員：300名 整理券配布中

入場無料
（要整理券）

主催：島田市教育委員会社会教育課　㈱まちづくり島田　協力：県立島田工業高等学校（情報技術科・放送技術班）
お問い合わせ：プラザおおるり　TEL0547-36-7222

利用料金
1枠（55分）1,500円

おおるりホール
ひとりじめ！ 受付中

♪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）─

6月の開放日 6/26（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。

55日・6日土 日6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：
■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。
※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。

プラモ塾

6月の夢づくり陶芸教室6月の夢づくり陶芸教室

テーマ
「茶わん」を作ろう

開催日 内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

6月25日㈮
7月　9日㈮
7月16日㈮

昼の部　9：00～

夜の部　19：00～
開催日
6月23日㈬
6月24日㈭
7月　8日㈭
7月15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　15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。

第2期 筋肉整え体操教室

●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：

20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
７月２，１６，３０日・８月２０日・９月３日 受付：5月16日（日）

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！！

受講生募集



－ 3 － － 2 －

月極駐車場利用者募集のお知らせ
1か月6,000円（税込）
駅まで徒歩1分の好立地！！

●六合駅南口駐車場
南口ロータリー直結駐車場

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。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。

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演会場 主催／問い合せ入　場　料　等

中部高校演劇　６月公演　発表

ホールホ○

ヤマハ　エレクトーンフェスティバル
サウンドイシカワ店別大会 

○

○

ホ

ホ

無料

無料27

プラザおおるりホール
6月催物のご案内

日

土
・
日

12
・
13

１６：００ サウンドイシカワ
０５４７－３６－３０００

静岡県立焼津水産高等学校
（総務高：伊藤）
０５４－６２８－６１４８

（１３：0０）
１3：3０

詳細はお問合せください
（平日８：３０～１７：００）

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6月7日（月）・14日（月）・21日（月）（毎月月曜日に開催）
午前の部：9時～10時
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

Art da mama絵画・工作教室 ママのリフレッシュ講座

毎月第2・4月曜日
6月14日（月）・28日（月）
15：30～17：30
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）

日　時

場　所
参加費

5月28日（金）
10時～12時
音楽広場Cスタジオ
1,000円（材料費込）

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。

シュタイナーを取入れた子供主体の教室

素敵なアクセサリー
　　 スタンドづくり

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

●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

6/26（土）
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グランドピアノが登場。
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。

残席わずか

イベント中止のお知らせ
下記の催事につきましては、主催者より中止の決定がされています。
日　程 会　場 タイトル 問合せ

しまだ元気市実行委員会
TEL0547-33-1550しまだ元気市おび通り5月23日（日）

しまだ元気市実行委員会
TEL0547-33-1550春のおび通りまつりおび通り5月30日（日）

夢づくり会館
TEL0547-46-0075
夢づくり歌謡祭実行委員会（秋田）
TEL090-3937-6649

第７回夢づくり歌謡祭夢づくり会館5月30日（日）

島田夏まつり実行委員会事
TEL0547-37-7155
（島田商工会議所内）

島田夏まつり島田市本通周辺８月


