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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。　　　

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。

手影絵パフォーマンス

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：島田市金谷生きがいセンター夢づくり会館

☎0547-46-0075（8：30～21：00 月曜休館日）

夢づくり会館 in ハンド・シャドー・ショー
令和3年
8月22日（日）

入場料500円
（3才以上 全席自由）
3回公演

生命を吹き込まれた影たちが繰り広げる「手影絵」が主役の究極のパフォーマンス！！

1回目
開場9：00
開演9：30

2回目
開場10：50
開演11：20

3回目
開場13：00
開演13：30

好評発売中

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

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

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

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

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
「サラダボール」を作ろう

開催日 内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

9月24日㈮
10月15日㈮
10月22日㈮

昼の部　9：00～

夜の部　19：00～
開催日
9月22日㈬
9月23日㈭
10月14日㈭
10月21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

●会　場：夢づくり会館 健康づくりの部屋
●時　間：13：00～14：30
●対　象：中高年齢
●受講料：2,000円
●定　員：30名
●持ち物：運動のできる服装　上靴、タオル、給水ドリンク

●日　程：9月1日・8日・15日・29日、10月6日
　　　　　上記日付で、全5回 いずれも水曜日です
●講　師：朝比奈伸子
●受　付：8月15日（日）より参加者募集開始
●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。

44日・5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：
■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

第3期 健康若がえり体操教室 参加者募集のお知らせ
ゲームやミニトランポリンを行い膝や腰に負担を掛けずに強くし脳と身体の若返りをはかります♪

●会　場：夢づくり会館 健康づくりの部屋
●時　間：13：00～14：30
●対　象：中高年齢
●受講料：2,000円
●持ち物：運動のできる服装
　　　　　上靴、タオル、給水ドリンク

●定　 員：30名
●日　 程：9月3日・10日・24日、10月1日・15日・22日
　　　　　上記日程で全6回 いずれも金曜日です
●講 　師：朝比奈伸子
●受 　付：8月15日（日）より参加者募集開始
●問合せ： 夢づくり会館　0547-46-0075

第3期 楽しく元気に健康体操教室 参加者募集のお知らせ
簡単なゲームやタオルを使って、日常では動かさない筋肉や関節を,自然に動かして強くし笑って！笑って！健康維持をはかります♪

残席
わずか
完売の際は

ご了承ください。
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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。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。

♪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）

ご参加における注意事項

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）─

9/5（日）
ホールを独り占めして自分の好きなCDをALTECのスピーカーで聴きませんか

・先着順での受付となります。
・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。
・ご利用人数は5名様までです。ご利
用の枠内での入れ替えもできません。
付き添いの方の人数も含まれます。
・ご自分の好きなCD（音楽CD形式）
をお持ちください。
・CDプレイヤー、スピーカーは当館
で準備します。
・CDプレイヤーの操作、音量調整は
お客様ご自身で行ってください。音

おおるりホールで好きな音楽を聴こう♪
利用料金

1枠（55分）1,500円

質の調整はできません。
・ホール内での飲食は禁止です。
・舞台上への入場はできません。客席
のみの使用となります。
・ご利用にあたってはスタッフの指示
に従ってください。
・営利を目的とする鑑賞はできません。
・録音、楽器演奏、歌唱等はご遠慮く
ださい。
・お申込み後のキャンセルは原則受付
できません。

9/5（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
グランドピアノとアップライトピアノが登場。

その名も「ロビーピアノ」
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。

場所　島田市民総合施設プラザおおるり１階ロビー

プラザおおるりホール
9月催物のご案内

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
島田市社会教育課
TEL0547-36-7963

プラザおおるり
0547-36-7222

島田市いきいきクラブ連合会
0547-37-7550

島田市民劇場（月～金 12時～17時）
０５４７－３７－７００５島田市民劇場9月例会　文学座　牡丹燈籠

島田市いきいきクラブ大会

島田市ゆかりのアーティスト応援コンサート

家庭教育講演会
「子どもの脳と体を育てる正しい睡眠」 15：30

２１：００

15：30

16：00

（13：00）
13：30

（１８：００）
１８：３０

（9：００）
10：0０

（13：30）
14：00

無料
（事前申込必要）

会員
（随時会員受付中）

無料

残席わずか

4

22

25

26

土

水

土

日

島田異業種交流会 事務局
島田商工会議所
0547-37-7155

9月10日（金）～9月17日（金）
9：00～17：00（最終日16：00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

第35回 島田市小中学生アイディア工作展

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  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9月6日（月）・13日（月）・27日（月）（毎月月曜日に開催）
午前の部：9時30分～10時30分　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！

ぴ～ファイブしまだ音楽広場からのお知らせ
新型コロナウイルス感染予防対策を行って講座を実施しております。

日　時

月　謝
対　象

体　験
講　師

Art da mama絵画・工作教室

ヒーリングヨガ

毎月第2・4月曜日　9月13日（月）・27日（月）
各15：30～17：30
小学生
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）

持ち物 フェイスタオル・飲み物・ヨガマット　動きやすい服装で来てください。

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。

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。

月1回 金曜日
1,400円／月

9/10,10/8,11/5,12/10
19：30～20：30

1日の疲れをヨガでリフレッシュしませんか？
肩こり・腰痛のケアに疲労回復・
安眠効果・むくみ解消など
ヨガで癒しのひとときを

残席わずか

講師：shine yoga　成岡 由吏香 氏

受付中

新型コロナウイルスの感染状況により、
中止になる場合があります。
決定次第まちづくり島田ＨＰ
にてお知らせします。
しまだ元気市次回開催予定は
9月19日（日） 9:00～（朝市）

おび通り
からくり時計
北側で開催

8.21（土）17:00-20:00
第219回 しまだ元気市
「夕涼み市」

※雨天中止


