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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。

〔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３年９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

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。

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

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。

22日・3日土 日10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 ボールエクササイズ第3期 ボールエクササイズ
大きなバランスボール（Gボール）の上にのりバランスをとったり、
はずんだり、ころがったりしながらエクササイズをおこないます。
普段使われず寝ている筋肉に刺激が入ります。そうすることで、
身体の動きやすさをひきだします。
※ボールの上にのることを考慮してください。

●講　師：熊澤正子（日本Gボール協会認定インストラクター/健康運動指導士）
●会　場：健康づくりの部屋
●時　間：19:30~21:00
●対　象：成人男女（ご夫婦参加・男性参加大歓迎です）
●受講料：3,000円
●定　員：25名
●用　意：バランスボール（65cm径）各自持参
　　　　　グリップが効くスポーツシューズ、汗拭きタオル、飲み物、運動が出来る服装（ジャージ等）

●日　程：下記日付で、いずれも 金曜日です
　　　　　10月8日・22日・29日
　　　　　11月12日
　　　　　12月10日
●受　付：募集中

第3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
10月1日・15日 / 11月5日・19日 / 12月3日 受付中

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！！

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）

島田駅徒歩5分　まちなか交流拠点

収容人数：130名　机・椅子　　付属設備：音響・マイク等

新型コロナウイルス感染防止のため入場者等
制限させていただいています。

講演会・ワークショップ・展示即売会・
ピアノ発表会・コンサート会場等
用途自由な多目的ホールです

床面積380㎡
14㎡・18㎡・60㎡ 3つの控室有

380㎡の広々とした館内は、多目的にご利用いただけます。

ぴ～ファイブ広場が多目的にご利用できます！！

大
特
価
！

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため無観客での開催が決定した場合は、プラザおおるりホームページにてお知らせします。
　その際は、おおるりYouTubeチャンネルにて無料生配信を行います。　

9月26日（日） 開演14：00

完売御礼！ 当日券はありません。
ご了承ください。

●払い戻し期間：令和3年9月20日（月）8：30～令和3年9月30日（木）17：00まで ●お持ちいただくもの：チケット
●払い戻し方法：必ず公演チケット（半券の切れたものは無効）をお持ちください。現金にて払い戻しさせていただきます。 ●場所：プラザおおるり

チケットをお持ちの方にお知らせ チケットをご購入のお客様で、払い戻しを希望される方は、プラザおおるり受付にて払い戻しをいたします。
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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。

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

10月催物のご案内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

島田フィルハーモニー管弦楽団（牧田）
090-9942-2195

島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420

vier Toromba運営委員会（天野）
090-5624-0701

第6回　島フィルコンサート

vier Toromba
トランペットアンサンブルによるコンサート

第64回 島田市民文化祭　開会式

16：00

21：00

10：00 無料

（13:20）
14:00

（18：30）
19:00
（9：00）
9：30

全席自由 前売り大人 800円当日大人 1,000円

全席自由大人        1,500円高校生以下 1,000円

10

20

22

日

水

金

＜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

島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420

10月22日（金）～10月24日（日）
９時～１７時（最終日１６時まで）第64回 島田市民文化祭　1期展示　絵画・書道

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10月4日（月）・11日（月）・25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。

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。

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
11月28日（日）9:00～（朝市）

おび通り
からくり時計
北側で開催

10.24（日）9:00-12:30
しまだ元気市
「朝市」

※雨天中止

第２期 骨盤美人ヨガ 第２期 ヒーリングヨガ

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。

運動不足が気になる方に！
産後のケア・肩こり・姿勢改善など
身体のトータルバランスを整え
綺麗にシェイプアップ！
10/4・10/25・11/8・11/22・12/6・12/20
11：00～12：00
※体験は1回のみ1,000円

月2回 月曜日
8,400円  全6回

月1回 金曜日
4,200円  全3回

10/8・11/5・12/10
19：30～20：30

※体験は1回のみ1,400円

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

講師：shine yoga　成岡 由吏香 氏

地域交流センター歩歩路ホール

島田岳心会　吟詠発表会
曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等

川合
0547-37-651710：00 16：00 無料17 日

教室名 曜日・時間 募集人数 回数 参加料

10回若干名 3,000円

☆キャンディーポップ

☆キッズポップ

…

…

☆やさし～い体操

☆かる～い体操

☆リズ ム 体 操

☆ シ ニ ア 体 操

…

…

…

…

教室名 曜日・時間 募集人数 回数 参加料

10回若干名 3,000円

60歳以上の女性を対象にした教室で椅子に
座りながら体操したり、普段使わない筋肉を
音楽に合わせて動かします。
60歳以上の女性を対象にした教室です。歩
く事を主に普段使わない筋肉を動かします。
一般女性を対象にした教室です。音楽に合
わせて道具を使い体を動かします。
60歳～75歳位までの男性を対象にした教室
です。チューブを使って肩のコリをほぐした
り、ボールを使った腹筋運動、歩く運動を主
に普段使わない筋肉を動かします。

キャンディーポップ　うさぎチーム
キャンディーポップ　きりんチーム
キッズポップ小学4～6年生

火曜日
金曜日
木曜日

9:30～10:30
9:30～10:30
19:00～20:00

やさし～い体操　女性対象
かる～い体操　女性対象
リズム体操　女性対象
かる～い体操　女性対象
かる～い体操　女性対象
リズム体操　女性対象
かる～い体操　女性対象
かる～い体操　女性対象
リズム体操　女性対象
シニア体操　男性対象

金曜日
月曜日
月曜日
火曜日
水曜日
水曜日
木曜日
金曜日
金曜日
火曜日

10:45～11:45
13:20～14:20
14:30～15:30
9:20～10:20
9:30～10:30
10:35～11:35
14:30～15:30
9:30～10:30
10:35～11:35
10:30～11:30

1歳半から幼稚園・保育園（年少）に入るまで
の3歳以下のお子さんと保護者を対象にし
た親子ふれあい教室です。
小学4～6年生を対象にした教室です。ダン
スや道具を使って体を動かします。

詳しい内容についてはお気軽にお問い合せください。 問合せ　0547-36-7222 プラザおおるり
新規参加者受付中　体験受付中

プラザおおるり体操教室10月～12月 参加者募集のご案内
子
ど
も
の
教
室

大
人
の
教
室

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　5万円
準大賞　　　1点　3万円
島田市長賞　1点　2万円
入賞　　　　4点　1万円
島田賞（島田市在住の方対象）　　1点　1万円
高校生審査員賞（全作品対象）　　1点　5千円分図書カード
スクール大賞（小・中・高校生対象）  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3年11月30日（火）当日消印有効
令和4年2月18日（金）入賞者に通知、及び、㈱まちづくり島田ホームページ上
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
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17回  大　賞　年賀状　写っているのは　妻と犬

　　　　準大賞　毎朝ピストルのような検温器を向ける妻
PN なまはげ（愛知県日進市）

PN 聡太（兵庫県伊丹市）

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18回 東海道島田宿
御陣屋稲荷神社
（別名：悪口稲荷）

大賞賞金50,000円


