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島田市ゆかりの
アーティスト
応援コンサート

ダイジェスト版公開中!!

プラザおおるり 島田市文化芸術
公式チャンネル

公式

〔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10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。

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

11月1日（月） に下記の新規受付を予定しています。
・令和４年11月分プラザおおるりホール
・令和４年  5月分プラザおおるり会議室等（月1回以上）
・令和３年12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）

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

●日　程：2021年12月25日（土）
　　　　　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：小学生以上（小学校1～3年生は、保護者同伴）
●定　員：各回30名　　●参加料：無料（要予約）
●申　込：10月27日（水）　8時30分～TELにて受付 先着順

る・く・るが街にやってきた！
鏡にはなぜものが映るの？鏡のふしぎを実験しながら、クリスマスにぴったりの
プラスチックミラーを使ったオリジナルのクリスマスツリーを工作しよう！

「鏡のクリスマスツリーをつくろう!」

主催・お問い合わせ：アルディフィルハーモニー管弦楽団運営委員会　hardi.philharmonic@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

12月18日（土）島田市民総合施設プラザおおるりホール
～プラネタリウムと巡る大曽根浩範の世界～～プラネタリウムと巡る大曽根浩範の世界～
～若きドホナーニの世界～～若きドホナーニの世界～

公演1

公演2

開演13：00  開場12：40
開演15：00  開場14：40

Dohnányi 2021 Project 島田公演

全席自由：各公演2,000円（当日500円増）※新型コロナウイルス感染症対策のため、定員（661名）の　50％以下に抑えての発売となります

白石彩音（ヴァイオリン）白石彩音（ヴァイオリン） 川村凜子（ヴィオラ）川村凜子（ヴィオラ） 石井沙和子（チェロ）石井沙和子（チェロ） 山本桃菜（ピアノ）山本桃菜（ピアノ） 鈴木啓資（ピアノ）鈴木啓資（ピアノ） 大曽根浩範（作曲家）大曽根浩範（作曲家）

66日・7日土 日11月
■対 　 象：
■時 　 間：
■場 　 所：
■受 講 料：

■対 　 象：
■時 　 間：
■場 　 所：
■受 講 料：

■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。
※定員になり次第締め切ります。

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

プラモ塾 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!!

11月の夢づくり陶芸教室11月の夢づくり陶芸教室
テーマ

「花瓶」を
作ろう

開催日 内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

　１１月１２日(金)
  １１月２６日(金)
  １２月１０日(金)

昼の部　9：00～ 夜の部　19：00～
開催日

 １１月１０日(水)
 １１月１１日(木)
 １１月２５日(木)
 １２月 ９日(木)

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（昼の部第１回目のみ、お弁当を持参して下さい。）
●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。 秋の夜長 陶芸に向き合ってみませんか？

初心者の方にお勧めです。

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　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

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

●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：11月5日・12日・19日・26日、12月3日・10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：受付中
●問合せ：夢づくり会館　0547-46-0075

第4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♪

●会　場：夢づくり会館 創作の部屋
●参加料：1000円
●対　象：島田市内の
　　　　　3歳以上のお子様
●持ち物：汚れてもよい服装
●定　員：15名

夢づくり子ども陶芸教室
アマビエを作ってみよう
1414日11月 １３：００～

１６：００
日 １３：００～

作品の色づけ1212日12月
日

コロナ退散

STOP!
感染拡大



－ 3 － － 2 －

Tango & Cha
nson

アクセル&ナナアクセル&ナナ

熊坂路得子熊坂路得子

飯島奏人飯島奏人 松城ゆきの松城ゆきの 鈴木崇朗鈴木崇朗

池田開渡池田開渡

KaZZmaKaZZma

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。

11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

島田市文化協会
0547-36-5420

島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420
島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420

プラザおおるり 0547-36-7222
後援会長（堤坂）090-3446-2067

島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420
島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420

島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420

島田市民劇場（月～金 12時～17時）
0547-37-7005

島田市民文化祭実行委員会
0547-36-5420

第10回　郷土の芸能を観る会

島田市民文化祭　大正琴のつどい

島田市民文化祭　邦楽とお囃子のつどい

島田市民文化祭　2day’s 芸能と文化の祭典2021

島田市民文化祭　島田吟詠剣詩舞のつどい

島田市民文化祭　洋楽のつどい

島田市民劇場11月例会　トムプロジェクト 萩咲く頃に

歌踊演舞一座　響ファミリー公演

島田市民文化祭　2day’s 芸能と文化の祭典2021

16：00

16：00

16：00

16：30

16：00

16：00

21：00

15：30

17：00

（13:30）
14:00
（12:30）
13:00
（12:30）
13:00
（13:30）
14:00
（12:30）
13:00

（12:00）
13:00
（12:30）
13:00

（13:00）
13:30
（18:00）
18:30

無料（要整理券）

無料

無料

無料

無料

無料

会員（随時会員受付中）

無料

全席指定4,500円
（CD付き）
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日

日

日

火
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土
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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11月1日（月）・8日（月）・15日（月）（毎月月曜日に開催）
午前の部：9時15分～10時15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。

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！

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！
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
5,600円（4回分）

月1回 金曜日
2,800円（2回分）

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

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

★仮装で来場の皆様にお菓子をプレゼント！★
★館内のフォトスポットで撮影を楽しもう！★
★合言葉は「トリックオアトリート！」★

★仮装で来場の皆様にお菓子をプレゼント！★
★館内のフォトスポットで撮影を楽しもう！★
★合言葉は「トリックオアトリート！」★

新型コロナ感染症対策の為、入場制限をさせて頂きます。
感染症拡大状況によってはイベントの内容を変更する場合が
ございます。

新型コロナ感染症対策の為、入場制限をさせて頂きます。
感染症拡大状況によってはイベントの内容を変更する場合が
ございます。

問合せ：ぴ～ファイブ　TEL 0547-34-2233（火曜休館）

入場無料
【9：00～17：00】

しまだ音楽広場しまだ音楽広場 イベント開催！！イベント開催！！
2021年

10月30日（土）・31日（日）
フランスのパリから南米のパリ ブエノスへ…

情熱のタンゴ
　　　 愛のシャンソン

思い出の名曲で綴る

2022年1月14日（金）
島田市民総合施設 プラザおおるりホール

【主催】株式会社 まちづくり島田／株式会社 スカイ・ミュージックオフィス
【お問い合わせ】島田市民総合施設プラザおおるり指定管理者  株式会社 まちづくり島田 ☎0547-36-7222

18：30開演
（18：00開場）

11月20日（土）発売開始
プラザおおるりでは午前8時30分より

入場料金
（税込）

全席指定 4,500円
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。

■プレイガイド
●プラザおおるり ☎0547-36-7222 ●夢づくり会館 ☎0547-46-0075
【お客様へのお願い】
●会場内でのマスク着用、検温、手指のアルコール消毒にご協力ください。　●ソーシャルディスタンスの確保のため、座席
の間を空け［300席］限定での公演になります。　●新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によりイベントが中止または
延期になる場合があります。　●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。

島田駅徒歩約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
！

北川
0547－36－1110MOA美術館　島田児童作品展　島田会場 10月31日（日）～

11月21日（日）15時

＜展示期間／時間＞ ＜主催／問い合せ＞＜催　物＞
地域交流センター歩歩路展示コーナーのご案内 歩歩路

島田市民文化祭実行委員会
0547－36－5420
島田市民文化祭実行委員会
0547－36－5420

第64回 令和3年度 島田市民文化祭 Ⅱ期

第64回 令和3年度 島田市民文化祭 Ⅲ期

11月12日（金）～11月14日（日）
9時～17時（最終日は16時まで）
11月19日（金）～11月21日（日）
9時～17時（最終日は16時まで）

＜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

おび通りを”ざわざわ”させたい人

大募集!!
SCHEDULE

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！ 

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」第220回

※雨天中止


