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♪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～

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）─

4/2（土）・4/23（土）
・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

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。

2/24（木）
8：30～
受付開始

利用料金
1枠（55分）1,500円

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）─

2月の開放日 2/26（土）

反響板とコンサート照明の舞台で、「KAWAI  EX」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。

おおるりホールでピアノを弾こう

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。

プラザおおるりからのお知らせ

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
おおるりホールで好きな音楽を聴こう♪

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

3月1日（火）  に下記の新規受付を予定しています。
・令和５年  3月分プラザおおるりホール
・令和４年  9月分プラザおおるり会議室等（月1回以上）
・令和４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。
お問い合わせ　プラザおおるり受付　☎0547-36-7222

申込み・お問い合わせ　夢づくり会館　TEL0547-46-0075

1212日・13日土 日3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!!

3月の夢づくり陶芸教室3月の夢づくり陶芸教室

テーマ「ゆのみ」を作ろう

開催日 内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

　3月 4日(金)
3月18日(金)
3月25日(金)

昼の部　9：00～

夜の部　19：00～
開催日

 3月 2日(水)
3月 3日(木)
3月17日(木)
3月２4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。

初心者の方にお勧めです。

教室名 曜日 曜日・時間 回数 期間 参加料

4月～9月10回

募集人数

若干名 3,000円
脳と身体のビタミン体操講座 （前期）

静と動のストレッチ講座 （前期）
木曜日 １０：００～１１：３０

脳と身体のビタミン体操教室

静と動のストレッチ講座
らくらく健康ヨガ体操教室
健 康 若 がえり体 操 教 室
楽しく元気に健康体操教室

ボ ー ル エ ク サ サ イ ズ

◎

◎
◎
◎
◎

◎

…

…
…
…
…

…

脳活・体操・レクゲームで「脳力・体力・気力」アップ！
中高年者のための たのし～い教室です。
疲れず、楽しく体を柔軟にリラックスしてストレッチや体操を行います。
ポーズと呼吸法を覚えて、健康増進やストレス緩和に役立ててみませんか？
ゲームやミニトランポリンを行い。、膝や腰に負担をかけずに強くし、脳と身体の若返りを図ります。
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！健康増進を
図ります。
大きなバランスボール（Gボール）の上に乗り、バランスをとったり、ころがったりしながらエクササイズを行います。
普段使わ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引き出します。
※ボールの上に乗ることを考慮してください。

金谷生きがいセンター体操教室
令和4年度4月からの参加募集のお知らせ

2月25日から受付開始　電話または直接来館してお申し込みください

教室名 曜日 曜日・時間 回数 期間 参加料

4月～6月5回

募集人数

若干名 3,000円

ら く ら く 健 康 ヨ ガ

健 康 若 が え り 体 操

楽 し く 元 気 に 健 康 体 操

ボ ー ル エ ク サ サ イ ズ

火曜日

水曜日

金曜日

初回日

4月7日

4月14日

教室名 曜日 曜日・時間 日程 参加料 場所

500円3月17日
募集人数

15名 学習の部屋筋 肉 整 え 体 操 教 室 体 験 会 木曜日 １３：３０～１４：３０

体験会のお知らせ　いすを使って日常の筋肉の癖などを整え、健康維持・増進を図ります。

初回日

4月5日

4月13日

4月15日

4月8日

１０：００～１１：３０

１３：００～１４：３０

１３：００～１４：３０

１９：３０～２１：００

プラザおおるり　教室・
イベント等 最新情報は、
ホームページにて確認い
ただけます。

プラザおおるり
ホームページ

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

リニューアルした
おおるりホール
ひとりじめ！

♪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月の開放日
4/9（土）

・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。

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？

2/24（木）
8：30～
受付開始



－ 3 － － 2 －

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。

3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

島田市社会教育課 
0547-36-7962
木月ピアノ教室（連絡先：東海林）
0547-35-2837

生涯学習大会フェスタしまだ2022！

第45回スプリングコンサート（ピアノ発表会）

 12：00

16：30

9：00

12：00

無料

無料

6

27

日

日

＜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

島田市文化資源活用課オリンピック・パラリンピック推進室
0547-36-7214東京2020オリンピック・パラリンピック写真展 3月16日（水）～3月21日（月）

9：00～17：00

商人マルシェ

新舞踊 高嶺流柳扇会　舞初めの会

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
高嶺美津
0547-46-028813：00 16：00 無料

夢づくり会館ホール

※各会館で開催されるすべての催事が掲載されているものではございません。また、最新情報は主催者へお問合せください。

13日

◎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。

金谷絵画クラブ　代表：加藤勇
090-3557-8725

さくら書の会

第40回 金谷絵画クラブ展

さくら書の会小作品展

令和4年3月1日（火）～
令和4年3月13日（日）
令和4年3月15日（火）～
令和4年3月27日（日）

＜展示期間／時間＞ ＜主催／問い合せ＞＜催　物＞
夢づくり会館展示コーナーのご案内 夢づくり会館

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。

●古本の無料配布 9：30頃～
●具だくさん島田汁の「みそ玉」無料配布 10：30頃～
　数量限定
　協力：島田市健康づくり食生活推進協議会
●けん玉教室（講師：仁科達哉氏）
しまだ元気市次回開催予定は
3月27日（日）9:00～

おび通り
からくり時計
北側で開催

2.27（日） 9:00-12:30

しまだ元気市第224回

※雨天中止

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）（火曜休館）

毎月
月曜日開催

3月12日（土）・13日（日） 10：00～13：30
島田市商団連主催

会場：ぴ～ファイブ しまだ音楽広場

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4年2月7日（月）・14日（月）・21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！
2/7・2/21・3/7・3/28
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）

2/4・3/4
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

島田駅徒歩約5分　まちなか交流拠点
ぴ～ファイブ広場が多目的にご利用できます！！

ステージ、プロジェクター、スクリーン、
ピアノ、マイク等の備品もそろってます。
詳しくはお問い合わせください。

エリアA
エリアB
エリアC

午前
9時～12時

午後
13時～17時

夜間
18時～21時

全日
9時～21時

5,500円
5,500円
4,500円

5,500円
5,500円
4,500円

5,500円
5,500円
4,500円

16,500円
16,500円
13,500円

エリア単位利用料金

（価格は税込です）

平日
土日祝日

午前
9時～12時

午後
13時～17時

夜間
18時～21時

全日
9時～21時

12,000円
15,000円

15,000円
18,750円

15,000円
18,750円

42,000円
52,500円

エリア全面利用料金

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

～ 抽選会で豪華商品をGETしよう ～
会場内で商品500円お買い上げにつき抽選券1枚配付。抽選券2枚で1回抽選できます。

国産和牛や国産米などの豪華商品が当たります！

島田市内の商店が大集合！！各お店自慢の商品が勢揃いします お弁当
おでん
かつお節
和菓子 など

（13：30）
14：00

令和3年分　確定申告会場

ミュジック/ラ・フランス♪
Spring Concert
島田ビジネススクール「嶋田塾」
研究成果発表会・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

lafrance0320@gmail.com

島田市産業支援センター
0547-54-5760

9：00

13：30

 17：00

16：00

18：00

土・日・祝　休

無料

2,000円
（小学生以下1,000円）

《完全予約制》

地域交流センター歩歩路ホール

20

22

日

火

2/16
〜
3/15

水
〜
火

プラザおおるり体操教室
4月～6月参加者募集のお知らせ

問い合わせ：TEL0547-36-7222

やさし～い体操
60歳以上の女性を対象にした教室で、椅子に座りながら
運動したりゆっくりあるく程度の動きで普段使わない筋肉
を音楽に合わせて動かします。
運動が苦手な方、初めての方大歓迎！！みんなで一緒に楽
しく運動することで体中のいろいろな筋肉を動かせます。
お気軽にご参加ください。

やさし～い体操　火曜日10：45～11：45
　　　　　　　　金曜日10：45～11：45
プラザおおるり2階 第1練習室
４月～６月
全10回　3,000円
各曜日20名（先着順）
２月24日（木）8：30～
電話又は直接来館してお申込
初回申込時チューブ代1,650円参加料とは別にかかります

クラス

場 所
期 間
参加料
定 員
申 込

ハズレ
なし


