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3/22
8：30～
受付開始

♪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～

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）─

開放日 5/1（日）

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。

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

4月1日（金）  に下記の新規受付を予定しています。
・令和５年  4月分プラザおおるりホール
・令和４年10月分プラザおおるり会議室等（月1回以上）
・令和４年  5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

22日・3日土 日4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!!

4月の夢づくり陶芸教室4月の夢づくり陶芸教室

テーマ「お茶わん」を作ろう

開催日 内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

　4月 8日(金)
4月22日(金)
5月 6日(金)

昼の部　9：00～

夜の部　19：00～
開催日

 4月 6日(水)
4月 7日(木)
4月21日(木)
5月 5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） 木曜日 １０：００～１１：３０

脳と身体のビタミン体操教室

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。
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

受付中　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

2,000円

2,000円

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

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

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年生～中学生

火曜日
金曜日
木曜日

9:30～10:30
9:30～10:30
19:00～20:00

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

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

10:30～11:30
13:20～14:20
14:30～15:30
10:45～11:45
9:20～10:20
9:30～10:30
10:35～11:35
14:30～15:30
10:45～11:45
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～中学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。
3月22日（火）8：30～受付開始

プラザおおるり体操教室4月～6月 参加者募集のご案内
子
ど
も
の
教
室

大
人
の
教
室

利用料金
1枠（55分）1,500円

プラザおおるりからのお知らせ

お問い合わせ：プラザおおるり　TEL0547-36-7222



－ 3 － － 2 －

3.26(土)
 10:00～14:00

そらまちリビング
～まちなかの空間活用大作戦～

☆ワークショップ　スライムでパフェづくり!!　200 円
☆「おしえて歴史博士！」
　私たちのまち　～おてんのうさん・大祭り～
　講師：大塚淑夫先生（島田宿・金谷宿史跡保存会相談役）
☆おとなもこどもも昔遊び
　（けん玉・竹馬・ゴム跳び・コマ・卓上ゲームetc…いっぱいあるよ！）

11：00～ 島田商業高校吹奏楽部による演奏

場所：島田祗園町8495
（須田神社裏の空き地）

●つむぎカフェ
●ららぱんや
●U Cafe

●いい匙かげん
●ELTAKO
●㈱兵庫親林開発

同時開催!!
10:00～15:00

謎解きクイズラリー!!
謎をといて景品を
GETしよう♪

お車でお越しの方は、島田市役所駐車場または近隣の有料駐車場をご利用下さい。
雨天会場：ぴ～ファイブしまだ音楽広場
お問合せ : 島田市役所 産業観光部商工課
　　　　　㈱まちづくり島田 しまだ音楽広場　

TEL:0547-36-7164
TEL:0547-34-2233

～出店～

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。

4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
島田市民劇場（月～金 12時～17時） 
0547-37-7005
（河﨑）
090-6338-4310私たちの音楽会　洋楽会

島田市民劇場4月例会
劇団民藝「グレイクリスマス」 21：00

12：009：45

（18：00）
18：30

無料

会員
（随時会員受付中）12

24

火

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

島田市美術協会（孕石）
080-3626-4615島田市美術協会展 4月11日（月）～4月17日（日）

9：00～17：00（初日は11時から、最終日は16：00まで）

※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。

津村音楽教室　第7回音楽発表会

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
津村 
090-2576-835814：00 15：30 無料

地域交流センター歩歩路ホール

23土

第18回

大　賞大　賞 別にもう　あなたでいいや

妻の化粧から学ぶものづくり

失恋の受け皿だったとまだ言えぬ

飽きっぽい妻、何故俺といるんだろう

風呂の戸を開けてまで今話すこと？

妻と口論　思わず子供が「カンペ」を差し出す

「他人の目ばかり気にするな」と言う父の育毛剤

キーパーの孫の写真を見て、この子だけユニフォームが違ってかわいそうと涙ぐむ私の母

若い頃の写真を印籠のように　いつも持ち歩く妻

母ちゃん、唐揚げはカレーの具には攻めすぎだと思うよ。

なんで君に彼女がいて、僕にはいないんだ？

帰り際　「さようなら」というあなた　「また明日」と言い返す

ゴキブリのように来るライン

体のほとんどが冷凍食品

佐藤維舞紀（福岡県福岡市）

PN：おとちゃん（愛媛県今治市）

佐々木民世（茨城県つくば市）

PN：駄星（和歌山県和歌山市）

PN：ひかり（長野県飯田市）

PN：未央柳（埼玉県さいたま市）

PN：千呂太（北海道札幌市）

PN：だし巻き玉子（静岡県島田市）

PN：つかじい（新潟県小千谷市）

白石一翔（県立島田工高）

千田嗣竜（神戸市立科学技術高等）

運天陽菜（沖縄県立知念高校）

林　蒼和（県立島田工高)

後藤颯希（県立島田工高）

準大賞準大賞

島田賞島田賞

入　賞入　賞

高校生
審査員賞
高校生
審査員賞

島田
市長賞
島田
市長賞

スクール大賞
（小中高校生対象）
スクール大賞
（小中高校生対象）

スクール賞
（小中高校生対象）
スクール賞
（小中高校生対象）

今回は全国より、6,154作品（一般4,685作品・スクール部門1,469作品）が集まりました。
（小・中・高）

第18回 愛するあなたへの悪口コンテスト「総評」 村松　友視（審査委員長）
　第18回となった「愛するあなたへの悪口コンテスト」の全作品を読んで、今回はとくに応募作品の幅の広さと成熟を強く感じ
させられた。悪口をめぐるテーマとしては夫から妻、妻から夫、親から子、子から親、そして兄弟姉妹をめぐる世界などが多いのだ
が、応募作品の彩りのゆたかさに、まずは気づかされた。
　たとえば今回の大賞作品、準大賞作品、入賞作品、スクール大賞、スクール賞を見てゆくと、実に多彩な作風を感じさせられる。
大賞の「別にもう　あなたでいいや」の一見単純で投げやりとも思える作品を掘り下げてゆくと、ここにいたる作者の心の変遷模
様が浮かび上がってくるし、準大賞「妻の化粧から学ぶものづくり」では、〝妻の化粧〟と時代の風たる〝ものづくり〟の組合せの妙
に仰天させられ、島田市長賞「失恋の受け皿だったとはまだ言えぬ」は、男の生き方と女性の生き方の対照を掘り下げるヒントを
はらんだ作品として読んだ。
　応募作品全体に、言葉の用い方が洗練され、内容が重層的になってきたことに加えて、〝愛〟と〝悪口〟を溶け合わせるこのコンテストの主旨が、
ようやく浸透してきたという手応えをおぼえさせられた。十八回、十八年をこなした歳月はダテではなかったという感触もまた、やはり選考委員と
してうれしかった。直球、曲球、豪球、魔球、若球、老球、そしてしたたかなスローボールなどに出会う、今後の応募作品の色彩を思い浮かべるだけ
で、胸がはずんでくる只今のココロであります。

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

　

<申し込みのご相談>
● 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！ 

3.27（日）

4.17（日） 11:00-16:30

9:00-12:30

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。

おび通りを”ざわざわ”させたい人

大募集 ! !

SCHEDULE

第225回 しまだ元気市「朝市」
●島田第一中学校吹奏楽部演奏 9：30頃～
●シャイニーアイズダンスパフォーマンス 10：15頃～

静岡ウクレレLoversサミット
おび通り南ステージ 県内ウクレレLoversが

　　　　　島田に集合
!!

しまだ元気市
次回開催は
4月24日（日）
9：00～

おび通り
ステージのある
南側で開催

おび通り
ステージのある
南側で開催

第30回 歩歩路骨董祭

令和4年5月3日（火・祝）～5月5日（木・祝）
午前9時～午後4時
島田市地域交流センター歩歩路　多目的ホール
株式会社まちづくり島田・骨董祭実行委員会

日時

会場
主催

※ぴ～ファイブ駐車場と柳町駐車場の駐車割引があります。
　歩歩路受付へお申し出下さい。

問合せ：島田市地域交流センター歩歩路　0547-33-1550

地元を中心とする
古物商達による
掘り出し物の数々
古道具・古布・掛軸・
古食器・書画など
何があるかはお楽しみ！
新型コロナウイルス感染症対策のため、三密対策としてご来場時、
一時的に会場外でお待ちいただく場合がございます。
予めご了承下さい。

問合せ：島田市地域交流センター歩歩路　0547-33-1550

三遊亭遊喜独演会　～出演：三遊亭遊喜 ほか

５月28日（土）
島田市地域交流センター歩歩路
多目的ホール（2F）
開場 17：30　開演 18：00
木戸銭　前売 3,000円（税込）
　　　　当日 3,500円（税込）
主催　㈱まちづくり島田　三遊亭遊喜後援会
協力　島田がアツい！プロジェクト実行委員会・
　　　FM島田g-sky 76.5

歩歩路寄席第九回

ぽ ぽ ろ よ せ

島田市地域交流センター歩歩路
プラザおおるり
金谷生きがいセンター夢づくり会館（月曜休み）

☎0547－33－1550
☎0547－36－7222
☎0547－46－0075

チケット販売プレイガイド

チケット
近日発売予定

入賞決定

ぴ～ファイブしまだ音楽広場からのお知らせ

以下、入賞作品を発表します。


