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■感染防止対策にご協力下さい。
■新型コロナ感染状況により
　開催中止の場合があります。

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。

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。

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

6月1日（水）  に下記の新規受付を予定しています。
・令和５年  6月分プラザおおるりホール
・令和４年12月分プラザおおるり会議室等（月1回以上）
・令和４年  7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

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

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

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

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

44日・5日土 日6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!!

金谷生きがいセンター体操教室６月からの参加者募集のご案内

らくらく健康ヨガ体操教室 楽しく元気に健康体操

開催日 内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

5月20日(金)
6月　3日(金)
6月17日(金)

昼の部　9：00～ 夜の部　19：00～
開催日
5月18日(水)
5月19日(木)
6月 2日(木)
6月１6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。

第２回夢づくり陶芸教室第２回夢づくり陶芸教室

夢づくり歌謡祭夢づくり歌謡祭第８回第８回

みんなが主役の歌謡祭
開場９：00 開演９：20令和4年6月19日㈰日時

主催／静岡県大衆音楽協会中部支部
協力／株式会社まちづくり島田　株式会社FM島田　株式会社静岡第一興商

夢づくり歌謡祭実行委員会　（秋田） 090-3937-6649

場所
問合せ

島田市金谷生きがいセンター 夢づくり会館

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
てます。
●用　意：運動のできる服装、ヨガマットまたはバスタオル、給水ドリンク
●日　程：6月21日、7月5日、8月2日・30日、9月6日

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。
●用　意：運動のできる服装、上靴、タオル、給水ドリンク
●日　程：6月10日・17日・24日、7月1日・8日

受付中
電話または直接来館して
お申し込みください。
初回に参加料をご持参ください。

らくらく健康ヨガ

楽しく元気に健康体操

らくらく健康ヨガ

楽しく元気に健康体操

火

金

火

金

10：00～11：30

13：00～14：30

10：00～11：30

13：00～14：30

6月21日

6月10日

6月21日

6月10日

五和会館 和室

健康づくりの部屋

五和会館 和室

健康づくりの部屋
55若干名若干名

3,000円

2,000円

3,000円

2,000円

教室名教室名 曜日曜日 時間時間 初回日初回日 募集人数募集人数 回数回数 場所場所 参加料参加料

テーマ
「コーヒーカップ」を

作ろう

宝くじ

2022年8月20日（土）
開場16：30 開演17：00
島田市民総合施設プラザおおるり
■入場料（宝くじ助成による特別料金）

■チケット発売開始

■チケット販売所
島田市民総合施設プラザおおるり ☎0547-36-7222
島田市金谷生きがいセンター夢づくり会館 ☎0547-46-0075
サウンドイシカワ   ☎0547-36-3000

主催：島田市、（一財）自治総合センター
後援：静岡新聞社・静岡放送、FM島田

2022年6月18日（土）

全席指定（税込）
［前売］2,000円　［当日］2,500円

まちの音楽会まちの音楽会

「プラザおおるり」では8時30分～17時でチケットの窓口
販売を行います。その他のプレイガイドにおける販売時間
等については各プレイガイドにお問い合わせください。
発売当日残券がある場合のみ13時より電話予約可

※チケットの販売は静岡県内在住者に限らせていただきます。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※前売入場券が完売した場合、当日券の販売はありません。
※チケットのご購入はお一人様6枚まで。
※車椅子席をご利用の方は事前にプラザおおるりまでお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため公演が延期又は中止になる場合があります。
※新型コロナウイルス感染症対策を十分に実施し開催します。皆様のご協力をお願いいたします。

南こうせつwithウー・ファン
心のうたコンサート



－ 3 － － 2 －

プレジールコンサート
島田市出身の音楽家から歌とピアノの贈り物

主　　催：プレジール
お問合せ：090-9173-7008（久米）プラザおおるり

好評
発売中

島田市民総合施設プラザおおるりホール
14：00開演（13：30開場）
全席指定　一　　　般／3,000円
　　　　　小学生以下／1,500円

プレイガイド

6／4（土）

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4年6月6日（月）・13日（月）・20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

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

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。

6月催物のご案内
島田市民劇場（月～金12時～17時）
０５４７-３７-７００５
静岡県立藤枝北高校（総務高：小長谷）
０５４-６４１-２４００
島田市民劇場（月～金12時～17時）
０５４７-３７-７００５

中部高校演劇　６月公演　発表

島田市民劇場6月例会
青年劇場「あの夏の絵」

島田市民劇場6月例会
劇団1980　素劇　あゝ 東京行進曲

21：００

２１：００

無料

7

28

火

火

柳扇会　舞踊発表会

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
柳扇会（大橋）
45-496913：00 16：00 無料

夢づくり会館ホール

5 日

（１８：００）
１８：３０

会員
（随時会員受付中）

会員
（随時会員受付中）

詳細はお問合せください

（１８：００）
１８：３０

11・12
土・日

11・12
土・日

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

※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。

演劇公演　「カチカチ山」
原作 太宰治　演出 劇団25番宿

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
劇団25番宿　岩堀
0547-35-4557

（18：00）18：30
（13：30）14：00

19：30
15：00

500円
（要予約) 

地域交流センター歩歩路ホール

やさし～い体操教室7月～9月参加者募集のお知らせ
やさし～い体操 やさし～い体操

火曜日13：30～14：30
プラザおおるり
７月～９月
全10回　3,000円
20名（先着順）
５月25日（水）8：30～
電話又は直接来館してお申込み
ください。
初回申込時チューブ、
ボールセット代2,000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

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！ 

5.22（日） 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227回 しまだ元気市「朝市」
街角ライブ
●ファジーノーツ 10：00頃～
●静岡朝日テレビカルチャー島田スクール　二胡演奏 11：00頃～
●金谷高校書道部パフォーマンス 11：30頃～
●新茶試飲サービス 9：15頃～

参加型イベント

小学生以下限定

しまだ元気市 次回開催は
6月25日（土）17：00～（夕涼み市）

おび通り
からくり時計北側で開催

おび通り
からくり時計北側で開催

父の日似顔絵を描こう
元気市会場に紙・クレヨン・色鉛筆を用意します。
お父さんの似顔絵を描いてくれた子に
先着でバラをプレゼント！ 11：30

締切作品は歩歩路に掲示します（5/23～6/19）

※雨天中止

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

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。

♪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。

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）─

7/24（日）
コンサート用グランドピアノ2台をホールで弾き比べ

・先着順での受付となります。
・舞台ホールは、反響板、コンサート照明
のみご利用できます。
・舞台上、客席への入場は5名様までです。
・楽器の持込も可能です。
・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。
・練習での利用を目的としています。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。

おおるりホール 2台のピアノDAY
利用料金

1枠（55分）3,000円

5月25日（水）
8時30分～
受付開始 楽器の持込可

会場への入場者5名まで
・ピアノを使用することを前提とします。
・設置ピアノは「ベーゼンドルファー」と
「KAWAI EX」です。
・ピアノの移動は不可です。
・調律はおこないません。
・ホールの備え付けの機材の使用はでき
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。


