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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

7月1日（金）  に下記の新規受付を予定しています。
・令和５年  7月分プラザおおるりホール
・令和５年  1月分プラザおおるり会議室等（月1回以上）
・令和４年  8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

夢づくり会館からのお知らせ夢づくり会館からのお知らせ

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

22日・3日土 日7月

■時 　 間：
■場 　 所：
■対 　 象：
■参 加 料：
■持 ち 物：

■申込方法：

■時 　 間：
■場 　 所：
■対 　 象：
■参 加 料：
■持 ち 物：

■申込方法：

9：00～16：00（お昼休憩を含む）
夢づくり会館（創作の部屋）
11歳以上（定員15名）
1,000円
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。

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!!

体力のない方でも安心♪

筋肉から整える
からだの不調改善講座

開催日 内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

7月　1日(金)
7月15日(金)
7月29日(金)

昼の部　9：00～ 夜の部　19：00～
開催日
6月29日(水)
6月30日(木)
7月14日(木)
7月28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
●参加料：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３回夢づくり陶芸教室第３回夢づくり陶芸教室

がんばらない動きで筋肉を整え、からだの不調改善を図り
ます。
1期ごとテーマを設け、2期は呼吸、3期は上肢、4期はリ
ンパについて行います。
●日　程：7月28日、8月25日、9月8日・22日、10月6日
●時　間：13：30～14：45（5回　全木曜日）
●会　場：夢づくり会館　学習の部屋
●持ち物：タオル、飲み物、ヨガマット、動きやすい服装
●対　象：成人男女
●定　員：20名

ボールエクササイズ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、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）
●日　程：7月22日、8月5日・26日、9月9日・16日
●時　間：19：30～20：45（5回　全金曜日）
●会　場：夢づくり会館　健康づくりの部屋 
●持ち物：バランスボール（65㎝径）、
　　　　　グリップがきくスポーツシューズ、
　　　　　タオル、飲み物、動きやすい服装
●対　象：成人男女
●定　員：25名  

各講座参加料　3,000円（初回に参加料をご持参ください）  
受付中　電話または直接来館してお申し込み下さい

テーマ
「グラタン皿」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

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）　8：30～

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

※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

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…

☆やさし～い体操

☆かる～い体操

☆リズ ム 体 操

☆ シ ニ ア 体 操
（男性対象）

…

…

…

…

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

火曜日
金曜日

9:30～10:30
9:30～10:30

リズム体操　午前の部
かる～い体操
リズム体操　午後の部
やさし～い体操　午前の部
やさし～い体操　午後の部
かる～い体操
かる～い体操
リズム体操
かる～い体操
やさし～い体操
かる～い体操
リズム体操
シニア体操

月曜日
月曜日
月曜日
火曜日
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
13:30～14:30
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。

詳しい内容についてはお気軽にお問い合せください。
受付中

プラザおおるり体操教室7月～9月 参加者募集のご案内
子
ど
も
の
教
室

大
人
の
教
室

完売の際は
ご了承ください。

お問い合わせ：プラザおおるり　TEL0547-36-7222



－ 3 － － 2 －

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

参加料
場　所

認知症予防脳トレ教室 ～音楽・リズムでいきいき～

令和4年7月4日（月）・11日（月）・25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
ぴ～ファイブしまだ音楽広場
1か月1,000円

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

多目的にご利用できるコンベンションホールと防音設備の整った３つのスタジオを用途に合わせてご利用いただけます。
備品、料金等、詳しくはホームページ又は、お気軽に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、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。

7月催物のご案内

＜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

杉クラブ（４丁目杉浦カメラ内）
0547-35-3711写真迷人会　杉クラブ写真展　２０２２遊迷展

   

   

   

7月24日（日）～7月31日（日）
9：00～17：00（初日は13：00から）

夏の歌謡祭

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
杉隼人
080-5153-86539：00 16：00 無料

夢づくり会館ホール

17日

令和4年度家庭教育講演会
親子が笑顔になる言葉かけ
島田市民劇場7月例会
劇団文化座　「しゃぼん玉」

島田市社会教育課
０５４７-３6-7963
島田市民劇場（月～金12時～17時）
０５４７-３７-７００５

（１3：００）
１3：３０
（１８：００）
１８：３０

無料
（事前申込）
会員

（随時会員受付中）

15：3０

２１：００

3

14

日

木

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。

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！ 

6.25（土） 17:00-20:00

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228回 しまだ元気市「夕涼み市」
●浴衣で来場の方に市内呉服店からプレゼント進呈 18：00～
●ポップス尺八：縄巻修巳氏演奏 17：00～20：00
●ほおづき市 1鉢1,000円（限定20鉢）
●認定こども園島田中央幼稚園園児作成てるてる坊主の展示 

しまだ元気市 次回開催は
7月23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

※雨天中止

島田夏まつり開催中止のお知らせ 　毎年8月に開催しております夏まつりですが、今年も新型コロナウイルス感
染拡大の懸念が残る為、中止とさせていただきます。何卒、ご了承ください。

島田夏まつり実行委員会　島田市商店街連合会・島田市・島田商工会議所・市民部会　事務局（島田商工会議所内）　TEL0547-37-7155

＜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 地域交流センター歩歩路

家庭倫理の会静岡中部　島田東支苑　島田北支苑　御前崎支苑/
柴田　0547-38-12637月16日（土）～21日（木）午前中秋津書道　しきなみ短歌展

夢づくり会館のお知らせ夢づくり会館のお知らせ

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

夢づくり子どもとうげい教室

第６回 夢づくり子どもワークショップ

～ テラコッタのミニ植木鉢を作ってみよう ～

作品の引き渡しは、8月2日より

7月17日（日） 9：00～11：30日　時

7月30日（土）・31日（日） 日　程 夢づくり会館会　場

各体験1人500円参加料 各体験15名定　員

夢づくり会館 創作の部屋会　場

5才以上のお子様 ※保護者同伴対　象

1人500円（材料費込）参加料

●ペーパークラフト体験
ビューンと飛ぶ飛行機を作ろう

●手芸体験
31日（日）　9：00～11：30
1階　創作の部屋
※乾燥後8月2日より引き渡し

毛糸で作るランプシェード作り
●プラモデル体験
31日（日）　13：00～15：30
2階　ホール

プラメカ貯金箱を作ろう

15名定　員
6月25日（土） 8時30分から（先着順）
電話又は、直接来館してお申し込みください。受　付

6月25日（土） 8時30分から先着順　電話又は、直接来館してお申し込みください。受付

島田市文化協会　㈱まちづくり島田共同開催 島田市・島田市教育委員会後援

まちなか交流拠点

ぴ～ファイブ音楽広場
●木工体験

30日（土）　13：00～15：30
2階　ホール

30日（土）　9：00～11：30
1階　創作の部屋

銀玉の通る迷路作り


