月

刊

チケット完売
のお知らせ

7月

2022 No.458

2022年8月20日（土）プラザお
おるりホールで開催の宝くじまち
の音楽会 南こうせつwithウー・
ファン 心のうたコンサートのチ
ケットは、ご好評につき完売いた
しました。当日券はござ いませ
ん。あらかじめご了承ください。

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。

プラザおおるりからのお知らせ
シンフォニエッタ静岡 0歳からのふくみみコンサート
日 時
会

場

対

象

入場料
演奏者

オーケストラの楽しい曲がいっぱい！

2022年9月23日
（金・祝） 開場10：30 開演11：00

夢づくり会館からのお知らせ

夢づくりファミリーコンサート

こどもからお年よりまで家族みんなで楽しむ吹奏楽コンサート

日 時 2022年9月18日
（日） 開場13：00 開演14：00

島田市金谷生きがいセンター
夢づくり会館ホール
チケット 500円（税込）全席自由
未就学児無料（要整理券）
演 奏 島田交響吹奏楽団
プレイガイド チケット発売日7月24日
（日）
夢づくり会館・プラザおおるり
会

場

主催：㈱まちづくり島田

プラモ塾

島田市民総合施設プラザおおるり
未就学児とその家族

8月

無料（要入場整理券）

8月1日
（月）
よりプラザおおるりにて入場整理券配布

指揮：中原朋哉、テューバ：置塩孝裕、管弦楽：シンフォニエッタ静岡（50人編成）
（島田市出身）

主催：静岡県、公益財団法人静岡県文化財団「子どもが文化と出合う機会創出事業」

お問い合わせ：プラザおおるり

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。

後援：島田市教育委員会

陶芸教室

第４回夢づくり

7日・8日

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!!

TEL0547-36-7222

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。

ぴ〜ファイブしまだ音楽広場からのお知らせ
島田まちかど演劇

「がらいか」
8月27日

日 時 2022年

ぴ〜ファイブしまだ音楽広場
入場料 全席自由 一般1,000円（税込）
高校生以下500円（税込）
プレイガイド ぴ〜ファイブしまだ音楽広場
プラザおおるり
好評
出 演 劇団チャリカルキ
発売中
会

島田市出身・ビーグル大塚主催
「劇団チャリカルキ」
島田特別公演！
！ぴ〜ファイブから4人でお届けする、
笑いあり癒しありのカルト教団パンデミック喜劇
問い合わせ：ぴ〜ファイブ

１回目14：00〜
（土）2回目18：30〜

場

主催：島田市

主管：㈱まちづくり島田

（火曜休館）
しまだ音楽広場 TEL0547-34-2233（9：00〜17：00）

■時
間： 9：00〜16：00（お昼休憩を含む）
■場
所： 夢づくり会館（創作の部屋）
■対
象： 11歳以上（定員15名）
■参 加 料： 1,000円
■持 ち 物： プラモデル1点、模型道具（貸出あり）
お弁当、参加料、汚れても構わない服装
■申込方法： 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。

申込み・問合せ

夢づくり会館

昼の部

令和４年７月15日発行（毎月1回発行）

9：00〜

開催日
8月 5日(金)
8月19日(金)
9月 2日(金)

内容
成型・仕上げ
薬掛け
講 評

夜の部

19：00〜

開催日
8月 3日(水)
8月 4日(木)
8月18日(木)
9月 1日(木)

内容
成 型
仕上げ
薬掛け
講 評

TEL0547-46-0075（8：30〜21：00 月曜休館）

・令和５年 8月分プラザおおるりホール
・令和５年 2月分プラザおおるり会議室等（月1回以上）
・令和４年 9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

〔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。〕

作ろう

●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

8月1日（月） に下記の新規受付を予定しています。
プラザおおるり
受付のご案内

テーマ

「どんぶり」を

各施設の問合せは下記までお願いします。
プラザおおるり
☎0547-36-7222
夢づくり会館

（月曜休館）

☎0547-46-0075

ぴ〜ファイブ（駐車場・音楽広場） ☎0547-34-2233

（火曜休館）

地域交流センター歩歩路

編集・発行（株）まちづくり島田

☎0547-33-1550

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。

プラザおおるりからのお知らせ
プラザおおるりホール

空想しまだ

日 曜

〜演出家による発想力を育むワークショップ〜
島田の「おまつり」を題材に自由に空想を広げ、
発想力とコミュニケーション能力の向上に繋げます。

●日 程 2022年9月3日（土）
●会 場 プラザおおるり第1多目的室
演出家・俳優
●対 象 ①小学生〜中学生 10：00〜12：30
有門正太郎プレゼンツ主宰
②高校生以上 14：00〜16：30
●定 員 各回20名程度
●参加料 無料
●申込方法 7月15日（金）より電子申請（右QRコード）から申込
電子申請
または、メール（bunka@city.shimada.lg.jp）まで
①名前 ②年齢（参加する回） ③住所 ④電話番号
⑤メールアドレスを記入のうえ申込み
主催：島田市、株式会社まちづくり島田

8 月 催物のご案内

共催：一般財団法人地域創造

お問い合わせ：文化振興課

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？

♪開放日：2022年9月3日（土）

第10回
島田高校吹奏楽部
OG・OB演奏会

日 時
会

1日あたり最大2枠まで利用可

①9：00〜 ②10：00〜 ③11：00〜 ④12：00〜
⑤13：00〜 ⑥14：00〜 ⑦15：00〜 ⑧16：00〜

TEL0547-36-7966

場

入場料

♪会 場：島田市民総合施設プラザおおるりホール
♪利用料：1枠（55分）1,500円
♪対 象：ピアノ経験者
♪申込み：7月21日（木）8：30〜 先着順
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。
♪ご注意： ・連弾を希望する場合は、人数分の料金をい

2022年8月13日
（土）

開場13：00 開演13：30
島田市民総合施設プラザおおるり

主催：島田高校吹奏楽部OG・OB演奏会実行委員会

お問い合わせ：プラザおおるり TEL0547-36-7222

お問い合わせ：090-9267-8745（植田）
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6 土

15 月 島田市平和祈念式典

（１３
：
０0）
13:30
（9：30）
10：15

21 日 島田市高校生の“吹奏楽フェスティバル”

（１2：30）
13:00

13 土 島田高校吹奏楽部OG・OB演奏会

プラザおおるり展示ホールのご案内
＜催

物＞

入 場 料 等
無料（要整理券）

16：00

無料

11：30

無料

16：00

無料

＜展示期間／時間＞

主催／問い合せ

ブリッサフロールスタジオ
０９０-7868-9466
（植田）
０９０-９２６７-８７４５
島田市市民協働課
0547-36-7197
島田市文化協会
０５４７-36-5420
プラザおおるり

＜主催／問い合せ＞

島田市平和祈念事業展示

8月13日
（土）
〜8月16日
（火）
10：00〜16：00

島田市市民協働課
0547-36-7197

「島田市平和展」〜原爆写真・パネル展示〜

8月20日
（土）
〜8月21日
（日）
10：00〜16：00

島田市平和展実行委員会（地区労連）
0547-41-9267

夢づくり会館展示コーナーのご案内
＜催

物＞

第41回

＜展示期間／時間＞

2022年8月2日〜
2022年8月14日

金谷絵画クラブ展

夢づくり会館

＜主催／問い合せ＞

金谷絵画クラブ代表
090-3557-8725

加藤勇

※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。

ぴ〜ファイブしまだ音楽広場からのお知らせ

毎月
月曜日開催

認知症予防脳トレ教室

〜音楽・リズムでいきいき〜

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！

令和4年8月1日（月）・8日（月）・22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
会 場 ぴ〜ファイブしまだ音楽広場
参加料 1か月1,000円
日

まちなか交流拠点

ぴ〜ファイブ音楽広場

時

問い合わせ：ぴ〜ファイブ

無料

出演者募集中
島田高校吹奏楽部OG・OBの方ぜひ
ご参加ください。

ただきます。
・他の楽器を持ち込むことはできません。
・レッスンや入場料を伴う営利活動、発表会
には利用できません。
・お申込み後のキャンセルは原則受付できま
せん。

催
物
（開場）
開演
終演
brisa flor studio
1部（１2：０0）12:30 14:30
アートミュージアム・チャイコフスキー三大バレエとアーティストの共演 2部（１6：０0）16:30 18:30

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。

（火曜休館）
しまだ音楽広場 TEL0547-34-2233（9：00〜17：00）

7.23（土）
17:00-20:00 ※雨天中止
第229回 しまだ元気市
「夕涼み市」 おび通り
SCHEDULE

●はしるもんズ ポップとブルースとetc
17：30頃〜
●新谷綾子 ギター弾き語り
18：30頃〜
●島田市少年少女合唱団
19：15頃〜
●手作り灯籠展示
18：30頃〜20：00

おび通りを”ざわざわ”させたい人

大募集!!

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。

島田夏まつり開催中止のお知らせ

島田夏まつり実行委員会

からくり時計
北側で開催

しまだ元気市 次回開催は
8月27日（土）
（夕涼み市）

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！

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。

島田市商店街連合会・島田市・島田商工会議所・市民部会
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事務局（島田商工会議所内）

TEL0547-37-7155

