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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？

各施設のお問い合わ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（水）  に下記の新規受付を予定しています。
・令和６年  3月分プラザおおるりホール
・令和５年  9月分プラザおおるり会議室等（月1回以上）
・令和５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

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：夢づくり会館
TEL0547-46-0075

お問い合わせ：夢づくり会館
TEL0547-46-0075

お問い合わせ：夢づくり会館
TEL0547-46-0075

お問い合わせ：夢づくり会館
TEL0547-46-0075

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!!

開催日 内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

　 3月　3日(金)
    3月17日(金)
    3月24日(金)

昼の部　9：00～ 夜の部　19：00～
開催日

  3月　1日(水)
  3月　2日(木)
  3月16日(木)
  3月23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：20名

第９期夢づくり陶芸教室第９期夢づくり陶芸教室

親子のためのクラシックコンサート

2023年
3／18㈯
14：00開演

（13：30開場）

プラザおおるりホール
入場料全席指定（税込）
一　　　般
小学生以下

2,500円
1,000円

※0歳から入場可。3歳以下膝上鑑賞無料

ズーラシアンウッドウインズ
＆ズーラシアンブラス

好評
発売中

【プレイガイド】
☎0547-36-7222□プラザおおるり

♪演奏予定曲目♪
・さくら幻想曲
・山の音楽家じゅんばん協奏曲
・木管おゆうぎ
・となりのトトロメドレー
・昆虫大図鑑　　　　　　　ほか

1111日土3月

12日日

■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、参加料、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。

第４回 らくらく健康ヨガ教室
開催日時：4月4日・18日、5月2日・16日・30日
　　　　　全5回　火曜日10：00～11：30

●会　場：
●募集人数：
●対　象：
●参加料：
●用　意：

●講　師：
●申込み：

五和会館　和室
若干名
成人男女
3,000円
動きやすい服装、タオル、飲み物、
バスタオル又はヨガマット
中田光代
2月25日（土）8：30～先着順
電話又は、直接来館してお申込みください。

脳と身体の
ビタミン体操講座
脳と身体の

ビタミン体操講座
運動が苦手な方でも大丈夫♪リズムに合わせた体操や読
み聞かせなどを通して、脳と身体に刺激を与える楽しい
教室です。

●日　程：4月6日・20日、5月18日、6月1日・15日
　　　　　7月6日・20日、8月17日、9月7日・21日
●時　間：10：00～11：30（5回　全木曜日）
●会　場：夢づくり会館　健康づくりの部屋 
●持ち物：上靴、タオル、飲み物、動きやすい服装
●対　象：中高年齢の方向け
●募集人数：若干名
●参加料：3,000円
●申込み：2月25日（土）8：30～先着順
　　　　　電話又は、直接来館してお申込みください。

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。

テーマ
「湯飲み」
を作ろう

主催：島田市　主管：株式会社まちづくり島田　お問い合わせ：プラザおおるり　TEL0547-36-7222



－ 3 － － 2 －

※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い合わせください。

3/21（火・祝）
9：00～16：00

お問い合わせ：プラザおおるり
主催：株式会社まちづくり島田　TEL：0547-36-7222

プラザおおるりエントランスロビーに
グランドピアノと、アップライトピアノが登場。

ロビーピアノ開放日は、だれでも自由に弾くことができます。

お問い合わせ：ぴ～ファイブ音楽広場
TEL0547-34-2233

毎月
月曜日開催

日　時

参加料
会　場

認知症予防脳トレ教室
～音楽・リズムでいきいき～

令和5年3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
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！

プラザおおるり体操教室 プラザおおるり体操教室

♪開放日：2023年3月21日（火・祝）
　　　　　1日あたり最大2枠まで利用可

♪会　場：プラザおおるりホール
♪利用料：1枠（55分）3,000円
♪対　象：ピアノ経験者
♪申込み：2月21日（火）8：30～　先着順
　　　　　電話またはプラザおおるりに直接来館して
　　　　　お申込みください。
※注意事項等は、HPをご覧ください。

おおるりホール
２台のピアノDAY

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

コンサート用グランドピアノ２台を
ホールで弾き比べ

◎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。

ミニ鉄道運行再開のお知らせ

※3月21日（火・祝）の運行はありません。

かなや☆ときめきマルシェ
軽トラ市

※軽トラ市 出店者募集中！
主　催　かなや☆ときめきマルシェ実行委員会
連絡先　090-8956-0018（鈴木）

主　　催：島田市商工課
企画運営：㈱まちづくり島田

　

<申し込みのご相談>
● 島田地域交流センター歩歩路（0547-33-1550）
● 右側のQRコードから利用マニュアルが
　ダウンロードできます

2.19（日）

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235回 しまだ元気市「朝市」
●古本の無料配付　協力：島田図書館 9：30頃～
●具だくさん島田汁の「みそ玉」無料配付 10：30頃～
　協力：島田市健康づくり食生活推進協議会
●島田市少年少女合唱団 11：30頃～
しまだ元気市 次回開催は3月26日（日）9：00～

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
おび通り南側同日開催

数量限定

9:00-15:00※雨天中止9:00-12:30

島田中央公園ミニ鉄道は、メンテナンスの為、運行を休止していましたが下記の日程で運行を再開します。

3月運行日 11日（土）、12日（日）、18日（土）、19日（日）、25日（土）、26日（日）

楽器の
持込可

会場への
入場者
５名まで

3月催物のご案内

＜展示期間／時間＞ ＜主催／お問い合わせ＞＜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

島田市社会教育課
０５４７－３６－７９６２生涯学習大会 フェスタしまだ2023！ 3月4日（土）13：００～１6：３０

3月5日（日）　９：2０～１５：３０

地域交流センター歩歩路ホール

（１８：００）
１８：３０

(13:30)
14:00

会員
（随時会員受付中）

無料・整理券要
（事前にお問い合わせ下さい）

生涯学習大会 フェスタしまだ2023！

第４5回スプリングコンサート（ピアノ発表会）

島田市少年少女合唱団 第56回定期演奏会

島田市民劇場3月例会 
東京芸術座「いぐねの庭」

島田ビジネススクール「嶋田塾」
研究成果発表会（公開）・卒塾式

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／お問い合わせ入　場　料　等

木月ピアノ教室
０５４７－３５－２８３７（東海林）
島田市民劇場（月～金12時～17時）
０５４７－３７－７００５
島田市少年少女合唱団育成会事務局
０８０－４６５５－００２２

島田市社会教育課
０５４７－３６－７９６２１５：0０

１６：３０

２１：００

１６：００

９：００

１２：００

無料

無料

プラザおおるりホール

5

19

23

26

日

日

木

日

令和4年分　確定申告会場

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／お問い合わせ入　場　料　等
島田税務署
0547-37-3124
島田市産業支援センター
0547-54-5760

 17：00

18：00

9：00

13：00

土・日・祝　休

無料

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

富永千保子
46－3541さくら書の会小作品展 3月14日～3月26日

東海道金谷宿大学成果発表会

東海道金谷宿大学成果発表会

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／お問い合わせ入　場　料　等
金谷公民館（みんくる）
電話 46-5629
金谷公民館（みんくる）
電話 46-5629

9:30

9:00

14:00

12:00

無料

無料

夢づくり会館ホール

11

12

土

日

22水

2/16
〜
3/15
木
〜
水

やさし～い体操
60歳以上の女性を対象にした教室で
す。ゆっくりあるく程度の動きで普段使
わない筋肉を動かします。
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。

キッズポップ
保育園幼稚園の年少から小学
4年生を対象にした教室です。
音楽に合わせて運動したり、同
年代の友達と楽しく身体を動か
します。運動が苦手な子大歓
迎！！地域のイベントや発表会に
も参加します。

①火曜日10：45～11：45
②金曜日  9：30～10：30
③金曜日10：45～11：45
プラザおおるり
4月～6月
全10回　3,000円
各20名　先着順
2月21日（火） 8：30～
電話又は、直接来館してお申込みください

クラス

会 場
期 間
参加料
定 員
申込み

①木曜日17：00～17：50
②木曜日18：00～18：50
プラザおおるり
4月～6月
全10回　3,000円
各20名　先着順
2月21日（火） 8：30～
電話又は、直接来館してお申込みください

クラス

会 場
期 間
参加料
定 員
申込み

※初回申込時、チューブ代とボール代2,000円参加料とは
　別にかかります。

お問い合わせ：プラザおおるり
TEL0547-36-7222

お問い合わせ：プラザおおるり
TEL0547-36-7222

お問い合わせ：プラザおおるり
TEL0547-36-7222


