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劇団若獅子 島田公演

市川亀治郎 舞踊「保名」より

間 寛平 アースマラソン トークショー

ミニＳＬ運営アルバイト募集中

☆
と き 8月6日（土） 島田市民会館ホールところ

14：00開演（13：30開場）　

入場料 一　　　般 ￥2,500
高校生以下 ￥2,000

※未就学児の
　ご入場は
　ご遠慮下さい(　　)消費税込

全席指定
発売日

5月28日（土）

主催/（株）まちづくり島田　0547-36-7222　制作協力／（株）アオイプロデュース

　マラソン＆ヨットで地球一周にチャレンジした間寛平さ
ん。移動距離は合計で41，040㎞に及ぶ壮大なもので
した。多くの仲間たちの応援やサポートを得て、2011
年１月21日無事ゴール！途中、幾多の試練や苦難に襲わ
れましたが、そこはさすがに寛平ちゃん。持ち前のギャグ
と明るさで乗り越えました。今回はおかしくも感動的な
エピソードを、大爆笑を交えてお届けいたします。

※プラザおおるりでは、前売券の発売を午前８時30分より
開始いたします。※発売日当日は、お一人様10枚までとさ
せていただきます。※プレイガイドにより、発売時間及び枚
数制限が異なりますのでお問い合わせください。※発売日
当日残券がある場合のみ13時より電話予約可能。

●サウンドイシカワ……0547－36－3000
●大鉄観光サービス……0547－46－3131（日曜日が定休日となります）
●ＴＳＵＴＡＹＡ相良店…0548－52－2790
●夢づくり会館…………0547－46－0075
●電子チケットぴあ…0570－02－9999（Ｐコード：619－271）
●池田時計店（初倉）…0547－38－0061

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

運行日／土・日曜日、祝日
　　　　（団体予約がある場合は、平日も運行す
　　　るときがあります）
　　　　４月～９月：午前10時～午後５時
　　　　10月～３月：午前10時～午後４時
　　　　ただし、12月29日～２月末日まで休業
乗車料金／１乗車100円（小学生以上）
※小学生未満は、保護者の同乗（有料）が必要です。
※事前の団体申込による平日運行あり（月曜日を
除く）。

ミニＳＬはお子様が多いことから、子どもが好きな方
であれば男女問わず楽しく仕事していただけます。
仕事内容：ミニＳＬ運営スタッフ（運行・安全管理等）
雇用形態：登録制アルバイト
年　　齢：18 歳～70歳台
時　　給：面談の上決定
勤務時間：9：30～17：30（土日祝メインになります）
※移動時間は含まれません。日曜のみや隔週でも歓
迎、連絡を取らせて頂き、スケジュールの擦り合わ
せを行います。
勤 務 地：島田市中央公園内（島田市野田 1689）
応募方法：お電話にてお気軽にご応募ください。
そ の 他：責任感のある方、健康な方、子ども好き

な方歓迎します。
連 絡 先：まちづくり島田（プラザおおるり内）
　　　　　TEL0547-36-7222
受付時間：9：00～17：00
　　　　　（担当不在の場合折り返しご連絡いたします）
※後日面接を行います。面接時は履歴書（写真貼付）
を持参下さい。

プレイガイド／プラザおおるり…0547－36－7222

5月
ミニＳＬオープン!!ミニＳＬオープン!!
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○お プラザおおるり
○市 島田市民会館
○夢 夢づくり会館

日 曜 催　　　　　物 会場 開演 終演 入 場 料 等 主催／お問い合わせ

３ 金 静岡大学教育学部附属島田中学校
高等学校説明会 ○お 14：00 16：00 関係者 静岡大学教育学部附属島田中学校

TEL35-6500

４ 土 静岡県立島田高等学校
平成23年度『六月祭』 ○市 9：15 15：50 無料 静岡県立島田高等学校

TEL37-2188（前田）

４ 土 環境フェアネットワーク島田
2011環境フェアin島田　トイストーリー３上映 ○お 10：30

13：00
12：30
15：00 無料 環境フェアネットワーク島田

島田市環境課TEL36-7145

５ 日 友達遊人歌謡祭 ○夢 9：00 18：00 無料 TEL080-3619-4723（石間）

11 土 静岡県市町村職員年金者連盟
島田市支部定期総会 ○お 10：00 12：00 無料 島田市支部

TEL36-2566（三嶽）

12 日第50回島田市民音楽祭 ○市 13：30 16：00 入場料300円
（当日券あり）

島田市音楽協会
TEL34-2172（杉浦）

12 日 佐川歌謡愛好会
懐メロの集い ○お 9：30 17：30 無料 すみれの会

TEL36-3021（松野）

1５ 水 島田金谷吉田地区高校演劇教室 ○市 13：30 15：30 関係者 静岡県立島田商業高等学校
TEL37-4167（長房）

16 木 島田金谷吉田地区高校演劇教室 ○市 10：00
13：30

12：00
15：30 関係者 静岡県立島田商業高等学校

TEL37-4167（長房）

16 木 平成23年度労働保険年度更新説明会 ○お 14：00 16：00 無料 島田労働基準監督署
TEL37-3148

17 金 島田金谷吉田地区高校演劇教室 ○市 10：00
13：30

12：00
15：30 関係者 静岡県立島田商業高等学校

TEL37-4167（長房）

18 土 2011年　第54回
静岡県中部高校演劇公演 ○お 10：00 18：00 無料 静岡県立島田高等学校

TEL37-2188（山口）

19 日 2011年　第54回
静岡県中部高校演劇公演 ○お 11：00 18：00 無料 静岡県立島田高等学校

TEL37-2188（山口）
19 日 みんなの歌謡祭 ○夢 9：30 17：30 無料 TEL38-1966（松本）

2４ 金 静岡大学教育学部附属島田中学校
高等学校説明会 ○お 14：00 16：00 関係者 静岡大学教育学部附属島田中学校

TEL35-6500

26 日 サウンドイシカワ
『ヤマハエレクトーンステージ2011』 ○お 13：30 16：00 無料 サウンドイシカワ

TEL36-3000

展示ホールのご案内 ������������������������������������プラザおおるり
＜催　物＞ ＜展示期間／時間＞ ＜主催／お問い合わせ＞

2011環境フェアin島田 ６/４（土）　10:00～15:30 無料 環境フェアネットワーク島田
島田市環境課　℡36-7145

谿水会『南画展』 ６/10（金）～６/12（日）　9:00～17:00
（最終日は16:00まで） 無料 谿水会　℡37-2986（小島）

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

水墨画作品展 ６月14日（火）～６月26日（日） 東洋水墨美術協会
金谷教室 46-0712（竹内理式）

各ご案内は平成23年５月１日現在の使用申請書に基づいて作成したものです。		 	
主催者等の事情により内容が変更される場合がありますので、詳細については各主催者にお問い合わせ下さい。	 	 	

お問い合わせは しまだ元気市実行委員会 まちづくり島田 TEL0547-33-1550

第112回
しまだ元気市しまだ元気市しまだ元気市しまだ元気市

開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ

からくり時計のおび通りで開催

5月22日（日）午前9時➡午後２時

お誘い合わせて
皆さまでお越し下さい。

静岡銀行　島田支店の斜め向い

2011歩歩路歌謡祭2011歩歩路歌謡祭
－市民ふれあい事業－

　地域交流センター歩歩路は、市民の皆様のふれあいの場、
憩いの場とし『2011歩歩路歌謡祭』を開催します。
　あなたの自慢の歌声をホールいっぱいに響かせましょう！
懐メロ歓迎！多くの皆様のご参加をお待ちしております。
平成23年６月26日（日）
９：30開演予定
地域交流センター歩歩路（２Ｆ）
多目的ホール
3,500円（昼食のお弁当、お茶付き）
※２コーラスとする

5月20日（金）まで 先着80名
・受付時間９：00～17：00 歩歩路事務局
・しまだ女性の会運営委員会
地域交流センター歩歩路 ＴＥＬ33-1550
しまだ女性の会 提坂芙沙子 ＴＥＬ37-6505
㈱まちづくり島田 しまだ女性の会

開催日時

会　場

参加料

申し込み

問合せ先

主　催

ホール　催物のご案内６月
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日 催　　　　　物 会　　場 主催／お問い合わせ
１（水） 自治会対抗親善ゲートボール大会 川越広場、多目的広場 島田市体育協会

36-7219

４（土） プロ野球イースタンリーグ公式戦 島田球場 第一テレビ事業部
054-283-8115

４（土） 島田信用金庫杯 川越広場、
島田グラウンドゴルフ場

島田市グラウンドゴルフ協会（神間）
36-4025

11（土） 全日本少年軟式野球東海大会 島田球場、第二球場 島田市野球連盟（三宅）
36-9682

12（日） ゆうちょときめき倶楽部杯 川越広場、
島田グラウンドゴルフ場

島田市グラウンドゴルフ協会（神間）
36-4025

18（土） 第33回スポーツ少年団交流軟式野球東海大会 島田球場、第二球場 島田市野球連盟（三宅）
36-9682

主催：志々目真理子講演会実行委員会
共催：島田市文化協会
お問い合せ：0547-37-5397(大石)
後援:島田市教育委員会／㈱まちづくり島田

平成23年 5月22日(日)
プラザおおるりホール

志
々
目
真
理
子

講
演
会■開場13：00

■開演13：30

料金1,000円(税込)
好評発売中！！

プレイガイド
プラザおおるり…0547-36-7222

第50回島田市民音楽祭
平成23年6月12日（日）
午後1時30分開演　入場券300円（当日券あり）

プレイガイド：プラザおおるり

日時 島田市民会館ホール会場

第一部（合唱の部）（出演団体・演奏順）
島田合唱団どんぐり
コラール・アミ
初倉コーラス幹
コール・なでしこ
コール・シクラメン
グッドフェロー
混声合唱団
　しまだファミリー

第二部（器楽の部）（出演団体・演奏順）
島田マンドリンアンサンブル
島田ミッドナイト・ズー・リハーサルオーケストラ
島田交響吹奏楽団
島田フィルハーモニー管弦楽団

今回は新しく作詞された島田市歌を
合唱とオーケストラで披露いたします。主催／島田市音楽協会

6月の夢づくり 陶芸教室今月のお題
は

●お申し込みは、お電話にて受付をいたします。
●ところ　夢づくり会館　創作の部屋
●時間　

●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（昼の部は第1回目のみ弁当を持参して下さい。）
　お問い合わせ　夢づくり会館　TEL 46-0075　（午前8:30から午後9:00尚月曜日は休館日です。）

【申し込み方法】【申し込み方法】

昼の部　午前9:00～12:00（第1回目のみ午後15:00まで）
夜の部　午後6:30～  9:00

ぐい呑み

昼の部 午前 9:00 から 夜の部 午後 6:30 から
開催日 内　容

6月  3日（金）
6月17日（金）
6月24日（金）

成　型
薬がけ
講　評

開催日 内　容

6月22日（水）
6月23日（木）
7月   6日（水）
7月13日（水）

成　型
仕上げ
薬がけ
講　評

「がんばろう日本！」 ただ今、参加者募集中！ただ今、参加者募集中！
イベント、パレード、島田楽市（７丁目付近）への
参加者を募ります。
詳細お問合せは実行委員会事務局まで
TEL：0547-37-7155（島田商工会議所内）
URL:http://shimanatsu.eshizuoka.jp/

平成23年８月６日（土）７日（日）
島田夏まつり

開催
決定

吉例吉例

プラモデルには興味はあるけれど
「どうやって作るの？」「色はどうやって塗るの？」
そういった疑問にお答えします！
プラモデル工作の基本やテクニックを
はじめての方でも丁寧にお答えします。
一歩進んだプラモ作りを体験しましょう。

プラモデルには興味はあるけれど
「どうやって作るの？」「色はどうやって塗るの？」
そういった疑問にお答えします！
プラモデル工作の基本やテクニックを
はじめての方でも丁寧にお答えします。
一歩進んだプラモ作りを体験しましょう。

■対　象：

■時　間：
■場　所：
■受講料：

■持ち物：
■申込み方法：電話もしくは応募用紙にて受付します。

■対　象：

■時　間：
■場　所：
■受講料：

■持ち物：
■申込み方法：電話もしくは応募用紙にて受付します。

詳しいお問い合わせは 夢づくり会館 TEL 0547-46-0075詳しいお問い合わせは 夢づくり会館 TEL 0547-46-0075

10歳以上の男女、（定員15名）
初心者から大人の方まで歓迎いたします。

午前9：00～午後4：30
夢づくり会館（創作の部屋）
1日1000円 キット込の専門コースもあります。

※中学生以下は必ず保護者の同意を得て参加して下さい。

（お昼休憩を含む）

（詳しくはお問い合わせください）
（プラモデル代は含みません。当日にお持ちください。）

応募用紙、電話受付は〔夢づくり会館〕にて受け付けております。
なお応募者多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。

プラモデル1点、愛用の模型道具（道具が無い場合は貸出します。）
お弁当、受講料、汚れても構わない服装

7.9（土）10（日）7.9（土）10（日）

プラモデルには興味はあるけれど
「どうやって作るの？」「色はどうやって塗るの？」
そういった疑問にお答えします！
プラモデル工作の基本やテクニックを
はじめての方でも丁寧にお答えします。
一歩進んだプラモ作りを体験しましょう。

プラモデルには興味はあるけれど
「どうやって作るの？」「色はどうやって塗るの？」
そういった疑問にお答えします！
プラモデル工作の基本やテクニックを
はじめての方でも丁寧にお答えします。
一歩進んだプラモ作りを体験しましょう。

■対　象：

■時　間：
■場　所：
■受講料：

■持ち物：
■申込み方法：電話もしくは応募用紙にて受付します。

■対　象：

■時　間：
■場　所：
■受講料：

■持ち物：
■申込み方法：電話もしくは応募用紙にて受付します。

詳しいお問い合わせは 夢づくり会館 TEL 0547-46-0075詳しいお問い合わせは 夢づくり会館 TEL 0547-46-0075

10歳以上の男女、（定員15名）
初心者から大人の方まで歓迎いたします。

午前9：00～午後4：30

夢づくり会館（創作の部屋）
1日1000円 キット込の専門コースもあります。

※中学生以下は必ず保護者の同意を得て参加して下さい。

（お昼休憩を含む）

（詳しくはお問い合わせください）
（プラモデル代は含みません。当日にお持ちください。）

応募用紙、電話受付は〔夢づくり会館〕にて受け付けております。
なお応募者多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。

プラモデル1点、愛用の模型道具（道具が無い場合は貸出します。）
お弁当、受講料、汚れても構わない服装

7.9（土）10（日）7.9（土）10（日）

たてを広くした方↓↓↓

スポーツ催物のご案内６月
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〔月刊おおるりは、グリーン購入法適合製品の再生紙を使用しています。〕
平成23年5月15日発行（毎月1回発行）　編集・発行　（株）まちづくり島田　島田市本通5丁目2番の2 ☎34-2233

各施設の問い合わせは
下記までお願いします。 ☎0547-36-7222

プラザおおるり
☎0547-46-0075
金谷生きがいセンター

☎0547-33-1550
地域交流センター歩歩路

☎0547-36-2617
島田球場・サッカー場等
☎0547-36-7240
島田市民会館

平成24年6月分プラザおおるり・島田市民会館ホール受付

※プラザおおるり・市民会館・歩歩路以外の施設は月曜日が休館・休場となります。

会場：プラザおおるり1階第1会議室
時間：午前8時30分までにお集まりください。

問い合わせ　プラザおおるり受付　☎36-7222

６月１日（水） に新規受付を行います。

ご来館のお客様
へのお願い

プラザおおるり・市民会館へお越しの際は、駐車場に限りがございますので、できるだけ公共交通機関をご利
用いただけますよう御理解、御協力をお願いいたします。なお、迷惑になりますので、プラザおおるり及び市
民会館近隣の店舗駐車場・私有地等に駐車することはおやめください。

プラザおおるりにてチケット取扱いのイベント

　　　　　　　　　　　　　　　　〈消費税込〉※未就学児童は無料です

■Ｓゾーン自由席〈一般、小・中学生〉 前売2,500円
■Ａゾーン自由席〈一　般〉 前売1,500円
■Ａゾーン自由席〈小・中学生〉 前売1,000円
■外 野 自 由 席〈一　般〉 前売1,000円
■外 野 自 由 席〈小・中学生〉 前売　500円

■プラザおおるり　■島田球場
主催／読売新聞社、静岡第一テレビ、報知新聞社
後援／静岡県読売会、島田市、島田市教育委員会、掛川市、掛川市教育委員会
協力／島田市体育協会、ＮＰＯ法人掛川市体育協会
特別協賛／トヨタカローラ東海㈱
協賛／キリンビール㈱、㈱アンビ・ア、㈱読売旅行、静岡よみうりC.C.

お問い合わせ
だいいちテレビ事業部
ＴＥＬ054-283-8115
ヴイエールプロモーション
　　　　（企画・運営）
ＴＥＬ054-281-7128

チケット料金

プレイガイド 一塁側　巨　人
三塁側　中　日

島田市男女共同参画の日記念
東日本大震災
復興支援コンサート

島田市男女共同参画の日記念
東日本大震災
復興支援コンサート

SUMMER SPECIAL LIVE 2011SUMMER SPECIAL LIVE 2011

紙ふうせん
翼をください
紙ふうせん
翼をください

2011年７月24日（日）
島田市民総合施設
プラザおおるりホール
13：30開場　14：00開演

【曲目】紙ふうせん、竹田の子守唄、翼をください　ほか

プレイガイド ： プラザおおるり

3,500円
全自由席※未就学児の入場はご遠慮ください。

※本コンサートの収益の一部は日本赤十字社に寄附します。

■主催 ： 島田市（受託：株式会社　丸紅）
■後援 ： 静岡県／静岡県立大学男女共同参画推進センター／島田市家族と地域の時間づくり推進会議
■協力 ： 株式会社ＦＭ島田／ＮＰＯクロスメディアしまだ／島田市少年少女合唱団／ＣＰＳ放送制作／
　　　　株式会社ハブマーシー　
■企画 ： 株式会社企画制作紙ふうせん

☎0547-34-2233
ぴ～ファイブ集会室

☎0547-46-4400
金谷体育センター

2011プロ野球イースタン・ウエスタンリーグ交流戦

６月４日（土）島田球場
13：00　PLAYBALL　［11:00開門］　雨天中止

前売券好評発売中

第7回
夢づくり
名画会

刀ではなく、そろばんで、 家族を守った侍がいた。

と き

ところ

5月29日（日）
夢づくり会館ホール

入場料 全席自由
（当日券1,000円）
※3歳以上チケット必要

入場券好評発売中

チケット販売
5/21から

主催/（株）まちづくり島田　お問合せ/夢づくり会館（金谷生きがいセンター）TEL0547-46-0075

1回目 10：00 2回目 13：00 3回目 16：00
上映時間2時間9分 ※各回入れ替え制です。

※各回の定員を超えた場合は発売を締め切らせていただきます。

700円(税込)

入場券販売所
夢づくり会館 ……
プラザおおるり …
金谷公民館………
六合公民館………
初倉公民館………
川根文化センター
　チャリム21……
地域交流センター
　歩歩路…………

0547-46-0075
0547-36-7222
0547-46-5629
0547-37-3087
0547-38-0002

0547-53-3511

0547-33-1550

プラザおおるり・市民会館指定管理者　（株）まちづくり島田　☎0547-36-7222 (直通）〈問い合わせ〉 ホームページアドレス http://www.shimada-tmo.com/

月　刊

2011 No.324
劇団若獅子 島田公演

市川亀治郎 舞踊「保名」より

間 寛平 アースマラソン トークショー

ミニＳＬ運営アルバイト募集中

☆
と き 8月6日（土） 島田市民会館ホールところ

14：00開演（13：30開場）　

入場料 一　　　般 ￥2,500
高校生以下 ￥2,000

※未就学児の
　ご入場は
　ご遠慮下さい(　　)消費税込

全席指定
発売日

5月28日（土）

主催/（株）まちづくり島田　0547-36-7222　制作協力／（株）アオイプロデュース

　マラソン＆ヨットで地球一周にチャレンジした間寛平さ
ん。移動距離は合計で41，040㎞に及ぶ壮大なもので
した。多くの仲間たちの応援やサポートを得て、2011
年１月21日無事ゴール！途中、幾多の試練や苦難に襲わ
れましたが、そこはさすがに寛平ちゃん。持ち前のギャグ
と明るさで乗り越えました。今回はおかしくも感動的な
エピソードを、大爆笑を交えてお届けいたします。

※プラザおおるりでは、前売券の発売を午前８時30分より
開始いたします。※発売日当日は、お一人様10枚までとさ
せていただきます。※プレイガイドにより、発売時間及び枚
数制限が異なりますのでお問い合わせください。※発売日
当日残券がある場合のみ13時より電話予約可能。

●サウンドイシカワ……0547－36－3000
●大鉄観光サービス……0547－46－3131（日曜日が定休日となります）
●ＴＳＵＴＡＹＡ相良店…0548－52－2790
●夢づくり会館…………0547－46－0075
●電子チケットぴあ…0570－02－9999（Ｐコード：619－271）
●池田時計店（初倉）…0547－38－0061

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

運行日／土・日曜日、祝日
　　　　（団体予約がある場合は、平日も運行す
　　　るときがあります）
　　　　４月～９月：午前10時～午後５時
　　　　10月～３月：午前10時～午後４時
　　　　ただし、12月29日～２月末日まで休業
乗車料金／１乗車100円（小学生以上）
※小学生未満は、保護者の同乗（有料）が必要です。
※事前の団体申込による平日運行あり（月曜日を
除く）。

ミニＳＬはお子様が多いことから、子どもが好きな方
であれば男女問わず楽しく仕事していただけます。
仕事内容：ミニＳＬ運営スタッフ（運行・安全管理等）
雇用形態：登録制アルバイト
年　　齢：18 歳～70歳台
時　　給：面談の上決定
勤務時間：9：30～17：30（土日祝メインになります）
※移動時間は含まれません。日曜のみや隔週でも歓
迎、連絡を取らせて頂き、スケジュールの擦り合わ
せを行います。
勤 務 地：島田市中央公園内（島田市野田 1689）
応募方法：お電話にてお気軽にご応募ください。
そ の 他：責任感のある方、健康な方、子ども好き

な方歓迎します。
連 絡 先：まちづくり島田（プラザおおるり内）
　　　　　TEL0547-36-7222
受付時間：9：00～17：00
　　　　　（担当不在の場合折り返しご連絡いたします）
※後日面接を行います。面接時は履歴書（写真貼付）
を持参下さい。

プレイガイド／プラザおおるり…0547－36－7222

5月
ミニＳＬオープン!!ミニＳＬオープン!!


