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第8回愛するあなたへの

悪口コンテスト※詳しくは4Pにて

 悪口コンテスト

0歳よ
り

入場O
K！ おやこ

でたのしめ
る　　　クラシックコンサート

キティたちも演奏にチャレンジ！

歌ったり、手あそびしながら名曲を楽しみましょう！

島田市自主文化事業

【出演】ハローキティ、ダニエル、ばつ丸、マイメロディ、
リボンの国の音楽隊（ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・フルート・ピアノ）ほか
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11月末日締切り迫る！

2月26日（日）2012年
午前の部◆開演10：30 開場10：00
午後の部◆開演14：00 開場13：30
※午前・午後、内容同じ。

夢づくり会館ホール
（島田市金谷生きがいセンター）

※0歳から入場可能。3歳からチケットが必要。　
   3歳未満は保護者膝上鑑賞に限り無料。お席が必要な
　場合はチケットをお求めください。

●主催/島田市・島田市教育委員会・㈱まちづくり島田●問い合わせ/夢づくり会館　TEL.0547-46-0075

11月19日（土）前売発売！

全席自由（消費税込）
●大　　　人　
 2,000円（当日2,200円）
●中学生以下　
 1,500円（当日1,700円）

○夢づくり会館………………
※午前8時30分発売開始。発売日当日は窓口販売
   のみとなります。発売日当日はお一人様10枚まで
   とさせていただきます。
○プラザおおるり…………
○川根文化センター………
○金谷公民館………………
○六合公民館………………
○初倉公民館………………
○サウンドイシカワ ………
○TSUTAYA相良店 ……
○イープラス………………

☎0547-36-7222
☎0547-53-3511
☎0547-46-5629
☎0547-37-3087
☎0547-38-0002
☎0547-36-3000
☎0548-52-2790 
http://eplus.jp

☎0547-46-0075

※夢づくり会館、川根文化センター、金谷公民館、六合
   公民館、初倉公民館ともに、月曜日は休館です。
※プレイガイドによって枚数制限及び発売時間が異な
   りますので、各店へお問合せください。

海援隊トーク＆ライブスペシャルビリー・バンバンKAIENTAI Billy BanBan Talk&Live SpecialKAIENTAI Billy BanBan Talk&Live Special

海援隊
《武田鉄矢・中牟田俊男・千葉和臣》
代表曲/「母に捧げるバラード」
「贈る言葉」「思えば遠くへ来たも
んだ」ほか

ビリー・バンバン
《菅原　孝・菅原　進》
代表曲/「白いブランコ」「さよな
らをするために」「また君に恋して
る」ほか

武田鉄矢がボーカルの海援隊と、「また君に恋してる」がロングヒット中
のビリー・バンバンが、心に響く名曲の数々を披露する島田特別企画。
普段から仲の良い武田鉄矢とビリー・バンバンのトークもお楽しみに！

武田鉄矢がボーカルの海援隊と、「また君に恋してる」がロングヒット中
のビリー・バンバンが、心に響く名曲の数々を披露する島田特別企画。
普段から仲の良い武田鉄矢とビリー・バンバンのトークもお楽しみに！

2012年1月21日(土)
島田市民会館ホール
▶開場14：30▶開演15：00
入場料：全席4,500円（消費税込）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
◆主催：株式会社まちづくり島田◆共催：CPS放送制作◆後援：島田商工会議所 問い合わせ　プラザおおるり☎0547-36-7222

※プレイガイドによって発売時間が異なりますので各店にお問合せください。

【島田市】
プラザおおるり………………☎0547-36-7222
午前8時30分発売開始
（発売当日13時までは窓口販売のみとなります。）
夢づくり会館…………………☎0547-46-0075
サウンドイシカワ…………… ☎0547-36-3000
池田時計店…………………  ☎0547-38-0061
大鉄観光サービス…………  ☎0547-46-3131
※大鉄観光サービスは日曜日が定休日となります。

【牧之原市】
TSUTAYA相良店 ……… ☎0548-52-2790 

チケットぴあ
【Pコード/153-455】
チケットぴあ電話予約
              …………………☎0570-02-9999
セブンイレブン、サークルK、サンクスでもお買い
求めいただけます。

11月26日（土）チケット発売開始！
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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
○歩 歩歩路

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

3 土

島田市民劇場　12月例会　
加藤健一事務所公演『詩人の恋』 ○お 18：30 21：00 会員 島田市民劇場

TEL 37-7005（月～土12時～17時）
島田中央幼稚園
『音楽リズム発表会』 ○市 9：00

12：45
11：45
16：00 無料 島田中央幼稚園

TEL 37-2733

4 日
『ポプコン』～ポップス・ポピュラー・
ミュージック・コンサート～
ビッグバンド＆ウィンド・オーケストラ

○お 14：00 16：30 1,000円（全席自由） 島田ジャズ研究会
TEL 070-6645-7741

10 土 もったいないをプレゼント ○歩 14：00 16：00 無料 しまだ次世代育成支援ネットワーク
TEL 33-1550

11 日

平成23年度島田市自主文化事業
池田幸広＆山本晶子ジョイントリサイタル ○お 14：00 16：20

一般2,500円
高校生以下1,000円

（全席自由・当日500円増）

島田市/島田市教育委員会
池田・山本ジョイントリサイタル実行委員会事務局
TEL 36-6327（南條）

昭和を歌う　想い出の歌謡祭 ○夢 9：30 16：30 無料 TEL 090-9920-3699（横山）

第3回「LOVE PARK 2011」
in SHIMADA ○歩 14：00 16：30

参加費
男性 1,000円
女性    500円

島田市企画部企画課
（問合せ　NPOクロスメディア
しまだ）TEL 35-0018

12 月 第6回静岡地域森林県民円卓会議
～高校生と考える森の未来～ ○歩 13：00 16：30 無料 静岡県志太榛原農林事務所

17 土
島田市・リッチモンド市姉妹都市提携50周年記念事業
記念式典・ロバートキャンベル氏講演会
～日本と世界の望ましいかかわり方について～

○お 13：00 16：00 無料
（要整理券・事前申込み）

島田市・リッチモンド市姉妹都市提
携50周年記念事業実行委員会
TEL 36-7117（事務局：秘書広報課）

18 日

レッド・ポイント・ブラザーズ
18ねんめクリスマス・コンサート ○お 17：55 21：00 500円（全席自由） レッド・ポイント・ブラザーズ

TEL 37-3863（杉浦）
第55回島田商業高校
音楽部定期演奏会 ○市 13：30 16：00 500円（当日600円） 島田商業高校

TEL 37-4167
川越し太鼓　障害者チャレンジチーム
チャリティーコンサート ○夢 13：00 16：00 無料 TEL 090-7602-9868（和田）

23〜25 金〜日 イシカワ音楽教室発表会 ○お 10：00 17：00 無料 サウンドイシカワ
TEL 36-3000

24 土 島田工業高校　吹奏楽部
第16回定期演奏会 ○市 14：00 16：20 200円（当日300円） 島田工業高校

TEL 37-4194

25 日 クリスマス会&ピアノ発表会 ○歩 13：00 16：30 無料 北川ピアノ教室

27 火 クリスマス会&ピアノ発表会 ○歩 13：00 16：30 無料 松浦ピアノ教室

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／問い合わせ＞

島田市小・中学校図工美術作品展 11月25日（金）〜12月6日（火）
9：00〜17：00まで（最終日16：00まで） 無料 島田市教育研究会事務局（島田第一小）

TEL 35-5211

島田市人権啓発ポスター展 12月9日（金）〜12月13日（火）
9：00〜16：00 無料 島田市市民安全課

　TEL 36-7153

島田市・リッチモンド市姉妹都市提携50周年記念事業
・リッチモンド市紹介・友好交流50年のあゆみ
・太平洋を越える市民作品展

12月16日（金）〜12月18日（日）
9：00〜17：00まで

（18日は15：00まで）
無料

島田市・リッチモンド市姉妹都市
提携50周年記念事業実行委員会
TEL 36-7117（事務局：秘書広報課）

各ご案内は平成23年11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。

第36回
定期演奏会マンドリンコンサートマンドリンコンサート
2011年 11月27日㊐ プラザおおるりホール

☆問い合わせ　島田マンドリンアンサンブル事務局　☎0547-36-4584 鈴木

●主催/島田マンドリンアンサンブル ●後援/島田市教育委員会・島田市音楽協会
●協力/草薙マンドリンアンサンブル ●プレイガイド/プラザおおるり

●開場/13:00　●開演/13:30
入場料（前売券）/大人400円・中学生以下200円〈当日は100円増〉

綾戸智恵
Concert 2012 ～PRAYER～
今にしか歌えないうた。いま感じることの全てを託したアルバム
「PRAYER」を8月3日にリリース。日本中に慈愛と感動に満ち
た歌声を届けます。

2012年2月25日（土）
島田市民会館
15：30
S席 7,000円　全席指定（消費税込）
2011年11月27日（日）
プラザおおるり 他
http://chie-ayado.jimdo.com/
主催：ビートクラブ
ビートクラブ　054-273-4444

16：00

※未就学児入場不可Kengo Dotani(Blue Wing Studio Inc.)Kengo Dotani(Blue Wing Studio Inc.)

開催日
会　場
開　場
料　金
一般発売日
プレイガイド
公式サイト
主催・後援
お問合せ

開　演

ポップスポピュラー
ミュージックコンサート

ポップスポピュラー
ミュージックコンサート

ポップスポピュラー
ミュージックコンサート

ポップスポピュラー
ミュージックコンサート

2011 12月4日㈰ 2011 12月4日㈰ 

ジャズ × ブラスバンド
ビッグバンド ＋ ウィンドオーケス

トラ

開場 13:30　開演 14:00　入場料 1,000円（全席自由）
会場 プラザおおるりホール　プレイガイド プラザおおるり
問い合わせ　島田ジャズ研究会　TEL070-6645-7741

親子のためのコサージュ教室親子のためのコサージュ教室
地元の花を使った花育セミナー地元の花を使った花育セミナー
島田市を含む大井川流域は花の生産が盛んです。地元で採れた花を
使って親子でコサージュづくりを楽しみませんか？会場では東海文化
専門学校（磐田）の生徒が作成した本物の花をあしらったドレスの試
着・撮影もできますので是非ご参加ください。

開催日
時　間
会　場
参加料
定　員

対　象

平成24年1月29日㈰
13：00～15：30
プラザおおるり　第3多目的室
1組 1,000円
25組（応募多数の場合は抽選になり
ます）
小学3年生から6年生の女子と親

申込方法

宛　先

締　切

往復はがきの往信裏面に親子氏名
（ふりがな）、子供の学校名、学年、ご
住所、電話番号を記入してください
㈱まちづくり島田　〒427-0042 
島田市中央町1-2（島田市市民会館）
☎0547-36-7240　FAX0547-34-1244
平成23年12月20日㈫　必着

主催者　島田市農林課、JA大井川花卉協議会、まちづくり島田

参加者募集
親子のためのコサージュ教室親子のためのコサージュ教室
地元の花を使った花育セミナー地元の花を使った花育セミナー
島田市を含む大井川流域は花の生産が盛んです。地元で採れた花を
使って親子でコサージュづくりを楽しみませんか？会場では東海文化
専門学校（磐田）の生徒が作成した本物の花をあしらったドレスの試
着・撮影もできますので是非ご参加ください。

「先月号に掲載いたしました歩歩路にて開催予定の「ささまの新たな癒し－You・Know・Me」は主催者の都合で中止となりました。」

ホール　催物のご案内12月
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日 催　　　　　物 主催/お問い合わせ 会　　場

しずぎんカップ島田地区予選 島田市サッカー協会（北川）36-7156 大井川緑地（横井）サッカー場3日（土）、4日（日）、
10日（土）、11日（日）

12月の夢づくり 陶芸教室
昼の部 9:00 から 夜の部 19:00 から

開催日 内　容

12月  2日（金）
12月16日（金）
12月23日（金）

成　型
薬がけ
講　評

開催日 内　容

12月21日（水）
12月22日（木）
   1月11日（水）
   1月18日（水）

成　型
仕上げ
薬がけ
講　評

●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　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（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　（8:30から21:00尚月曜日は休館日です。）

【申し込み方法】【申し込み方法】

小 

鉢
今月の

お題は

プラモ塾プラモ塾
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

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。

9：00～16：30

夢づくり会館（創作の部屋）
1日1000円 

※11歳未満のお子さんは必ず保護者様と一緒にご参加ください。

（お昼休憩を含む）

（プラモデル代は含みません）

※定員になり次第締め切ります。

プラモデル1点、愛用の模型道具（貸出あり）
お弁当、受講料、汚れても構わない服装

12.10（土）11（日）12.10（土）11（日）

夢づくり会館夢づくり会館

テーマ：万古　千秋
地域交流センター「歩歩路」

TEL33-1550
●とき　平成24年1月7日（土）～9日（月）
　　　　9：00～17：00
●ところ　島田市地域交流センター歩歩路　多目的ホール
●内容：島田市を中心とした古美術商達による古布、古道
具、骨董の展示・販売。掘出物満載です。入場無料。
●お車でお越しの際は、柳町駐車場又はぴ～ファイブ駐車
場をご利用ください。

第12回

歩歩路古布・
古道具・
骨董掘出市

歩歩路古布・
古道具・
骨董掘出市

歩歩路古布・
古道具・
骨董掘出市

歩歩路古布・
古道具・
骨董掘出市

行ってみるかなんずら市！行ってみるかなんずら市！

第35回防火ポスター
コンクール入賞作品
第35回防火ポスター
コンクール入賞作品

■日  時　平成23年11月26日㈯ 
　　　　  10：00～16：00　　　　　

展示期間

場　　所
主　　催

平成23年11月29日
～平成23年12月8日

歩歩路展示コーナー
島田市消防本部　予防課

■場  所　島田市地域交流センター歩歩路
■内  容　

第10回

手作りバッグ、ベスト、アクセサリーの販売、
パン、ジャム、和菓子、ワイン、地場産品

主催：しまだ女性の会
協力：㈱まちづくり島田

第118回
しまだ元気市
開催のお知らせ

からくり時計のおび通りで開催
※静岡銀行 島田支店の斜め向い

11月27日（日）9:00➡13:00雨天中止

お問い合わせは 
しまだ元気市実行委員会 
TEL0547-33-1550

平成23年度 60才からの健康体操教室
（第3期） 受講生募集

13：00～14：30
夢づくり会館1階
健康づくりの部屋
市内在住で概ね60才以上の方
35名（先着順）
運動のできる服装 上靴 タオル 
飲み物
2,000円
11月25日㈮より電話で
お申し込み下さい。
夢づくり会館TEL46－0075

時 間
ところ

対 象
定 員
持ち物

受講料
申込み

1 回
2 回
3 回
4 回
5 回
6 回

  1月13日㈮
  1月20日㈮
  2月  3日㈮
  2月10日㈮
  2月17日㈮
  3月  2日㈮

おおるりアロマ体験講座おおるりアロマ体験講座

※アロマバスボム作りは以前おおるりアロマ講座受講歴のある方のみを対象とした講座です。

天然成分のみつろうとローズパウダーで手作りのリップクリームを作ります。
・平成23年12月3日（土）　受講料2,000円（材料費込２本分）
・会場 ： プラザおおるり2階　第４会議室 
・定員 ： 12名（定員になり次第締め切り）　・時間 ： 10時～11時30分

第2回ハーブリップクリーム作り

お風呂にいれるとシュワシュワ～と溶ける手作り入浴剤を作ります。
・平成23年12月3日（土）　受講料2,000円（材料費込）
・会場 ： プラザおおるり2階　第４会議室 
・定員 ： 8名（定員になり次第締め切り）　・時間 ： 13時30分～15時
・参加資格 ： アロマ講座経験者のみ　

【申込方法】　申込用紙に必要事項を記入の上、参加料を添えて下記に直接申し込む（電話予約可）
【申込・問合せ】　島田市中央町5-1　プラザおおるり　
　　　　　　　　株式会社まちづくり島田　TEL ： 0547-36-7222

【講師】　松浦 早苗氏（癒しの丘　グラスクラウン 主催）

アロマバスボム作り

スポーツ催物のご案内12月
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開催迫る!!

〔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11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 ☎36-7222

各施設の問い合わせは下記までお願いします。 ☎0547-46-0075
金谷生きがいセンター

☎0547-36-2617
島田球場・サッカー場等

☎0547-33-1550
地域交流センター歩歩路

☎0547-46-4400
金谷体育センター
☎0547-36-7240
島田市民会館

平成24年12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：プラザおおるり第1多目的室
時間：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

12月1日（木） に平成24年12月分の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、近隣のご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。

☎0547-36-7222
プラザおおるり

☎0547-34-2233
ぴ～ファイブ集会室

愛するあなたへの悪口コンテスト第8回

50文字以内（日本語の作品に限る）
封書、ハガキ、メール、FAXで応募。
郵便番号、住所、氏名（ペンネームは本名も）、年齢、性別、職業、電話番号
を明記してください。応募点数は1人20点まで。未発表作品に限る。審査会
により応募条件に違反したと判定された作品は選より除外といたします。
大賞　　1点　5万円
準大賞　1点　3万円
入賞　　5点　1万円
島田賞（島田市在住の方対象）　1点　1万円
ジュニア部門賞（小・中学生対象）1点　5千円分図書カード
平成23年11月30日（水）消印有効
平成24年2月15日（水）入賞者に通知、㈱まちづくり島田ホームページ上
平成24年3月4日（日）おび通り南側ステージ
審査委員長　村松友視氏（静岡県出身直木賞作家）他

〒427－0042　静岡県島田市中央町5-1
㈱まちづくり島田（プラザおおるり内）
「愛するあなたへの悪口コンテスト」実行委員会
TEL　0547ｰ36ｰ7222
FAX　0547ｰ37ｰ8696
EｰMAIL　machi_shimada@yahoo.co.jp
URL  　　http://www.shimada-tmo.com/
※昨年の入賞作品は(株)まちづくり島田のホームページに
　掲載してあります

募集要項

応募条件
応募規定

　

　 賞 　

締 切 り
発 表
表 彰
審 査 員

●主　催　愛するあなたへの悪口コンテスト実行委員会
●参　考　入賞者の氏名、年齢、住所（市町村まで）、職種は公表される
●諸権利　応募作品の一切の権利は主催者に帰属

御陣屋稲荷全景今年も「愛のこもった悪口」募集いたします。

作品募集!
作品募集!
作品募集!

応 募 先

稲垣潤一

池田幸広＆山本晶子
ジョイントリサイタル

30th Anniversary
アコースティックライブ2011

2011年11月23日（水・祝）
島田市民会館ホール

●主催 ㈱まちづくり島田、M's PRODUCE　●後援 島田商工会議所、K-MIX　●企画制作 オー・エンタープライズ、MSエンタテンメント・プランニング

平成23年度　島田市自主文化事業

全席指定［前売］5,200円
　　　　［当日］5,700円
開場16：00　開演16：30

【島田】
プラザおおるり　

大鉄観光サービス
※大鉄観光サービスは日曜日が定休日です。
【牧之原】
TSUTAYA相良店

【プレイガイド】

0547-36-7222
  0547-46-0075

0547-46-3131

0548-52-2790サウンドイシカワ
池田時計店

0547-36-3000
0547-38-0061

※前売り券が完売の際は当日券はございませんのでご了承ください。
※未就学児の入場・同伴はご遠慮ください。

問い合わせ　プラザおおるり㈱まちづくり島田　TEL0547-36-7222

夢づくり会館　

Special Guest

岡本真夜Mayo Okamoto
好評発売中

チケットぴあ（Pコード144-567）　
ローソンチケット（Lコード43496）
イープラス　http://eplus.jp/msp

TEL.0570-02-9999
TEL.0570-084-004

■主催：島田市／島田市教育委員会／ジョイントリサイタル実行委員会
■後援：静岡県吹奏楽連盟、FM島田
■協力：まちづくり島田、島田交響吹奏楽団
■入場料：〈前売〉一般2,500円、高校生以下1,000円

〈当日〉いずれも500円増し　全席自由（消費税込）

■プレイガイド：
　プラザおおるり（中央町）
　サウンドイシカワ（向島町）
　川根文化センター（川根）
　夢づくり会館（金谷）
　池田時計店（初倉）

0547-36-7222
0547-36-3000
0547-53-3511
0547-46-0075
0547-38-0061

島田が生んだ
二人の音楽家によるジョイントリサイタル

2011.12.11sun 会場：島田市民総合施設プラザおおるりホール
14：00開演（13：15開場）

（消費税込）


