
光輝くイルミネーションの幻想的な光に包まれながら、
島田の街でおだやかなひとときを・・・

●点灯期間　平成23年12月3日（土）～平成24年1月31日（火）
●点灯時間　17時～22時（毎日）
●点灯場所　島田駅北口広場・プラザおおるり広場（けやき）　

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！
本格的な道具やテクニックを使って楽しくプラモデル作りを学びましょう。

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！
本格的な道具やテクニックを使って楽しくプラモデル作りを学びましょう。

～島田駅北口広場イルミネーション＆おおるりイルミネーション～

プラモ塾プラモ塾

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/
〔月刊おおるりは、古紙を利用した再生紙を使用しています。〕
平成24年1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

月　刊
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謹賀新年

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、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
民会館の近隣店舗駐車場・私有地等に駐車することはおやめください。

ご来館のお客様
へのお願い

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～ファイブ集会室

☎0547-33-1550
地域交流センター歩歩路

☎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

☎0547-36-7240
島田市民会館

☎0547-46-4400
金谷体育センター

※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。

平成25年2月分プラザおおるり・島田市民会館ホール受付
2月1日（水） に平成25年2月分の新規受付を行います。
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。
　　　　　　　　お問い合わせ　プラザおおるり受付　☎36-7222

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

（お昼休憩を含む）

■対　象：■対　象：

■時　間：■時　間：
■場　所：■場　所：

10歳以上の男女、

電話もしくは応募用紙にて受付します。

1000円 ■受講料：■受講料：
■持ち物：■持ち物：

■申込み方法：■申込み方法：

1日
（貸出あり）

（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）

※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。

（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
お弁当、受講料、汚れても構わない服装

1.1.2828（（土土））2929（（日日））夢づくり会館 2012.2012.

新年あけまして
おめでとうございます

プラザおおるり入り口前 門松

おやこ
でたのしめ

る　　　クラシックコンサート

歌ったり、手あそびしながら名曲を楽しみましょう！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

©’76,’93,’99,’11 SANRIO APPROVAL No.P031104-02 

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

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 …………
○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………

☎46-0075
☎36-7222
☎53-3511
☎46-5629
☎37-3087
☎38-0002
☎36-3000

☎0548-52-2790
http://eplus.jp

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

綾戸智恵 Concert 2012 
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。

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

好評発売中

2012年2月25日（土）
島田市民会館
15：30
16：00
S席 7,000円
全席指定（消費税込）
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

開催日
会　場
開　場
開　演
料　金

プレイガイド
公式サイト
主催・後援
お問合せ

0歳よ
り

入場O
K！

キティたちも演奏にチャレンジ！

夢づくり展においてプラモデル展示＆実演会を開催します‼夢づくり展においてプラモデル展示＆実演会を開催します‼[金][金]3322 [土][土]44 [日][日]55

2.2.1212（（日日））2012.2012.

月

【島田市】
プラザおおるり………………☎0547-36-7222
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/156-701】
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。

好評発売中！
プ
レ
イ
ガ
イ
ド

好評
発売中
好評
発売中

プラザおおるり ……………… 0547-36-7222
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。
TSUTAYA
　　 相良店…………………………0548-52-2790

問い合わせ：プラザおおるり　℡0547-36-7222
主　催：㈱まちづくり島田／後　援：島田商工会議所

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

第3８回  しまだ寄席

春風亭小朝 独演会春風亭小朝 独演会
2012年3月１４日（水）開場/18：00

開演/18：30

プラザおおるりホール
■入場料（全席指定）3,500円（税込）

島
田

牧
之
原

N
A
O
K
O
　

K
EN

GO
RO
　

N
O
GU
CH
I

研ナオコ×野口五郎研ナオコ×野口五郎
スペシャルステージ～お気に召すかな!?～

2012年4月1日（日）島田市民会館ホール
〈1回目〉13:00開場13:30開演〈2回目〉17:00開場17:30開演

5,500円全席指定　 （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：プレミアムコンサート実行委員会・CPS放送制作◆後援：島田商工会議所

月刊おおるり 11月号に掲載しました、2012 年 1月 21日（土）に開催予定の「海援隊・ビリーバンバントーク＆ラ
イブスペシャル」は、「海援隊」リーダー武田鉄矢氏の術後の回復に時間を要するため、中止とさせていただきました。
ファンの皆様や関係者の皆様には多大なご迷惑をお掛けします事をお詫び申し上げます。
皆様のご理解及びご了承の程、よろしくお願い申し上げます。

お
詫
び

お
詫
び

問い合わせ先
島田市中央町5-1

株式会社まちづくり島田
電話 0547-36-7222

こちらは入場料無料

  番外編
陶芸教室 
夢づくり会館

優しいお顔のお地蔵さんで新年もほっこり

■とき

■場所
■対象

■受講料
■持ち物

■申込み方法
お地蔵さんを作る

：2月12日［日］9:00～15:00　
　作品お渡し　3月17日［土］以降
：夢づくり会館（創作の部屋）
：全年齢（3歳児から大人まで）定員20名　
　※小学校低学年以下は必ず保護者同伴
　：1人2,000円　材料費込
　：受講料、エプロン、お弁当、
　　※汚れても構わない服装
　　　：1月24日（火）より電話もしくは
　　　　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。

お問合せは 夢づくり会館 TEL 0547-46-0075
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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 金 全国茶サミット静岡大会
in島田市記念大会 ○お 13：30 16:30 無料

（整理券が必要）
全国茶サミット静岡大会in島田市実行委員会
TEL 46-5623
（事務局：島田市お茶がんばる課）

3〜5 金〜日 第13回夢づくり展 ○夢 9：00 17：00
（最終日は15：00まで） 無料 金谷コミュニティ委員会ふれあい部会

TEL45-5753（森澤） 

4 土
第22回静岡県ヴォーカル
アンサンブルコンテスト ○お 10：00 18：00 無料 静岡県合唱連盟

TEL 054-261-9637（小林）
第13回管楽器個人・重奏コンテスト
静岡県大会 ○市 10：00 19：00 無料 静岡県吹奏楽連盟

TEL 0537-22-3155（掛川東高校 早乙女）

5 日 島田市民劇場　2月例会
文学座公演「長崎ぶらぶら節」 ○お 18：30 21：00 会員 島田市民劇場

TEL 37-7005（月〜土12時〜17時）

8 水 しましん経営者講演会協議会
中島誠之助『目利きの人生談義』 ○お 18：30 20：00 無料

（事前申込が必要）
島田信用金庫営業推進部
TEL 37-5189

11 土

第6回金谷高校文化発表会2011
バレンタインコンサート ○お 14：00 16：00 無料 金谷高校

TEL 45-4155
サカイ産業株式会社
第67期事業発展計画書発表会 ○市 8：30 12：00 関係者 サカイ産業株式会社

島田市ファミリー・サポート・センター
「交流会」 ○歩 10：00 11：30 無料

（事前申込が必要）
島田市ファミリー・サポート・センター
TEL 35-1851

LOVE PARK 2011 in SHIMADA ○歩 14：00 16：00 参加費　男性：1,000円
　　　女性：500円 島田市企画課

12 日

若栄会　初舞 ○お 13：00 17：00 無料 若栄会
TEL 090-3560-7569（杉山）

島田岳心会「詩吟　発表会」 ○歩 9：00 16：00 無料 島田岳心会

プレジールコンサート ○夢 14：00 16：00 一般：1,500円
学生1,000円

プレジール
TEL 090-4111-5964（田中）

19 日 島田市社会福祉大会 ○お 13：30 15：30 無料 島田市社会福祉協議会
TEL 35-6244

21 火 定年退職予定者説明会 ○歩   9：45 12：00 無料
（事前申込が必要）

島田年金事務所
厚生年金適用調査課 TEL 36ｰ221213：45 16：00

24 金 平成23年度島田市スポーツ賞表彰式 ○お 16：00 17：00 無料 島田市スポーツ課
TEL 36-7219

25 土 綾戸智恵Concert2012 ○市 16：00 18：45 S席7,000円 ビートクラブ（受付時間17時〜20時）
TEL 054-654-1222

26 日 第23回広域ふれあい合唱祭 ○お 13：00 16：30 無料 TEL 090-5620-9445
（花澤）

26 日 サンリオファミリークラシック
リボンの国の音楽会 ○夢

午前の部
10：30

午前の部
11：45

大人2,000円
（当日2,200円）

中学生以下1,500円
（当日1,700円）

島田市・島田市教育委員会
㈱まちづくり島田
TEL 46-0075（夢づくり会館）午後の部

14：00
午後の部
15：15

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＞

全国茶サミット静岡大会in島田市 2月3日（金）12：00～15：00
2月4日（土）10：00～15：00 無料

全国茶サミット静岡大会in島田市実行委員会
TEL 46-5623
（事務局：島田市お茶がんばる課）

第6回金谷高校文化発表会2011
〈茶道部、書道部、美術部、百人一首部〉

2月9日（木）～2月12日（日）
10：00～15：00

無料
（呈茶室 1席100円）

金谷高校
TEL 45-4155

第16回島田市書道連盟
親しめる書展（作品テーマ　光）

2月17日（金）～2月19日（日）
9：00～17：00

（最終日のみ16：00まで）
無料 島田市書道連盟

TEL 35-5603（石川）

雑誌・本の無料配布 2月25日（土）
9：00～12：00 無料 島田市立島田図書館

TEL 36-7226

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／問い合わせ＞

第13回 夢づくり展 2月3日（金）～2月12日（日） 金谷コミュニティ委員会
ふれあい部会　TEL 45-5753（森澤）

さくら書の会　小作品展 2月21日（火）～3月4日（日） さくら書の会　TEL 45-5052（紅林）

各ご案内は平成24年1月4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ください。

ミニS L運休案内 ※冬期（1月・2月）は
　運休します。

ホール　催物のご案内２月
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日 催　　　　　物 主催/お問い合わせ 会　　場
 5日（日） NTTカップ静岡県大会 島田市サッカー協会（北川）　TEL36-7156 大井川緑地（横井）サッカー場

12日（日） ベルスターニューイヤーカップ 島田市サッカー協会（北川）　TEL36-7156 大井川緑地（横井）サッカー場

おおるり体操第4期1月～3月期教室の募集のご案内
☆	キャンディーポップ

☆	キ ッ ズ ポ ッ プ
☆	リ ズ ム 体 操

☆	シ ニ ア 体 操

…	2歳から幼稚園・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教室です。

…音楽に合わせて体操、ダンスで体を動かしましょう。
…	一般女性を対象にした教室です。リズム音楽に合わ
せて道具を使い、体を動かしましょう。

…	60歳～75歳位までの男性を対象にした教室です。
歩く運動を主に、普段使わない筋肉を動かしましょ
う。チューブ運動を使って肩のコリをほぐす。ボー
ルを使った腹筋運動　など

※教室の回数は全10回と8回ですが途中参加となりますのでご了承くだ
　さい。
※参加者以外の入室はできません。また、託児サービスもございません。
※定員は継続の方も含みますのでご了承ください。
申し込みの際は、参加料をご準備の上、プラザおおるり事務局までお越しく
ださい。

教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料
キャンディーポップ くまチーム 火曜日10:45～11:45 20人 全10回 3,000円

キャンディーポップ うさぎチーム 水曜日 9:30～10:30 20人 全10回 3,000円

キャンディーポップ りすチーム 水曜日10:45~11:45 20人 全10回 3,000円

キャンディーポップ きりんチーム 金曜日10:45～11:45 20人 全10回 3,000円

キ ッ ズ ポ ップ １～2年生 木曜日16:00～17:00 20人 全10回 3,000円

リ	ズ 	ム	体 	操（月）女性対象 月曜日14:30～15:30 20人 全８回 2,400円

リ	ズ 	ム	体 	操（水）女性対象 水曜日10:40～11:40 20人 全10回 3,000円

リ	ズ 	ム	体 	操（木）女性対象 木曜日13:20～14:20 20人 全10回 3,000円

シ	ニ	ア	体 	操　男性対象 火曜日10:35～11:35 20人 全10回 3,000円

お申し込み・お問い合わせ
プラザおおるり事務局（まちづくり島田）　TEL0547-36-7222
申し込みの際は、参加料をご持参ください。

1 月よりはじまりました第 4期教室の新規参加者を募集します。

平成24年度 夢づくり会館展示コーナー（上半期分）出展者募集!
展　示　期　間

展示開始日
（搬入日）

曜
日

展示終了日
（搬入日）

曜
日

展示開始日
（搬入日）

曜
日

展示終了日
（搬入日）

曜
日

１ ４月３日 火 ４月15日 日 ８ ７月10日 火 ７月22日 日
２ ４月17日 火 ４月30日 月 ９ ７月24日 火 ８月５日 日
３ ５月２日 水 ５月13日 日 10 ８月７日 火 ８月19日 日
４ ５月15日 火 ５月27日 日 11 ８月21日 火 ９月２日 日
５ ５月29日 火 ６月10日 日 12 ９月４日 火 ９月17日 月
６ ６月12日 火 ６月24日 日 13 ９月19日 水 ９月30日 日
７ ６月26日 火 ７月８日 日

申込開始日　　２月１日（水）　午前8:30～
申 込 方 法　　夢づくり会館窓口で申込書に記入して下さい。
　　　　　　　※お電話での申込はできません。
展示のきまり　・個展の場合は、市内在住の方であること。

・団体の場合は、市内の方が過半数以上であること。
・営業等を目的としないこと。
・作品が概ね15点以上あること。
・搬入は展示開始日の午前中、撤去は午後3:00以降です。

問い合わせ　　金谷生きがいセンター夢づくり会館　　TEL 46-0075

平成二十四年  初春名人競演会
島田市川根文化センターホール

平成24年3月18日日
■開演 14：00（開場 13：30）全席自由
出演：三遊亭小遊三（落語）・いっこく堂（腹話術） ・雷門花助（落語）
前売券 3,500 円（当日券 4,000 円）
■主　催　島田市　島田市教育委員会
　　　　　NPO まちづくり川根の会　㈱まちづくり島田
■協　力　島田市文化協会　　■後　援　島田商工会議所

《お問合せ》島田市川根文化センター TEL0547-53-3511

2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

2月   1日（水）
2月17日（金）
2月24日（金）

成　型
薬がけ
講　評

開催日 内　容

2月22日（水）
2月23日（木）
3月   7日（水）
3月14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（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ください。）
　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】

カ
ッ
プ
＆

 

ソ
ー
サ
ー

今月の
お題は

第120回

しまだ元気市「朝市」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１月22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

おおるりアロマ体験講座おおるりアロマ体験講座
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24年1月27日（金）　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2会議室 
・定員 ： 12名（定員になり次第締め切り）　
・時間 ： 17時30分～19時00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24年1月27日（金）　受講料2,000円（材料費込）
・会場 ： プラザおおるり2階　第2会議室
・定員 ： 8名（定員になり次第締め切り）　
・時間 ： 19時30分～20時30分
・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

※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。

スポーツ催物のご案内２月



－4－

光輝くイルミネーションの幻想的な光に包まれながら、
島田の街でおだやかなひとときを・・・

●点灯期間　平成23年12月3日（土）～平成24年1月31日（火）
●点灯時間　17時～22時（毎日）
●点灯場所　島田駅北口広場・プラザおおるり広場（けやき）　

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！
本格的な道具やテクニックを使って楽しくプラモデル作りを学びましょう。

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！
本格的な道具やテクニックを使って楽しくプラモデル作りを学びましょう。

～島田駅北口広場イルミネーション＆おおるりイルミネーション～

プラモ塾プラモ塾

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/
〔月刊おおるりは、古紙を利用した再生紙を使用しています。〕
平成24年1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

月　刊

2012 No.332

謹賀新年

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、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
民会館の近隣店舗駐車場・私有地等に駐車することはおやめください。

ご来館のお客様
へのお願い

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～ファイブ集会室

☎0547-33-1550
地域交流センター歩歩路

☎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

☎0547-36-7240
島田市民会館

☎0547-46-4400
金谷体育センター

※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。

平成25年2月分プラザおおるり・島田市民会館ホール受付
2月1日（水） に平成25年2月分の新規受付を行います。
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。
　　　　　　　　お問い合わせ　プラザおおるり受付　☎36-7222

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

（お昼休憩を含む）

■対　象：■対　象：

■時　間：■時　間：
■場　所：■場　所：

10歳以上の男女、

電話もしくは応募用紙にて受付します。

1000円 ■受講料：■受講料：
■持ち物：■持ち物：

■申込み方法：■申込み方法：

1日
（貸出あり）

（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）

※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。

（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
お弁当、受講料、汚れても構わない服装

1.1.2828（（土土））2929（（日日））夢づくり会館 2012.2012.

新年あけまして
おめでとうございます

プラザおおるり入り口前 門松

おやこ
でたのしめ

る　　　クラシックコンサート

歌ったり、手あそびしながら名曲を楽しみましょう！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

©’76,’93,’99,’11 SANRIO APPROVAL No.P031104-02 

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

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 …………
○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………

☎46-0075
☎36-7222
☎53-3511
☎46-5629
☎37-3087
☎38-0002
☎36-3000

☎0548-52-2790
http://eplus.jp

プ
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綾戸智恵 Concert 2012 
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。

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

好評発売中

2012年2月25日（土）
島田市民会館
15：30
16：00
S席 7,000円
全席指定（消費税込）
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

開催日
会　場
開　場
開　演
料　金

プレイガイド
公式サイト
主催・後援
お問合せ

0歳よ
り

入場O
K！

キティたちも演奏にチャレンジ！

夢づくり展においてプラモデル展示＆実演会を開催します‼夢づくり展においてプラモデル展示＆実演会を開催します‼[金][金]3322 [土][土]44 [日][日]55

2.2.1212（（日日））2012.2012.

月

【島田市】
プラザおおるり………………☎0547-36-7222
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/156-701】
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。

好評発売中！
プ
レ
イ
ガ
イ
ド

好評
発売中
好評
発売中

プラザおおるり ……………… 0547-36-7222
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。
TSUTAYA
　　 相良店…………………………0548-52-2790

問い合わせ：プラザおおるり　℡0547-36-7222
主　催：㈱まちづくり島田／後　援：島田商工会議所

プ
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第3８回  しまだ寄席

春風亭小朝 独演会春風亭小朝 独演会
2012年3月１４日（水）開場/18：00

開演/18：30

プラザおおるりホール
■入場料（全席指定）3,500円（税込）

島
田

牧
之
原

N
A
O
K
O
　

K
EN

GO
RO
　

N
O
GU
CH
I

研ナオコ×野口五郎研ナオコ×野口五郎
スペシャルステージ～お気に召すかな!?～

2012年4月1日（日）島田市民会館ホール
〈1回目〉13:00開場13:30開演〈2回目〉17:00開場17:30開演

5,500円全席指定　 （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：プレミアムコンサート実行委員会・CPS放送制作◆後援：島田商工会議所

月刊おおるり 11月号に掲載しました、2012 年 1月 21日（土）に開催予定の「海援隊・ビリーバンバントーク＆ラ
イブスペシャル」は、「海援隊」リーダー武田鉄矢氏の術後の回復に時間を要するため、中止とさせていただきました。
ファンの皆様や関係者の皆様には多大なご迷惑をお掛けします事をお詫び申し上げます。
皆様のご理解及びご了承の程、よろしくお願い申し上げます。

お
詫
び

お
詫
び

問い合わせ先
島田市中央町5-1

株式会社まちづくり島田
電話 0547-36-7222

こちらは入場料無料

  番外編
陶芸教室 
夢づくり会館

優しいお顔のお地蔵さんで新年もほっこり

■とき

■場所
■対象

■受講料
■持ち物

■申込み方法
お地蔵さんを作る

：2月12日［日］9:00～15:00　
　作品お渡し　3月17日［土］以降
：夢づくり会館（創作の部屋）
：全年齢（3歳児から大人まで）定員20名　
　※小学校低学年以下は必ず保護者同伴
　：1人2,000円　材料費込
　：受講料、エプロン、お弁当、
　　※汚れても構わない服装
　　　：1月24日（火）より電話もしくは
　　　　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。

お問合せは 夢づくり会館 TEL 0547-46-0075


