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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！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
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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
公演時間約75分（休憩含む）
※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）
※

●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（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）

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。

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
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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）
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第3８回  しまだ寄席

２月

2012年5月12日（土）
開場12時30分　開演13時
島田市民会館ホール
株式会社まちづくり島田
株式会社エムズプロデュース
島田商工会議所
東国原英夫
2012年3月3日（土）
全席指定（税込）2,000円
（未就学児の入場、同伴は不可）

 【島田】 プラザおおるり …………………………… ☎0547-36-7222　　　　　　
 　午前8時30分発売開始
 　発売当日は13時までは窓口販売のみとします
 　残席がある場合のみ13時より電話受付可能。
 　発売当日は、お一人様10枚までとなります。
 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】TSUTAYA相良店 ……………………… ☎0548-52-2790
※プレイガイドによって発売時間及び制限枚数が異なりますので各店へお問い合わせください。
問い合わせ　プラザおおるり株式会社まちづくり島田　TEL 0547-36-7222

日　時

会　場
主　催
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東国原英夫 講演会

開催迫る‼

夢づくり会館

第13回夢づくり展より
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日 曜 催　　　　　物 会場 開演 終演 入 場 料 等 主催／お問い合わせ

2 金 BCP（事業継続計画）セミナー ○歩 15：00 17：00 無料（事前の申込が必要）島田商工会議所地域振興課
TEL 37-7155

4 日
フェスタしまだ2012 ！ ○お 9：15 16：00 無料 フェスタしまだ2012 ！実行委員会

TEL 46-5625（事務局：社会教育課）

第1回かっぺカラオケ春祭り ○夢 9：30 18：00 無料 居酒屋かっぺ
TEL 35-0223

11 日

第19回島田エアロビクスダンス発表会 ○お 13：30 15：30 無料 島田エアロビクス
TEL 38-1744（永田）

ヤマハ音楽教室
イシカワこどものフェスティバル ○市 14：00 16：30 無料 サウンドイシカワ

TEL 36-3000

舞踊のつどい ○夢 10：00 16：00 無料 藤間勘穂行
TEL 46-2600

12 月 講演会　ほっとけないプロジェクト
〈静岡県消費被害防止キャンペーン〉 ○歩 14：30 16：00 無料（事前の申込が必要）朝日テレビカルチャー島田校

TEL 37-1941

14 水 第三十八回しまだ寄席
春風亭小朝　独演会 ○お 18：30 20：30 3,500円　全席指定 ㈱まちづくり島田

TEL 36-7222

14 水 市長講演会 in ポポロ ○歩 19：00 20：30 無料 島田市第3地区自治会長連合会
（佐野会長 36-1549）

18 日

第19回島田ジュニア体操教室
新体操演技発表会 ○市 13：30 16：00 無料 島田ジュニア体操教室

TEL 38-1744（永田）

金谷宿大学成果発表会・閉講式 ○夢 9：30 15：00 無料 島田市教育委員会社会教育課
TEL 46-5625

20 火

島田市少年少女合唱団
第45回定期演奏会 ○お 14：00 16：00 1,000円 島田市少年少女合唱団育成会事務局

TEL 054-636-3749（渋谷）
島田工業高校吹奏楽部・金谷高校音楽部・
島田商業高校音楽部ジョイントコンサート ○市 13：30 15：30 無料 島田商業高校

TEL 37-4167（増野）

21 水 島田市民劇場　3月例会
こまつ座公演『闇に咲く花』 ○お 18：30 21：00 会員 島田市民劇場

TEL 37-7005（月〜土12時〜17時）

22 木 爆笑落語
柳家喜多八・柳家花いち・伊藤夢葉 ○お 18：30 20：30 無料（要整理券） 島田榛北地区労働者福祉協議会

TEL 36-6526（労金島田支店）

24 土 ピアノ教室発表会 ○歩 14：00 16：00 無料 藁科ピアノ教室
TEL 0548-32-6035

25 日 ピアノ発表会
第36回スプリングコンサート ○お 12：00 16：30 無料 木月音楽教室

TEL 35-2837（東海林）

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ています。

○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

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＞

フェスタしまだ2012！
3月3日（土）〜3月4日（日）
3日（土）12：00〜17：00
4日（日）9：00〜15：30

無料 フェスタしまだ2012 ！実行委員会
TEL 46-5625（事務局：社会教育課）

第3回島田市美術協会展
3月11日（日）〜18日（日）

9：00〜17：00
（初日は12：00から、最終日は16：00まで）

無料 島田市美術協会事務局
TEL 35-5613（孕石）

島田ハイキングクラブ15周年記念展
3月23日（金）〜25日（日）

9：00〜17：00
（最終日は〜16：00まで）

無料 島田ハイキングクラブ
TEL 36-0037（事務局）・36-5058（池田）

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＞

金谷宿大学成果発表 3月16日（金）〜3月18日（日） 島田市教育委員会社会教育課
TEL 46-5625

しまだ元気市開催の
お知らせ

しまだ元気市開催の
お知らせ

第121回……2月19日（日）
第122回……3月 4日（日）

9：00➡13：00 おび通りで開催
お問合せは　しまだ元気市実行委員会
　　　　　　㈱まちづくり島田
　　　　　　TEL0547-33-1550

第122回は、御陣屋稲荷祭典同時開催
第8回愛するあなたへの悪口コンテスト表彰式ほか

（出席：村松友　（直木賞作家））

ホール　催物のご案内３月

各ご案内は平成24年2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ください。
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日 催　　　　　物 主催/お問い合わせ 会　　場
3（土）、 4（日）、
10（土）、 11（日）、
17（土）、 18（日）

静岡県中学選抜野球大会 静岡新聞社・企画事業局企画センター　
TEL 054-281-9010 島田球場、第二球場

11（日） 会長杯 島田市グラウンド・ゴルフ協会（神間）　
TEL 36-4025

川越広場
島田グラウンド・ゴルフ場

28（水）、 31（土）、
4月1（日）、3（火）、
7（土）、 8（日）、
14（土）

春季東海地区高等学校野球静岡県中部地区大会 静岡県高等学校野球連盟　
TEL 054-653-1818 島田球場

入場無料 ※講演会には整理券が必要です。

■整理券配布先
島田市文化協会事務局 / プラザおおるり / 夢づくり会館 / 川根文化センターチャリム21

主 催：島田市文化協会
後 援：島田市　株式会社まちづくり島田　　協 力：株式会社タミヤ
お問い合わせ：島田市文化協会　0547−36−5420

2012年3月24日（土）　午後1時30分〜3時
夢づくり会館 学習の部屋

講師　株式会社タミヤ 会長 田宮俊作 氏

島田市文化協会特別講演会

ラッキーナンバー抽選
タミヤプラモデルが多数当たる

スポーツ催物のご案内３月
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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/
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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
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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
公演時間約75分（休憩含む）
※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）
※

●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（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）

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。

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
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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）
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第3８回  しまだ寄席

２月

2012年5月12日（土）
開場12時30分　開演13時
島田市民会館ホール
株式会社まちづくり島田
株式会社エムズプロデュース
島田商工会議所
東国原英夫
2012年3月3日（土）
全席指定（税込）2,000円
（未就学児の入場、同伴は不可）

 【島田】 プラザおおるり …………………………… ☎0547-36-7222　　　　　　
 　午前8時30分発売開始
 　発売当日は13時までは窓口販売のみとします
 　残席がある場合のみ13時より電話受付可能。
 　発売当日は、お一人様10枚までとなります。
 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】TSUTAYA相良店 ……………………… ☎0548-52-2790
※プレイガイドによって発売時間及び制限枚数が異なりますので各店へお問い合わせください。
問い合わせ　プラザおおるり株式会社まちづくり島田　TEL 0547-36-7222
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東国原英夫 講演会

開催迫る‼

夢づくり会館

第13回夢づくり展より

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、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。

〔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2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3月分プラザおおるり・島田市民会館ホール受付
3月1日（木） に平成25年3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

㈱まちづくり島田・駐車場のご紹介

各駐車場共通 1時間 100円 9時間以上24時間以内一律 900円

ぴ～ファイブ駐車場 柳 町 駐 車 場 六合駅南口駐車場
問い合わせ先

【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！
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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

Kengo Dotani(Blue Wing Studio Inc.)Kengo Dotani(Blue Wing Studio Inc.)

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

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（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

初春

島田市川根文化センターホール
2012年3月18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

開催迫る！！




