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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/

月　刊

201２No.3３４

【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!?～

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

開催迫る‼

３月

　プラザおおるり …………………………………… ☎0547-36-7222　　　　　　
　サウンドイシカワ ………………………………… ☎0547-36-3000
　池田時計店（初倉） ……………………………… ☎0547-38-0061
　大鉄観光サービス（金谷）………………………… ☎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
　夢づくり会館 ……………………………………… ☎0547-46-0075
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東国原英夫の熱血本音トーク！東国原英夫の熱血本音トーク！岩崎宏美岩崎宏美

チケットぴあ（Pコード620-654） ………………  ☎0570-02-9999
ローソンチケット（Lコード47992） ………………☎0570-084-004
イープラス…http://eplus.jp/msp

※プレイガイドによって発売時間及び枚数制限が異なりますので各店へお問い合わせください。

“このまちをどげんかせんといかん！”という想いで2007年に宮崎県知事に就任
以来、テレビや雑誌などを通じて宮崎の観光地や特産品
などを全国に紹介し一大ブームを巻き起こした東国原
英夫氏による講演会です。芸能人から転身し独自の
感性と行動力で政治行政に生かしたご自身の体
験や、口蹄疫対策で多忙を極めた知事時代の話
など、いろいろ貴重な話が聞けるかも。

会　場
主　催
共　催
後　援
出　演
入場料

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
全席指定（税込）2,000円（未就学児の入場、同伴は不可）

5月12日（土） 開場12:30開演13:00

コンサート

　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
　　なります※発売当日は、お一人様10枚までとさせていただきます。
　　※チケットの残席がある場合は13時から電話予約可。
　サウンドイシカワ ………………………………… ☎0547-36-3000
　池田時計店（初倉） ……………………………… ☎0547-38-0061
　大鉄観光サービス（金谷）………………………… ☎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
　夢づくり会館 ……………………………………… ☎0547-46-0075
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チケットぴあ（Pコード162-257） ………………  ☎0570-02-9999
ローソンチケット（Lコード48007） ………………☎0570-084-004
イープラス…http://eplus.jp/msp

※プレイガイドによって発売時間及び枚数制限が異なりますので各店へお問い合わせください。

WITH STRINGS
～笑顔をみせて～

6月30日（土）
開場17:00開演17:30

島田市民会館ホール
チケット料金
（全席指定）5,500円（税込）
※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。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

チケット発売日 3/31（土）
※プラザおおるり 午前8時30分～

主催：㈱まちづくり島田
企画制作：コンリアルアート／MSエンタテインメント・
　　　　　　　　　　　　  プランニング
後援：インペリアルレコード／島田商工会議所／K-MIX

帯桜 島田市民会館前
（まちづくり島田管理）

好評発売中

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3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4月分プラザおおるり・島田市民会館ホール受付
4月1日（日） に平成25年4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

地域交流センター
歩歩路多目的ホール
開場17:30　開演18:00
木戸銭 2,000円

会　場 歩歩路多目的ホール

主　催

【チケット販売プレイガイド】
プラザおおるり
金谷生きがいセンター
地域交流センター歩歩路

島田市中央町5-1
島田市島550-2
島田市本通3-6-1

☎0547-36-7222
☎0547-46-0075
☎0547-33-1550

㈱まちづくり島田
三遊亭遊喜後援会

後　援 島田市教育委員会

問合せ ☎0547-33-1550
（地域交流センター歩歩路）

5月19日土

御陣屋稲荷全景御陣屋稲荷全景

第8回

大　賞大　賞 なぜ海へ行くかって？そこに女房がいないからさ。

主人です　言いたくないので　置いていく

手を叩いて俺を呼ぶな

お前の沈黙は多くを語りすぎる

旅プラン　妻に話すと　行って来な。

「お茶」と言ったら「お茶をどうするの」日本語が通じなくなる古女房

俺にリモコンを向けるな！

ここらへんが俺のウエストだと言う夫

こだまでしょうか？勉強しろと父が言い母が言い祖母が言う

池永　剛　（千葉県浦安市）

籔原　祐子　（神奈川県横浜市）

松永　智文　（愛知県清須市）

田中久仁子　（山口県周南市）

長田　保次　（静岡県島田市）

P・N桂茜　（東京都品川区）

神戸　信光　（東京都世田谷区）

大石まさゑ　（静岡県島田市）

高野　那奈　（千葉県我孫子市）

準大賞準大賞
入　賞入　賞

島田賞島田賞
ジュニア
部門賞
ジュニア
部門賞

今回は全国より4,490点（一般4,435点・ジュニア552点）が集まりました。島田市
内からは145点の応募がありました。今年の入賞作品を紹介します。

　第8回を迎えて、応募作品の質が向上したことにも感心したが、私以外の選考委員の方々の成熟に感服させら
れた選考会だった。
　十人寄れば気は十色…まさにアングルの百花繚乱という感じで、見方によってどんなふうにも味えることを痛
感させられた。したがって結果的に大賞、準大賞、入選作品が決まったが、それ以外にもうなる作品が多かった。
次点になった「妻と母が手を結んだ…。」「私をほめるとき必ず噛んじゃう主人」や「結婚線が2本ある。しみ
じみ見つめるときがある。」「けんか中　妻の敬語に悩まされ」「豪邸の前で小便できぬ犬」などは、どんな拍
子で逆転大賞となるか分からぬ作品であり、部厚い候補作が出揃った感があったことはうれしいかぎりだった。

総評　村松友　（審査委員長・直木賞作家）総評　村松友　（審査委員長・直木賞作家）
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歩 歩 路 寄 席
三遊亭遊喜独演会
歩 歩 路 寄 席
三遊亭遊喜独演会

第
壱
回

第
壱
回

（前売り）

2,500円（当　日）

本年の入選（1次審査通過作品）を掲載した小冊子（500円）発売中。（おおるり・歩歩路にて）

好評発売中!

① 来館者への3周年記念三角くじ
② 4/7 オートハープひまわり　コンサート
③ 4/8 大村屋さんの利き酒
④ 食堂の特別メニュー
⑤ 子供から大人まで楽しめるヒモ引き

1等　　：伊太和里の湯（清酒）　3本
2等　　：液体体温計　　　　33本
3等　　：巾着入りタオル　　100本
空くじなし

イベント

4月 7㈯ 8㈰ 
10時～16時

場　所：伊太和里の湯
問合せ：田代の郷温泉
          0547-33-1148

楽しいイベントを
ご用意して
ます

楽しいイベントを
ご用意して
ます

11：00と15：00
つきたてのお餅
無料サービス

11：00と15：00
つきたてのお餅
無料サービス

来館者への3周年記念プレゼント
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平成24年度
第1期卓球教室参加者募集のお知らせ
教室名

対　象

期　間
回　数

内　容

受付日

時　間

定　員
参加料

かなや卓球教室
一般男女
（高校生不可）
4月11日～6月13日
10回

19時00分～
21時00分
20名
3,500円

4月4日（水）午後7時から受付
定員超過時　午後7時15分から抽選

卓球が初めての方・経験の浅い方、又は久
しぶりにする方を中心に開講し、卓球の初
歩的な基本技術やルールを習得する。

■内　容　有酸素運動とリズム体操＆ボール・エク
ササイズを組み合わせて、年齢を重ねて
も自分の足で歩けるよう体力増強・健康
維持に努める。

■対　象　一般男女（高校生不可）
■開催日　5/31～ 7/19
　　　　　（木曜日　全８回）
■時　間　19時30分～21時
■定　員　35名
■参加料　2,500円（保険料含む）
■申込方法　5/8（火）より窓口で受付。
　　　　　　定員になり次第締切ります。
■会　場　金谷体育センター

●第1期
　 フィットネス
                 体操教室

体力づくりに!!

新規生募集中 !!

お問い合わせ　金谷体育センター　月曜日は休館のため受付けできません。TEL46－4400
各教室とも参加料は受付日に徴収します。

開催のお知らせ地域交流センター「歩歩路」
TEL33-1550

●とき　平成24年5月3日（木）～5日（土）
　　　　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13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

金谷体育センターにおいて下記の教室を開催します。お友達をお誘い合わせのうえご参加ください。
金谷体育センター教室のお知らせ

☆	キャンディーポップ

☆	キ ッ ズ ポ ッ プ
☆	リ ズ ム 体 操

☆	か る ～ い 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。
…	18歳以上の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。

…	50歳以上の女性を対象にした教室です。歩くこと
を主に、普段使わない筋肉を動かしましょう。

…	60歳以上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

※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。

申し込み方法
3月20日（火）より受付中。申し込み時間9:00～17:00です。
申し込みの際は、参加料を添えて、プラザおおるり事務局までお越しください。

4月よりはじまる第１期教室の新規参加者を募集します。 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 		1～3年生 木曜日18:00～19:00 20人 全10回 3,000円
キッズ ポップ 		4～6年生 木曜日19:00～20:00 20人 全10回 3,000円
かる～い体操　（月）女性対象 月曜日13:20～14:20 20人 全8回 2,400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
かる～い体操　（水）女性対象 水曜日		9:30～10:30 20人 全10回 3,000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
かる～い体操			（木）女性対象 木曜日14:30～15:30 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、参加料を添えてお越しください。

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

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

1回目
13：30

1回目
15：30 5,500円

（全席指定）
株式会社　まちづくり島田
TEL	36-72222回目

17：30
2回目

19：30

3 火 写真塾 ○歩 10：00 17：00 協会会員限定 静岡県写真館協会
TEL	054-641-1116（青島）

5 木 聖書に関する講演会 ○歩 19：30 20：30 参加無料 島田会衆
TEL	38-6510（鈴木）

7 土 勝抜き歌謡選手権＆春の演歌祭り ○お 9：00 21：00 5,000円（S席　指定席）
3,000円（A席　自由席）

スピリット企画
TEL	090-4443-1228（杉本）

8 日

ピアノ発表会 ○お 9：30 11：15 無料 TEL	37-9624（馬場）

第6回	歌の祭典・歌いま専科～春～ ○夢 9：30 16：30 無料 歌いま専科実行委員会
TEL	35-4845

島田交響吹奏楽団
第43回　定期演奏会 ○市 14：00 16：30

一　般　800円
（当日1,000円）
高校生　500円
中学生　300円

島田交響吹奏楽団
TEL	36-6327（南條）

12
13
木
金 企業の新入社員研修 ○歩 9：30 16：00 協会会員限定 島田労働基準協会

TEL	35-4522（飯村）

13 金 第35回	金谷茶まつり前夜祭・開祭式 ○夢 18：00 21：00 無料 金谷茶まつり保存振興会
TEL	46-3791

14 土 踊りと銭太鼓のつどい ○お 11：30 17：00 無料 たつ美会
TEL	38-0814（高橋）

15 日 日本舞踊　照寿会
春のおさらい会 ○お 13：00 16：00 無料 照寿会

TEL	090-7696-2215（花柳）

22 日 洋楽会
第44回私たちの音楽会 ○お 10：00 16：00 無料 島田市洋楽会

TEL	46-4846（仲田）

29 日
ピアノ発表会 ○お 13：30 16：00 無料 TEL	054-646-7170（増田）

ピアノ発表会 ○歩 13：30 16：00 無料 関ピアノ教室
TEL	34-0849

30 月 島田高校吹奏楽部
第39回定期演奏会 ○市 13：30 16：00 前売400円

（当日500円）
島田高等学校　吹奏楽部
TEL	37-2188（中本）

おおるり体操4月～6月期教室の募集のご案内

○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 催　　　　　物 主催/お問い合わせ 会　　場
3月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

22（日） 県民スポーツレクリエーション祭 静岡県グラウンドゴルフ協会（松浦）
TEL	36-4196

川越広場
島田グラウンド・ゴルフ場

28（土）、 29（日）、
5月3（木）、 4（金） 第59回春季東海地区高等学校野球静岡県大会 静岡県高等学校野球連盟　

TEL	054-653-1818 島田球場

しまだ元気市
「朝市」

開催のお知らせ

しまだ元気市
「朝市」

開催のお知らせ
第123回……4月22日（日）

雨天中止

9：00～13：00 
からくり時計のおび通りで開催

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

静岡銀行　島田支店の斜め向い

子ども陶芸教室子ども陶芸教室
子どもの日のものづくり体験、
コイのぼりや兜の陶芸置物を作ります。

もちろん湯のみや
お茶わんだって作れちゃう。

子どもの日のものづくり体験、
コイのぼりや兜の陶芸置物を作ります。

もちろん湯のみや
お茶わんだって作れちゃう。

プレゼントにもおすすめ！！プレゼントにもおすすめ！！

■と　き：

■場　所：夢づくり会館（創作の部屋）

■対　象：3歳～中学生（定員15名）※小学校低学年以下は必ず保護者同伴
■受講料：1人（組）2000円 材料費込（人形、陶芸作品ともに2作品程度）
■持ち物：受講料、エプロン、スリッパ、お弁当、※汚れても構わない服装
■申込み方法：4月8日（日）より電話もしくは直接来館してお申込みください。

■と　き：

■場　所：夢づくり会館（創作の部屋）

■対　象：3歳～中学生（定員15名）※小学校低学年以下は必ず保護者同伴
■受講料：1人（組）2000円 材料費込（人形、陶芸作品ともに2作品程度）
■持ち物：受講料、エプロン、スリッパ、お弁当、※汚れても構わない服装
■申込み方法：4月8日（日）より電話もしくは直接来館してお申込みください。

詳しいお問い合わせは 夢づくり会館 TEL 0547-46-0075

5月5日（土）午前9:00～午後3:00　

※定員になり次第締め切ります。5.5（土）5.5（土）

夢づくり会館夢づくり会館

作品お渡し6月23日（土）以降

※小学校低学年以下は必ず保護者同伴 いろいろな曲に合わせて、身体を
動かします。中高齢者の「脳と身
体」を元気にする体操講座です。
男女問いません。

平成24年度「脳と身体のビタミン体操」
講座（前期）　受講生募集

１回 ５月17日（木）
２回 ６月 ７日（木）
３回 ６月21日（木）
４回 ７月 ５日（木）
５回 ７月19日（木）
６回 ８月30日（木）
７回 ９月 ６日（木）
８回 ９月20日（木）

時　間　午前10:00～11:30
ところ　夢づくり会館　健康づくりの部屋
対　象　市内在住で概ね50歳以上の方、男女不問
定　員　25名（先着順）
持ち物　運動ができる服装　上ぐつ　タオル　飲み物
受講料　2,400円
申込み　	３月23日（金）から電話でお申し込み下さい。
　　　　TEL　46-0075（受付午前８時30分～午後９時月曜日は休館日）

ホール　催物のご案内４月スポーツ催物のご案内４月

各ご案内は平成24年3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。


