
詳細は4ページにて

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25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 ☎36-7222

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

☎0547-34-2233
ぴ～ファイブ集会室・駐車場

☎0547-33-1550
地域交流センター歩歩路

☎0547-46-0075
夢づくり会館

☎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。

プラザおおるり・島田市民会館受付のご案内
6月1日（土）  に下記の新規受付を行います。
・平成26年  6月分プラザおおるりホール・島田市民会館ホール
・平成25年12月分プラザおおるり会議室等・島田市民会館集会室等（月1回ご利用の方）
・平成25年  7月分プラザおおるり会議室等・島田市民会館集会室等（月2回以上ご利用の方）
会場：プラザおおるり1階　第1会議室
時間：8時30分までにお集まり下さい。

問い合わせ　プラザおおるり受付　☎36-7222

主催：（株）まちづくり島田
後援：島田商工会議所/K-MIX

スペシャルゲスト

中西圭三

はいだしょうこ
ファミリーコンサート2013ファミリーコンサート2013

島田市民会館ホール

※2才以上チケット必要（2才未満でも
　座席が必要な場合はチケット有料）

［1回目］
　開場12：30   開演13：00
［2回目］
　開場15：00   開演15：30

全席指定2,500円
（当日2,800円）

スペシャルゲスト 中西圭三

はいだしょうこ
ファミリーコンサート2013ファミリーコンサート2013
スペシャルゲスト
　　中西圭三

5月25日5月25日土

好評発売中

月　刊

2013 No.348
5月

Ⓒ円谷プロ

5月25日（土）発売開始
※公演中の動画撮影及びフラッシュ撮影は禁止となっております。予めご了承下さい。

主催／㈱まちづくり島田　後援／島田商工会議所　企画制作／㈱円谷プロダクション
制作協力／アオイスタジオ㈱　運営協力／㈱アオイプロデュース

平成25年

8月24日8月24日土土 【1回目】開場10：00 開演10：30
【2回目】開場13：30 開演14：00

▶島田市民会館ホール◀
全席指定席（消費税込）前売2,800円 当日3,000円

プラザおおるり………………0547-36-7222 午前8時30分発売開始
発売開始日は13時00分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。
※プラザおおるりは、発売日当日のみお一人様各回の合計10枚までといたします。
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…＊大鉄観光サービスは日曜日が定休日です。0547-46-3131
TSUTAYA相良店………………………………… 0548-52-2790
チケットぴあ（Pコード623-930）…………………… 0570-02-9999
※3歳以上有料。3歳未満で保護者の膝上でご覧になる方は保護者1名につき1名
　無料。但しお席が必要となる場合は有料。
※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。
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東京混声合唱団島田特別演奏会～髙田三郎生誕百周年記念～
平成25年8月18日8月18日日日

開場15：30 開演16：00
島田市民総合施設
プラザおおるり

前売　一　　　般 3,000円
　　　高校生以下 2,000円

（当日 各500円増し）
全席自由席

チケット発売日
5月25日（土）

出演者 ： 東京混声合唱団、大谷研二（指揮）、斎木ユリ（ピアノ）
地元出演者 ： 大石真喜子（ソプラノ）、大石陽介（バリトン）、
　　　　　   北川徳子（ピアノ）

東京混声合唱団

◆主催：島田市教育委員会 ◆主管：株式会社まちづくり島田
◆お問合せ：島田市民総合施設プラザおおるり　☎0547-36-7222
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プラザおおるり……………………………………☎0547-36-7222
※「プラザおおるり」では、前売券の発売を5月25日（土）午前8時30分より開始
　いたします。
※発売当日13時までは窓口販売のみとなります。チケットの残席がある場合は
　13時から電話受付可。
※発売当日はお一人様合計10枚までとさせていただきます。
夢づくり会館………………………………………☎0547-46-0075
川根文化センター…………………………………☎0547-53-3511
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（新金谷）………………………☎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
イープラス …………………………………………… http://eplus.jp

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）8：30～17：00 検索〈ご予約・問い合わせ〉 ホームページ まちづくり島田まちづくり島田
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島田市民総合施設プラザおおるりホール
平成25年9月1日（日）
■開場：13時30分　■開演：14時00分

■入場料
   

■出演：六代目 三遊亭円楽、三遊亭楽生、三遊亭王楽、他

3,500円全席指定席（消費税込） （当日300円増）

発売開始予定
平成25年 6月22日㈯

6月9日㈰

前売券 Ｓ席2,500円（当日3,000円）
　　　 Ａ席2,000円（当日2,500円）

チケット問合：森西　wakuwakurin@gmail.com
しゃべりば☆ナイト公式ブログ：http://matsuchiyo.hamazo.tv/

協力：㈱まちづくり島田

島田市地域交流センター歩歩路
TEL.0547-33-1550

出演アーティスト
まつちよ
森一馬
宗明
ZilL
SHIGEKI
木幡海来
A&Y

■出店イベント10時～
■ライブイベント12時～

ロケ地　世界一長い木造の橋 島田市「蓬莱橋」
【島田市】
　プラザおおるり……………………………☎0547-36-7222　　　　　　
　　午前8時30分から発売開始
　　発売開始日は13時00分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。
　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
　　※第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
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作曲家 髙田三郎氏（故）
日本を代表する作曲家
（1913年）名古屋市出身、（1941年）東京音楽学校（現東
京藝術大学）研究科修了、（1954～79年）国立音楽大学教
授、（1978年）紫綬褒章受章、（1979年）国立音楽大学名
誉教授、（1986年）勲四等旭日小綬章受章、（1992年）
ローマ法王より、聖シルベストロ騎士団長勲章受章
※（1948年）島田市歌作曲

入場料

●主催：株式会社まちづくり島田、株式会社オールドキッズ
●後援：島田商工会議所

※未就学児入場不可
※プラザおおるりは、発売日当日のみ購入枚数をお一人様10枚までといたします。
※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い合わせください。

【お問い合わせ】島田市民総合施設プラザおおるり　☎0547-36-7222
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ともだちふるさと歌謡祭
TEL　080-3619-4723（石間）
静岡県立島田高等学校
TEL　37-2188（大村）

ともだちふるさと歌謡祭

静岡県立島田高等学校　平成25年度『六月祭』

スポーツ催物のご案内
2013プロ野球イースタン・リーグ公式戦
巨人VS楽天

島田信用金庫杯

8（土）

2日（日）、
8日（土）予備日

島田球場　36-2617

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

だいいちテレビ事業部
054-283-8115

黄色リボンの会　グラウンドゴルフ大会9（日）、
15（土）予備日

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

9：00

無料

10：00 12：00 島田市支部
TEL　36-2566（三嶽）

静岡県市町村職員年金者連盟
島田市支部定期総会 関係者

13：30 16：30 サウンドイシカワ
TEL　36-3000

サウンドイシカワ
『ヤマハエレクトーンステージ2013』 無料

13：30 15：30 島田市教育委員会社会教育課青少年係
TEL　46-5616

家庭教育講演会「気持ちがラクになる子育てのカギ
～凹んでも失敗しても回復する力をつける～」　講師 袰岩奈々さん 無料

13：30 15：00 静岡県立金谷高等学校
TEL　45-4155（塚本）

島田金谷吉田地区高校演劇教室
文化座『千羽鶴』 関係者

10：00
13：30

11：30
15：00

10：00
13：30

11：30
15：00

静岡県立金谷高等学校
TEL　45-4155（塚本）

島田金谷吉田地区高校演劇教室
文化座『千羽鶴』 関係者

静岡県立金谷高等学校
TEL　45-4155（塚本）

島田金谷吉田地区高校演劇教室
文化座『千羽鶴』 関係者

10：00 16：00 wakuwakurin@gmail.com（森西）しゃべりば☆夢企画wakuwakuライブ
島田市歩歩路で楽しま～ナイト

S席2,500円 A席2,000円
（当日500円増）

無料

17：50 静岡県立島田高等学校
TEL 37-2188（高橋）2013年　第56回　静岡県中部高校演劇公演 10：50 無料

16：00旧榛原郡太鼓演奏会 13：00 無料

16：00 島田市音楽協会
TEL　34-2172（杉浦）

金谷大井川川越し太鼓保存会
TEL　090-8070-2449（粂田）

第52回　島田市民音楽祭 13：30 300円（当日券あり）

20：30 藤枝明誠中学校・高等学校
TEL　054-635-8155（山内）

藤枝明誠中学校・高等学校　吹奏楽部
第24回　定期演奏会 18：30 前売400円　当日500円

16：00 混声合唱団グッドフェローシニア
TEL　37-5614（平林）南風の吹くなかで　第2回シニアコンサート 13：30 無料

16：00 TEL　090-4449-0884（暮林）ラチェザールコストフ　チェロリサイタル 14：00 前売2,000円
当日2,500円

17：00 地域交流センター歩歩路
TEL　0547-33-1550市民ふれあい事業　2013歩歩路歌謡祭 9：30 無料

17：30 TEL　080-3067-1022（松本）みんなの歌謡祭 9：15 無料

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＞

2013環境フェアin島田 6/29（土）　10：00～15：30 無料 島田市環境課
TEL　36-7145

各ご案内は平成25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ください。

2013 プロ野球イースタン・リーグ公式戦

13：00 PLAY BALL［11：00開門］雨天中止
6月8日【土】島田球場

巨人 楽天VS

チケット発売所

お問い合わせ

■チケットぴあ［サークルK サンクス
　セブン-イレブン］（Pコード：591-450）
■ローソンチケット（Lコード：48311）
■県下読売新聞販売店
■島田球場・プラザおおるり

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

主催／静岡第一テレビ、読売新聞社、日本テレビ
後援／静岡県読売会、島田市、島田市教育委員会
協力／島田市体育協会
特別協賛／トヨタカローラ東海㈱
協賛／キリンビール㈱、静岡よみうりC.C.

Ｓゾーン自由席
Ａゾーン自由席
Ａゾーン自由席
外 野 自 由 席
外 野 自 由 席

席　　種 前　売 当　日
〈一般、小・中学生〉
〈一般〉
〈小・中学生〉
〈一般〉
〈小・中学生〉

￥2,500
￥1,500
￥1,000
￥1,000
￥500

￥2,800
￥1,800
￥1,200
￥1,200
￥700

島田球場

好評発売中

一塁側 巨人
三塁側 楽天

今月のお題は
カレー皿

開催日       　　内容
■昼の部　9:00～

5月31日（金）
6月14日（金）
6月21日（金）

成型・仕上げ
薬掛け
講評

■夜の部　19:00～

5月22日（水）
5月23日（木）
6月5日（水）
6月12日（水）

開催日       　　内容
成型
仕上げ
薬掛け
講評

夢づくり会館 創作の部屋
昼の部　  9:00～12:00 （第1回目のみ15:00まで）
夜の部　19:00～21:00
2,000円（第1回目にご持参ください。）
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。）

■ところ ：
■時   間 ：

■受講料 ：
■持ち物 ：
申し込み・問い合わせ　TEL 0547-46-0075
　　　　　　　　　　（8:30から21:00尚月曜日は休館日です。）

夢づくり会館 創作の部屋
昼の部　  9:00～12:00 （第1回目のみ15:00まで）
夜の部　19:00～21:00
2,000円（第1回目にご持参ください。）
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。）

■ところ ：
■時   間 ：

■受講料 ：
■持ち物 ：
申し込み・問い合わせ　TEL 0547-46-0075
　　　　　　　　　　（8:30から21:00尚月曜日は休館日です。）

陶芸教室 陶芸教室 
6月の夢づくり

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！
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!!

申し込み・問い合わせ　TEL 0547-46-0075
　　　　　　　（8:30から21:00尚月曜日は休館日です。）
申し込み・問い合わせ　TEL 0547-46-0075
　　　　　　　（8:30から21:00尚月曜日は休館日です。）

■対　象：

■時　間：
■場　所：
■受講料：
■持ち物：

■対　象：

■時　間：
■場　所：
■受講料：
■持ち物：

■申し込み：電話もしくは応募用紙にて受付します。■申し込み：電話もしくは応募用紙にて受付します。

10歳以上の男女、（定員15名）

9：00～16：00

夢づくり会館（創作の部屋）

1日1000円

10歳以上の男女、（定員15名）

9：00～16：00

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。※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）（お昼休憩を含む）

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

※定員になり次第締め切ります。※定員になり次第締め切ります。

5.25（土）26（日）5.25（土）26（日）

夢づくり会館夢づくり会館

平成25年度 第2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
7月10日（水）～9月11日（水）
10回

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。

参加料は受付日に徴収、定員になり次第締切ります。
主催：㈱まちづくり島田
会場・お問合わせ：金谷体育センター　TEL0547-46-4400

19：00～21：00
20名
3,500円（保険料含む）

7月3日（水）19：00から受付
定員超過時　午後7時15分から抽選

卓球を初めて・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。

ただ今、参加者募集中！ただ今、参加者募集中！

詳細お問合せは、まつり実行委員会事務局まで
事務局　島田商工会議所内
TEL（0547）37－7155　担当 鈴木浩司

平成25年8月3日（土）・4日（日）
14時～ 20時50分
島田市本通り・駅前通り周辺

日　時

開　場

島田楽市（7丁目付近での出店）、本通りパレード、
本部前イベント
6月12日（水）事務局必着
応募者多数の場合は抽選にて決定。
島田商工会議所内　まつり事務局にて配布
夏まつり ブログからダウンロード（下記ＵＲＬ）
http://shimanatsu.eshizuoka.jp/e898263.html

募集内容

締　　切

申 込 書

島田夏まつり
開催決定〜三遊亭遊喜独演会 ぽぽろよせ〜

５月25日（土）
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　前売  2,000円
　　　　当日  2,500円
問合せ　☎0547-33-1550
　　　　　　　（地域交流センター歩歩路）
主催　㈱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 

歩歩路寄席第
二
回

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

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

島田市中央町5－1
島田市島550－2
島田市本通3－6－1

チケット販売プレイガイド

好評
発売中

開催迫る！！

手作りのお皿で
　　おいしく食べよう

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　　

5月26日（日）
9:00～13:00

各種イベント
開催予定雨天中止

第136回

吉例


