
名称：

日時：
会場：
内容：

SHIMADA MUSIC FESTIVAL 2015
～ダンス＆パフォーマンスコンテスト～
平成27年3月14日（土）　14時開演
島田市民総合施設プラザおおるり
①パフォーマンスコンテスト
ダンス以外のパフォーマンスを所定時間内に披露し、審査
員及び観客が審査・投票を行い、その点数を参考に賞を決
定します。
②ダンスコンテスト
ダンスを所定時間内に披露し、審査員及び観客が審査・投
票を行い、その点数を参考に賞を決定します。
③ライブ
ゲストアーティストによるライブを実施します。
※出演アーティストは、告知が可能になり次第ホームペー
ジでお知らせします。

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

☎0547-46-4400
金谷体育センター

※プラザおおるり・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
受付のご案内

〔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26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

月　刊

2014 No.366

プラザおおるり （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

12月1日（月） に下記の新規受付を予定しています。
・平成27年12月分プラザおおるりホール
・平成27年6月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・平成27年1月分プラザおおるり会議室等（月2回以上）
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　☎0547-36-7222

11月

※未就学児の入場はご遠慮願います。

春風亭昇太独演会

平成27年2月19日㈭

◆入場料〔全席指定席・税込〕
前売/3,500円（当日300円増）
11月22日（土）チケット発売開始

開場18：00/開演18：30
プラザおおるりホール

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

プラザおおるり

夢づくり会館
サウンドイシカワ
池田時計店（初倉）
大鉄観光サービス（日曜休）
TSUTAYA相良店

☎0547-36-7222

☎0547-46-0075
☎0547-36-3000
☎0547-38-0061
☎0547-46-3131
☎0548-52-2790

主催/㈱まちづくり島田　 後援/島田商工会議所

8：30より発売開始 発売当日のみ残券がある場合は13:00より電話予約を受付ます。

※プレイガイドにより発売開始時間が異なりますのでお問合せください。

共催：東海道街道文化創造事業実行委員会/島田市文化協会　 主管：株式会社まちづくり島田

問い合わせ先　プラザおおるり　☎36-7222

人形浄瑠璃

～島田特別公演～

会場：島田市民総合施設 プラザおおるり

■整理券配布場所

島田市特別公演外題

※プラザおおるり以外は、平日月曜が休館となります。

プラザおおるり
夢づくり会館
川根文化センター
島田市博物館 本館
島田市博物館 分館

（0547）36-7222
（0547）46-0075
（0547）53-3511
（0547）37-1000
（0547）34-3216

※但し、入場には整理券が必要です。

時間：開場/17時00分  開演/17時30分

遠い昔、長野県箕輪町にひとつの文化が伝えられました。
それは三味線と浄瑠璃による人形芝居。
今もなお引き継がれる尊い大切な文化。

出演：古田人形芝居保存会

入場無料

◆傾城阿波の鳴門　順礼歌の段
◆生写朝顔話　宿屋の段・大井川の段

〈解説　生写朝顔話〉
宇治の蛍狩で相愛の仲となった宮域阿曽
次郎と深雪。明石の浦で偶然再会したも
ののすぐに引き裂かれる。深雪は両眼を泣
きつぶし、阿曽次郎が与えた朝顔の歌を
唄ってさまよい、島田の宿に。阿曽次郎は
駒沢次郎左衛門と改名し、役目を果たして
の帰国途中、この宿で深雪に会う。しかし
同宿の岩代の手前、名乗らずに扇を残して
去る。それを知った深雪は大井川まで追い
かけるが、折悪しく川留めに…。

平成26年
11月15日（土）より
整理券配布開始

歩歩路　古布・古道具・骨董掘出市
開催のお知らせ

日時：平成27年1月10日（土）～12日（月・祝）の3日間
　　　9：00～17：00　最終日16時まで
場所：島田市地域交流センター歩歩路多目的ホール

第18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。
11月16日（日）9:00→13:00雨天中止

第154回

南側

SHIMADA MUSIC FESTIVAL2015

ダンス＆パフォーマンスコンテスト 出演者募集中

イベント概要

■募集内容

■応募資格

■応募方法

パフォーマンスコンテスト（5組）及びダンスコンテスト
（10組）の出演者

人数、ジャンル、年齢、地域は問いません
ただし、プロ（講師等）の参加は不可とします
出演者申込書と作品映像（6分程度）をプラザおおるり1階
の㈱まちづくり島田事務所へ提出してください（郵送可）
※申込書はプラザおおるり、またはホームページからダウン
ロードしてください

※映像はDVDで提出してください
※DVDの収録作品は、SHIMADA　MUSIC　FESTIVAL 
2015出展作品と異なってもかまいません

■申込料

■賞

■演技時間
■ルール

■音源

■審査員

無料

パフォーマンスコンテスト
　グランプリ及び奨励賞金50,000円
ダンスコンテスト
　グランプリ及び奨励賞金50,000円
4分以上6分以内
1.出演者の人数、年齢、性別の区分は特にありません。
2.構成、表現、衣装、完成度、技術が審査対象となります。
※出演順は、事前に主催者で抽選し決定します。
※1人の出演者が複数のグループで出演することは出来ま
せん。

3.演技は、4分以上6分以内の構成とし、4分未満また
は6分を越えた場合は審査対象外となります。

4.衣装、小物は各自で準備してください（火薬、火、水、
煙などを使う小道具に関しては禁止とします）。

5.照明は、事前に提出する構成表を参考としますが、細
かい注文、当日のリハーサル（場当たり程度）での注
文は受け付けません。

6.審査員の得点と観客投票の合計を参考に審査します。
※変更がある場合は、事前に必ず事務局に確認してくださ
い。また、上記事項及びその他の事項については、主催
者で協議決定します。
※コンテスト当日の写真や映像は、今後島田市の広報資料
として使用する場合があります。ご了承ください。

CD（使用する曲のみを標準モードで録音し、必ず予備
音源を準備ください。）
長谷山高士氏　ほか　調整中

コンテスト出演者募集について

12月・1月の元気市出店者を募集しています。
物販・飲食・PRなど1区画1,200円、販売什器（ワゴン）も
400円で貸出可能です。出店者募集

写真：橘蓮二

金谷体育センター

フィットネス教室参加者募集
１回
２回
３回
４回
■時　間　19：30～20：30
■定　員　20名（先着順）
■参加料　2,500円
■募集期間　1月6日～1月15日
■持ち物　体育館シューズ、ジムボール大

1月15日㈭
1月29日㈭
2月   5日㈭
2月12日㈭

５回
６回
7回
全7回

2月26日㈭
3月   5日㈭
3月12日㈭

金谷体育センター TEL46-4400

若者の支援と文化活動の活性化を盛り上げようと始まった“SHIMADA MUSIC FESTIVAL”も、今年度で3回目を迎えます。出演者の
みなさまには、日頃の練習の成果を発表し合い、また目標となるようなアーティストのライブを間近で見ることで、ダンスやパフォーマンス
の技術をさらに高める機会としていただければ幸いです。
みなさまのご参加をお待ちしております。ぜひふるってご応募ください。

独創的で爆笑必至の新作落語と現代的な解釈で読み解
く古典落語。明るくエネルギッシュな語り口で観客を魅了
する抱腹絶倒の独演会です。

主催者が提出書類・DVDをもとに応募者を審査し、「SHIMADA MUSIC 
FESTIVAL 2015」への出演者（パフォーマンスコンテスト5組、ダンスコン
テスト10組）を選考します。選考結果は、決定後に主催者から通知します。

出演決定者については、エントリー料として1人につき入場券2枚（1枚
2,000円　計4,000円）を購入していただきます（客席での観覧には、出演
者も入場券が必要となります）。
例：3人グループの場合：入場券2枚（4,000円）×3人＝6,000円

応募先・お問い合わせ
株式会社 まちづくり島田（事務所：プラザおおるり1階）
電　話：0547-36-7222
郵送先：〒427-0042　静岡県島田市中央町5-1
　　　　㈱まちづくり島田　宛
主催：島田市教育委員会　主管：株式会社まちづくり島田　制作：Ruby Baby Production　協力：キョードー東京・NPOまちづくり川根の会

応募締切

平成27年1月18日㈰必着
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12 夢づくり会館○夢 歩歩路○歩プラザおおるり○お月 ホール　催物のご案内
曜日 催　　　　物 開演会場 終演 主催／問い合わせ入　場　料　等

静岡県立島田工業高等学校
TEL 37-4194

静岡県立金谷高等学校
TEL 45-4155

島田北幼稚園
TEL 36-1272

島田樟誠高等学校
TEL 37-3116

サウンドイシカワ
TEL 36-3000

島田マンドリンアンサンブル事務局
TEL 36-4584（鈴木）

しまだ女性の会
TEL 37-6505（提坂）
島田市野球連盟
TEL 37-4093（杉山）

島田市少年少女合唱団育成会
TEL 080-4655-0022

いってみるか！なんずら市

第39回マンドリンコンサート

平成26年度
少年（学童）野球指導者養成研修会

島田市少年少女合唱団チャリティーコンサート
～宮城県石巻市鮎川浜の仮設住宅に野菜を送ろう～

第9回　金谷高等学校　文化発表会
音楽部 他　コンサート

島田北幼稚園音楽会

ジュニアオリジナルコンサート
サウンドイシカワ大会

しまだミュージックフェスティバル2014

昭和を唄う　想いで歌謡祭

島田樟誠高等学校
1学年企画　映画鑑賞会

21ねんめ  レッド・ポイント・ブラザーズ
クリスマス イブイブ コンサート
静岡県立島田工業高等学校　吹奏楽部
第19回定期演奏会

文化課
TEL 46-2344関係者のみ
TEL 090-9920-3699（横山）

島田ジャズ研究会（岩本）
TEL 070-6645-7741
レッドポイントブラザーズ（杉浦）
TEL 090-3259-7393

予定時刻

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＞

平成26年度　人権啓発ポスター展 12月5日（金）～12月9日（火）
9:00～16:00

各ご案内は平成26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。

…………………………………………………………………………………………………………………
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無料

関係者

無料

前売り／当日とも500円

無料

無料

関係者のみ

無料

500円

200円

無料 島田市役所　市民安心課
TEL 36-7121

昼の部14:00
夜の部18:30

昼の部17:10
夜の部19:00

2,000円
（昼の部のみ1,500円　夜の部のみ1,000円）

大人400円／中学生以下200円
（当日は各100円増）
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第9回　金谷高等学校　文化発表会
書道・美術 他　展示
茶道・百人一首　実演

12月11日（木）～12月14日（日）
9:00～16:00

初日　15:00～17:00
最終日　15:00まで

無料 静岡県立金谷高等学校
TEL 45-4155

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＞

学園通り自治会　ミニ文化展 11月26日（水）～12月7日（日）
（最終日は15：00まで）

………………………………………………………………………………………………………………

学園通り自治会
TEL 46-2331（紅林）

「エピソードタグを付けること」

サイズアウトしてしまった服、まだ着れるけど捨てられない
服など「誰かが喜んでくれる服」を持ち寄りシェアし合うのが
xＣｈaｎｇｅです。
ベビー服を中心にキッズから大人のサイズまで、多用な服が
並びます。ぜひご参加ください。
日　時

場　所
参加費

11月17日（月）9:30～11:30
12月15日（月）9:30～11:30
島田市地域交流センター歩歩路 多目的ホール
100円（事前の申込不要） ※1人必ず1点以上の洋服をお持ち下さい。

エピソードタグに次に着る人を想って、洋服
に対する思い出や、取り扱い方法などを書い
て、次の方に託します。
エピソードタグに書かれたストーリーを読
み、モノの価値を再考し、好きな洋服を探す
のも、楽しみの一つです☆

クリスマスリースを可愛く風船で作ってみましょう
☆お子様連れでも参加できます。

エピソードタグは会場にありますので、
会場でお書きいただいても構いません。

◎xChangeのルール◎ ─同時開催講座（予約優先）─
11月17日「クリスマスバルーンづくり」

～服と幸せのシェア～

歩歩路

エピソードタグ

参加費300円（xChange代含む）

12月15日「クリスマスパーティー」
参加費200円（xChange代含む）

お菓子を食べながら、パーティで盛り上がりましょう。

お申込　xchange_shima@yahoo.co.jp
名前と参加人数を明記の上、お申込ください。

静岡のプロ室内オーケストラ

シンフォニエッタ静岡

みんなあつまれ！

ファミリーコンサート

◆入場料〔全自由席〕
こども 500円　おとな 2,000円
こどもは0歳～18歳まで（0歳からOKです。演奏中に泣いても歌ってもOK）

夢づくり会館ホール
13:30開場/14:00開演

プーランク作曲：シンフォニエッタ より
ラヴェル作曲：ボレロ
デュカ作曲：魔法使いの弟子　他

〈予定曲目〉

1月11日㈰
2015年

途中休憩あり　終演予定15:45
島田市金谷
生きがいセンター

子どものための音楽イベント

主催：一般社団法人シンフォニエッタ静岡
共催：㈱まちづくり島田
後援：静岡県、焼津市教育委員会、島田市教育委員会、
　　　藤枝市教育委員会、牧之原市教育委員会、吉田町教育委員会

夢づくり会館 教室のお知らせ

あぶないときにどうするか
を身につけるトレーニング
それがあぶトレ！

○お申込・お問合せ○
島田市地域交流センター歩歩路　0547-33-1550

今、子ども達が危ない！

あぶトレ！ 
■日　時：
■場　所：
■参加費：
■定　員：
■講　師：

■日　時：
■場　所：
■参加費：
■定　員：
■講　師：

－内容（予定）－
清永先生のお話
街歩き　自分の安全MAPづくり
ふりかえりワークショップ
島田版　あぶトレ！

－内容（予定）－
清永先生のお話
街歩き　自分の安全MAPづくり
ふりかえりワークショップ
島田版　あぶトレ！

主催：島田市商店街連合会
運営：NPO法人体験型安全教育支援機構
後援：静岡県・㈱まちづくり島田・NPO法人静岡県防犯アドバイザー協会
　　　公益社団法人静岡県建築士会中部ブロック

主催：島田市商店街連合会
運営：NPO法人体験型安全教育支援機構
後援：静岡県・㈱まちづくり島田・NPO法人静岡県防犯アドバイザー協会
　　　公益社団法人静岡県建築士会中部ブロック

11月30日（日）13時～15時30分
島田市地域交流センター歩歩路
無料（事前にお申込ください）
小学生親子20組（定員になり次第締め切ります）
清永奈穂氏　NPO法人 体験型安全教育支援機構代表

11月30日（日）13時～15時30分
島田市地域交流センター歩歩路
無料（事前にお申込ください）
小学生親子20組（定員になり次第締め切ります）
清永奈穂氏　NPO法人 体験型安全教育支援機構代表

○講師紹介○
全国の幼稚園、保育園、小学校、中学
校、高等学校、大学などでの体験型安
全教室（防災、防犯）を実施中。子ど
もの安全に関して、TV、新聞にコメン
トを寄せ、安全教育の普及活動を行っ
ている。

in歩歩路

プラモ塾プラモ塾
夢づくり会館夢づくり会館

今月のお題は

陶芸教室11月の夢づくり

おしゃれな皿を作りませんか

12/6（土）12/6（土）
7（日）7（日）

■対　象：

■時　間：
■受講料：
■持ち物：

■申込方法：

■対　象：

■時　間：
■受講料：
■持ち物：

■申込方法：

10歳から一般の方（定員15名）

9：00～16：00（お昼休憩を含む）
1,000円
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
　電話または直接来館してお申込み下さい。

10歳から一般の方（定員15名）

9：00～16：00（お昼休憩を含む）
1,000円
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
　電話または直接来館してお申込み下さい。

※11歳未満のお子さんは必ず保護者様と一緒にご参加下さい。※11歳未満のお子さんは必ず保護者様と一緒にご参加下さい。

※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。

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

開催日
11月19日㈬
11月20日㈭
12月  4日㈭
12月10日㈬

内容
成　型
仕上げ
薬掛け
講　評

夜の部 19：00～

開催日
11月21日㈮
12月  5日㈮
12月12日㈮

内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

昼の部 9：00～

●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回目にご持参下さい）
●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下さい）
申込み・問い合わせ　TEL 0547-46-0075 （8:30～21:00 尚月曜日は休館日です）

角さら

第2回

夢づくり歌謡祭

会　　場

参 加 料

申込締切
申 込 先

主　　催
共　　催

日　　時 平成２７年３月２２日（日）
開場９：００　開演９：２０
☆スペシャルゲスト Kenjiro（冬恋かなし 他）
島田市金谷生きがいセンター「夢づくり会館」ホール
島田市島550番地の2
電話０５４７-４６-００７５　FAX０５４７-４６--４５８８
5,000円　2コーラス（お弁当、お茶付き）
※フルコーラス、デュエット、踊り付きは6,000円
平成26年12月20日（土）
「夢づくり歌謡祭」実行委員会　秋田正持 宛
〒427-0035　島田市向谷元町1198-12
（携 帯）０９０-３９３７-６６４９
（FAX）０５４７-３５-４８５４
株式会社　まちづくり島田
静岡県大衆音楽協会中部支部

出演者募集

するあなたへの第11回

50文字以内（句読点含む）、日本語で書かれたもの。
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
明記して下さい。応募点数は1人5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考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
島田市長賞　1点　1万円
入賞　　　　4点　1万円
島田賞（島田市在住の方対象）　1点　1万円
高校生審査員賞　1点　5千円分図書カード
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26年12月10日（水）当日消印有効
平成27年2月13日（金）入賞者に通知、及び、㈱まちづくり島田ホームページ上
平成27年3月22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.machi-shima.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(上記URL）

募集要項
応募条件
応募規定

　 賞 　

審 査 員
表 彰
発 表
締 切 り ●主　催　愛するあなたへの悪口コンテスト実行委員会

●応募作品の一切の権利は主催者に帰属します。また応募作品に関
　して、著作者人格権を一切行使しない事をご承諾いただきます。
●入賞者の氏名、年齢、住所（市町村まで）、職種は公表いたします。
●入選作（最終審査対象作品）は小冊子に掲載し発行します。

御陣屋稲荷全景（市内柳町）
今年も「愛のこもった悪口」募集いたします。

大賞賞金5万円
応 募 先

12月10日
締切

コンテスト

第10回  大　賞　人参だけの金平ごぼう

　　　　準大賞　本当の結婚詐欺は結婚した後解る
長谷川　大 (静岡県藤枝市）

林　紘史　P.N ヒメ父 (千葉県茂原市)

夢づくり会館・プラザおおるり・地域交流センター歩歩路にてチケット好評発売中!!

火・祝


