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6月

プラザおおるり受付のご案内
7月1日（水）  に下記の新規受付を予定しています。

・平成28年 7月分プラザおおるりホール
・平成28年1月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・平成27年 8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

キャンディーポップ　うさぎチーム

キャンディーポップ　くまチーム

キャンディーポップ　きりんチーム

チャイルドポップ

キッズポップ1～3年生

キッズポップ4～6年生

かる～い体操　女性対象

リズム体操　女性対象

かる～い体操　女性対象

リズム体操　女性対象

リズム体操　女性対象

かる～い体操　女性対象

シニア体操　男性対象

教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料

10回

火曜日　 9：30～10：30

火曜日　10：45～11：45

金曜日　10：45～11：45

木曜日　15：45～16：30

木曜日　18：00～19：00

木曜日　19：00～20：00

月曜日　13：20～14：20

月曜日　14：30～15：30

水曜日　 9：30～10：30

水曜日　10：45～11：45

木曜日　13：20～14：20

木曜日　14：30～15：30

火曜日　10：35～11：35

20人

3,000円

10回 3,000円

8回 2,400円

おおるり体操７月～９月 第２期 体操教室の募集のご案内
7月から始まる第2期教室の新規参加者を募集します。

※募集開始は平成27年6月22日（月）8時30分より受付開始
※参加者以外の入室はできません。また、託児サービスもありません。
※定員は継続の方も含みますのでご了承ください。

☆キャンディーポップ…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親子ふれあい教室です。
年齢の近いお子様同士がかかわりを持ち、楽しく親子で運動します。

☆チャイルドポップ…幼稚園児童と保護者を対象にした教室です。音楽に合わせて簡単なダンスやなわとび等の運動をします。
　親子で楽しく運動することで運動能力を伸ばします。また同じ年代の子と一つの事をやる中でチームワークの大切さを学びます。
☆キッズポップ…音楽に合わせて体操、ダンスで体を動かし、運動能力の向上を図ります。
☆リズム体操…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、体を動かします。
☆かる～い体操…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す。
☆シニア体操…60歳～75歳位までの男性を対象にした教室です。チューブを使って肩のコリをほぐしたりボールを使った腹筋運動、歩
く運動を主に普段使わない筋肉を動かします。

プラザおおるりは、地域のみなさまが、芸術、文化などさまざまな活動を通じて、楽
しみ、憩い、潤いのある生活を創造していただく施設です。
661席のホールをはじめ、展示ホール、会議室、練習室のほか、栄養指導室、和室等
いろいろな目的にご利用いただける機能が備っています。地域住民のみなさまをはじ
めより多くのみなさまの「ふれあいと語らいの場」として大いにご利用下さい。

プラザおおるり事務局（まちづくり島田） 
TEL 0547-36-7222

お申込みは、参加料を添えて直接事務所までお越しください。

参加者の声
（かる～い体操・リズム体操）：体重が減って動きが機敏になった。
（かる～い体操・リズム体操）：仲間が増えた。心が豊かになった。
（キャンディーポップ）：人見知りがなくなった。
（キャンディーポップ）：子供が自信をつけている。
（キャンディーポップ）：11月の発表会に向けてがんばっている。

お申込・お問い合わせ

見学・体験受付中

島田市民総合施設プラザおおるり　plaza oruri 住　所：島田市中央町5番の1
ＴＥＬ：0547-36-7222
ＦＡＸ：0547-37-8696
開館時間：9:00～21:30
休館日：12月29日～1月3日
　　　　設備点検休館年数回

詳細は月刊おおるり7月号にて

島田デジタルフォトクラブ　デジタル写真展 7月16日（木）～7月19日（日）

＜展示期間／時間＞ ＜主催／問い合わせ＞＜催　物＞

プラザおおるり展示ホールのご案内 プラザおおるりプラザおおるり

島田デジタルフォトクラブ
TEL 090-2775-9011（長谷川）無料

杉クラブ写真展「2015遊迷展」 7月27日（月）～8月2日（日）
9：00～19：00（月曜・最終日は17時まで）

杉クラブ
TEL 35-3711（四丁目杉浦カメラ）無料

7月 プラザおおるり　催物のご案内
曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合わせ入　場　料　等

関ピアノ教室
TEL 090-1565-8129音楽発表会

予定時刻

13：30 16：00 無料4 土

各ご案内は平成27年６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。

①物件概要

②賃貸料金

島田市本通五丁目2番の2

JR島田駅　徒歩5分

6階建て立体駐車場（平成13年建築）
1階店舗及び一部2階事務所
774.1㎡　234.6坪
但し、1階南西角ミニ店舗（3.9坪）は別途

株式会社まちづくり島田

原木、長野　tel：0547-36-7222

120万円（応相談）
20万円（共用部分維持管理費用）
借主実費負担
1ヶ月分
3ヶ月分
10年以上希望　更新応談
＊東南ミニ店舗（12平米）
　月額2.5万円　共益費0.5万円（税別）

所 在 地

最 寄 り 駅

物 件

貸 主

担 当

月額賃料
共 益 費
水光熱費
礼 金
敷 金
契約期間

別途契約

ぴ～ファイブテナント募集！

駐車場

集会室

●ぴ～ファイブ駐車場

●柳町駐車場 ●六合駅南駐車場

収納台数：23台
営業時間：24時間
駐車料金：1時間毎100円
9時間から24時間まで900円

収納台数：82台
営業時間：24時間
駐車料金：1時間毎100円
9時間から24時間まで900円

187台収納可能!!24時間900円で駐車できます。
収納台数：187台
営業時間：24時間
駐車料金：1時間毎100円　9時間以上24時間以内900円

定　員：45人
設　備：机15脚・椅子45脚・
　　　　ホワイトボード1台
その他：集会室は禁煙です。
　　　　飲食は可です。
休館日：12月29日～1月3日

お問合せ　ぴ～ファイブ事務所　0547-34-2233（土・日休み）

何日停めても1日最大900円！！

11枚で1,000円

カラオケ・楽器練習・集会・セミナー・展示会 OK

営業時間24時間（年中無休）。
但し、深夜0時～朝5時までは入庫出来ません。

バス旅行などの発着場所に『ぴ～ファイブ駐車場』を
ご利用ください。

1日目　24時間　900円
2日目　24時間　900円
3日目　24時間　900円

3日間とめておいても2,400円！！

六合駅最短1分

「ぴ～ファイブ駐車場」・「柳町駐車場」・
「六合駅南駐車場」では

「共通駐車サービス券」がご利用になれます。
「共通駐車サービス券」は、

まちづくり島田事務局でお求めください。

出庫の時、あっ～小銭がない

★但し、展示・即売会、商業宣伝及び、入場者から入場料を徴収しての講演会等に使用する場合
は、使用料金の50％増しとなります。

★小銭の必要がない駐車サービス券をご利用ください。

使用時間帯

使用料
（冷暖房費含む）
超過料金

（30分単位）

9：00～13：00
（4時間）

1,600円★

200円　

13：00～17：00
（4時間）

1,600円★

200円　

17：00～22：00
（5時間）

3,200円★

300円　

住　所：島田市本通り五丁目2-2
ＴＥＬ：0547-34-2233
ＦＡＸ：0547-34-2245
開館時間：8:30～17:30
休業日：土・日　12/29～1/3
（集会室は土・日も使用できます。）

本通り五丁目の好立地
耐震建築

音もれ無し

短期間のご利用希望に応じます。 
お問合せ：㈱まちづくり島田 TEL.36-7222

2015年11月12日（木）開催決定

タンゴ・ロマンス
TANGO ROMANCE

実力派ダンサーが繰り広げる
華麗でロマンティックなダンスシーン！
タンゴの神髄が余すところなく発揮される
感動のステージ!!
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島田市金谷生きがいセンター　夢づくり会館　TEL：0547-46-0075（月曜日は休館日です。）

夢づくり会館　拡大コピーサービスのお知らせ

申込み
問い合わせ

しまだ元気市　　　　　開催のお知らせ
6月27日（土）17:00～21:00
島田中央幼稚園てるてる坊主の展示 静岡銀行　島田支店の斜め向い

第161回

からくり時計のおび通り　　　で開催　　北側

■対　象：

■時　間：
■場　所：
■受講料：
■持ち物：

■申込方法：

■対　象：

■時　間：
■場　所：
■受講料：
■持ち物：

■申込方法：

10歳以上の男女（定員15名）

9：00～16：00（お昼休憩を含む）
夢づくり会館（創作の部屋）
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（お昼休憩を含む）
夢づくり会館（創作の部屋）
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
　電話もしくは応募用紙にて受付します。

※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。

※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。

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!!

7月4日土・5日日

サラダボール
沢山の野菜で夏をのりきろう！

開催日
7月3日㈮
7月17日㈮
7月24日㈮

内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

●ところ　夢づくり会館　創作の部屋
●時　間　9：00～12：00
　　　　　（第 1回目のみ 15：00まで）
●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
　　　　　（第 1回目のみ弁当を持参して下さい。）

◆イベント、行事等にかかせないモノづくり　　横断幕・看板等の製作承ります。
お問い合わせ先：島田市金谷生きがいセンター　夢づくり会館　　　電話番号：0547-46-0075

今月のお題は
6月の夢づくり 陶芸教室

9：00～

「島田市金谷生きがいセンター夢づくり会館」は、多目的に利用できるホールをはじ
め、健康づくりのための部屋や、図書室、展示ホールなどを完備しています。健康づ
くりや、創作活動にぜひご利用ください。

島田市金谷生きがいセンター
（夢づくり会館・五和会館・テニスコート）

住　所：静岡県島田市島550-2
ＴＥＬ：0547-46-0075
ＦＡＸ：0547-46-4588
開館時間：8:30～21:30
休館日：月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）
　　　　12月29日～翌年の1月3日
　　　　※その他管理上必要と認める日

夢づくり会館　催物のご案内
曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合わせ入　場　料　等

杉　隼人
080-5153-8653夏の歌謡祭

予定時刻

9：30 17：00 無料19 日

歩歩路　催物のご案内
曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合わせ入　場　料　等

杉浦
TEL 37-3863レッド・ポイント・ブラザーズ“七夕”コンサート
㈱まちづくり島田
TEL 090-3937-6649（秋田）2015歩歩路歌謡祭
馬場
TEL 74-0195ピアノ発表会
真実の会
TEL 090-4860-6929（小玉）「凛として愛」無料上映会
地域交流センター歩歩路
TEL 0547-33-1550～服と幸せのシェア～　×Change in 歩歩路
体文協
TEL 054-251-2326

日本庭園の魅力“その美を紐解く”
社会人大学島田昼教室

錦城会島田支部
TEL 37-6838（渡邉城鍈）詩吟朗詠錦城会　静岡県吟詠のつどい

予定時刻

10：00

9：30

13：45

開場16：30
開演17：00
開場9：00
開演9：30

午前の部11：00
午後の部14：00

午前の部12：00
午後の部15：00

開場12：00
開演12：30

20：00

17：00

11：30

11：30

15：30

16：30

500円

入場無料

入場無料

入場無料

100円

入場無料

1回3,000円
会員随時受付

4
5
12
19
20
21
26

土
日
日
日
月
火
日

平成２７年度 子どもアニメ映画会

「映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記」
・と　き　８月９日（日）

　ところ　夢づくり会館ホール（金谷生きがいセンター）

・入場料　８００円（当日券１,０００円）※税込

　上映（映画の上映時間のみ　１時間４１分）

・午前の部　　９：３０〜１１：１１

・午後の部　１３：３０〜１５：１１

チケット販売開始日　6月20日（土）

歩いて歩いて路（みち）をつくる。
新たな出会いや発見が生まれる憩いの場所─
地域交流センター「歩歩路」は、中心市街地の活性化のため、多目的な利用が可能な
施設として整備されました。12名の会議室から180名の多目的ホールまで貸出のお部
屋があり、様々な用途でお使いいただけます。

島田市地域交流センター歩歩路（ぽぽろ） 住　所：島田市本通三丁目6-1
ＴＥＬ：0547-33-1550
ＦＡＸ：0547-33-1565
開館時間：9:00～22:00
休館日：12月29日～1月3日
会議室・多目的ホール・喫茶
◎ご予約のうえ、会議やイベント等に
　ご利用ください。

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

7月20日（月・祝）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 ※1人必ず1点以上の洋服をお持ち下さい。

～服と幸せのシェア～
歩歩路歩歩路エクスチェンジ 「エピソードタグを付けること」

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☆

エピソードタグ
お申込　xchange_shima@yahoo.co.jp
　　　 0547-33-1550（歩歩路）

提供：生活協同組合　パルシステム静岡
参加費：200円（×Change代含む）
名前と参加人数を明記の上、
お申込みください。

7月20日
「サマーパーティ」

◎xChangeのルール◎ 同時開催講座（予約優先）

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。

10 COLORS FESTA in SHIMADA
開催日時　平成27年10月18日（日）10：00～16：00　会場：歩歩路
ヘアメイクショー10 Colors コレクション募集部門
部門1　市内在住10歳の女の子（平成17年4月1日～平成18年3月31日生まれ）
部門2　旧川根地区在住の女性
部門3　旧金谷地区在住の女性
部門4　旧島田地区在住の女性
※旧とは、合併するまで島田市、川根町、金谷町であった地域を指します。
募 集 方 法　お問合せの上、書類にご記入の上、顔と全身の写真を添えてご応募ください。
　　　　　　書類はまちづくり島田ホームページからもダウンロードできます。
募集締切り　平成27年6月30日（火）　書類審査後、7月に面接予定、モデルレッスン有り
お問合せ・ご応募　島田市地域交流センター歩歩路　0547-33-1550

10 COLORS FESTA in SHIMADA
ヘアメイクショー市民モデル募集！

島田市の新市誕生10周年記念事業の市民自主事業として採択された
「10 COLORS FESTA in SHIMADA」の中の事業ヘアーメイクショー
「10 COLORS コレクション」市民モデルを募集します。募集部門は下記の4部門となります。
一緒に新しい島田の誕生をお祝いする素敵なショーを作り上げましょう！

島田市　新市誕生10周年記念事業
島田市は、平成27年5月5日に誕生10周年を迎えます。
この10年は旧島田市、旧金谷市の合併、さらに旧川根町が加わった１つのまちとして礎を築いてきた期間であり、
平成27年度はこれからの島田市が飛躍する大きな節目となります。
平成27年度は、10年の歩みを振り返り、11月1日に記念式典を行う予定のほか、4月から3月の間に「市民が総出
で記念の年を祝う」を基本理念とした「島田市新市誕生10周年記念事業」を実施します。

歩歩路

しまキラ☆
会　場　島田市地域交流センター歩歩路
　　　　（島田市本通3丁目6-1）
主　催　しまキラ実行委員会
後　援　島田市・株式会社まちづくり島田
問合せ　050-3573-1055（松下農園）
※柳町・ぴ～ファイブ駐車場ご利用のお客様に1時間駐車券を差し上げます。

～しまだキラキラプロジェクト～

6月27日（土）
10：00～16：00
入場無料

島田からキラッと光る発信を島田の活性化を！
を目標に掲げ「しまキラ☆」を結成しました。

市内の商業者を中心としたお店が
皆様をお待ちしています。

当日はワンコインで様々 なサービスを
ご利用できます。

ぜひ、ご来場ください。

当日は、
癒しのサービスや、
市内の銘菓や手
作り雑貨などを

ご用意しております。

2015もったいないをプレゼント
開催日
時 間
場 所
入場料

8月2日（日）
14：00～15：30
地域交流センター歩歩路　多目的ホール
大人1人100円（中学生以下無料）

内 容

連絡先

子どもがおおきくなって使わなくなったものはありませんか？
寄付していただける方はご連絡ください。ただし、衣類は洗ったものを、
おもちゃ・靴・絵本などは壊れていないもの破れていないものをお願いし
ます。
しまだ次世代支援ネットワーク
TEL090-3382-1696（藤田）
（つどいの広場きしゃぽっぽを主催するボランティア団体です）
集荷方法　集荷日　各きしゃぽっぽ開催日です。
（各きしゃぽっぽ開催場所までお持ち下さい）
都合の悪い方は各きしゃぽっぽ代表
（子育てカレンダー連絡先）へご連絡ください。

歩歩路自主事業案内 夢づくり会館自主事業案内

7月

7月

「夕涼み市」


