
島田市社会福祉協議会ふれあい広場 島田市社会福祉協議会
☎0547-35-6244
島田青年会議所
☎0547-35-6359島田青年会議所創立50周年記念式典

幼児合同演劇鑑賞会 文化課
☎0547-46-2344

KENKEN DANCE FACTORY 発表会
「Return to forever 2015」

KENKEN DANCE FACTORY
☎0547-35-5770
島田第一中学校
☎0547-37-2513島田第一中学校　文化発表会

島田市立六合中学校　文化発表

島田年金受給者協会　芸能大会　歌と踊り

10月 催物のご案内

地域交流センター歩歩路ホール
曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合わせ入　場　料　等

北川徳子
☎0547-37-5133Classic Concert 2015
杉本
☎090-3937-5052
地域交流センター歩歩路
☎0547-33-1550

島ママ　お母さん業界新聞プレス発表会

10 COLORS FESTA in SHIMADA
～服と幸せのシェア～
x Change in 歩歩路

10:00

10:00

9:30

16:00

12:00

16:00

11:30

無料

無料

100円

10
15
18
19

土
木
日
月

開場13：30
開演14：00

地域交流センター歩歩路
☎0547-33-1550

プラザおおるりホール

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合わせ入　場　料　等
歌謡クラブ和
☎0547-38-1165（望月）
歌いま専科実行委員会
☎090-3937-6649（秋田）

和クラブ歌謡祭

第11回　歌の祭典・歌いま専科　～秋～

9：15

9：30

無料

無料

11
18
日
日

17：00

16：30

夢づくり会館ホール

終戦七十年 島田市・川根本町戦没戦災死者慰霊法要

島田市建築業組合　青年部主催　削ろう会（鉋削り体験コーナーあり）

島田市社会福祉協議会ふれあい広場

くらし・消費・環境展2015

10月1日（木）12:00～16:00

10月4日（日）9:00～14:30

10月10日（土）9:30～14:00

10月17日（土）10:00～15:30

無料

無料

無料

無料

＜展示期間／時間＞ ＜主催／問い合わせ＞＜催　物＞
展示ホールのご案内 プラザおおるりプラザおおるり

山田雅宣　☎090-1982-7781

島田市建築業組合　☎0547-35-4188

島田市社会福祉協議会　☎0547-35-6244

島田市生活安心課　☎0547-36-7153

各ご案内は平成27年9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。

2,000円
全席自由

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合わせ入　場　料　等
終戦七十年 島田市・川根本町
戦没戦災死者慰霊法要

島田市教育研究会音楽部　島田第一中学校（青島）
☎0547-37-2513島田市中学校音楽交流会

島田市民劇場10月例会
東京ヴォードヴィルショー「パパのデモクラシー」
島田年金受給者協会　島田支部　演芸大会

12:30

12:15

18:30

9:30

9:30

14:00

13:15

9:00

9:30

9:00

15:30

15:45

21:00

16:00

14:00

15:30

14:35

15:30

15:30

16:00

無料

無料

無料

無料

関係者のみ

関係者のみ

前売り　1,000円

無料

無料

1
3
4
8
10
12
14
15
18
21
23
28

木
土
日
木
土
月
水
木
日
水
金
水

島田年金受給者協会　書記局北川
☎0547-37-6342

昼の部13:30
夕の部16:30

15:00
18:00

10:00
13:15

11:20
14:35

島田市民劇場
☎0547-37-7005（月～金12時～17時）

山田雅宣
☎090-1982-7781

会員
随時受付中

無料
（保護者のみ入場可）

島田年金受給者協会
☎0547-37-6236

六合中学校
☎0547-35-1121

〔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27年9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 ☎0547-36-7222

月　刊

2015 No.376

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〈申込み・問い合わせ〉 ホームページ まちづくり島田

9月

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

教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料

10回

火曜日
火曜日
金曜日
木曜日
木曜日
木曜日

9:30～10:30
10:45～11:45
10:45～11:45
15:45～16:30
18:00～19:00
19:00～20:00

20人 3,000円

プラザおおるり10月～12月体操教室参加者募集
～子どもの教室～
☆キャンディーポップ…1歳半から幼稚園・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。
☆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。なわとびや道具を使い体を動かします。
☆キッズポップ…小学生を対象にした教室です。ダンスや
道具を使って体を動かします。

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
かる～い体操　女性対象

教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料

10回

水曜日
水曜日
木曜日
木曜日
金曜日

9:30～10:30
10:35～11:35
13:20～14:20
14:30～15:30
9:30～10:30

25人 3,000円

～大人の教室～
☆リズム体操…一般女性を対象にした教室です。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。
歩く事を主に普段使わない筋肉を動かします。

島田市民総合施設プラザおおるり

11月12日（木） 好評発売中

入場料金（税込）全席指定 4,000円

南米のパリ、ブエノスアイレスより来日！

プラザおおるり受付のご案内
10月1日（木）
 下記の新規受付を予定しています。

・平成28年10月分プラザおおるりホール
・平成28年4月分プラザおおるり会議室等
 （月1回）
・平成27年11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。
抽選にて申込み順番を決めます。
問い合わせ　プラザおおるり受付
　　　　　　☎0547-36-7222

タンゴ・ロマンス

見学・体験・歓迎 9月19日（土）受付開始
詳しい内容についてはお気軽にお問合せください。
お問合せ　プラザおおるり　☎0547-36-7222

するあなたへの第12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（よみがな）ペンネームのみ不可、本名併記、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27年12月8日（火）当日消印有効
平成28年2月16日（火）入賞者に通知、及び、㈱まちづくり島田ホームページ上
平成28年3月27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8日
締切

コンテスト

第11回  大　賞　妻は誰か分かるために化粧をする

　　　　準大賞　52歳で「カープ女子」だと言い張る 女房
P.N 愛飢え夫 （愛知県名古屋市）

P.N コイノボリ（千葉県船橋市）

プラザおおるりホール
●開　場 18：00/開　演 18：30

タンゴ名曲を生でご堪能ください。
●プラザおおるり
●夢づくり会館
●川根文化センター

●サウンドイシカワ
●TSUTAYA相良店
●大鉄観光サービス

プレイガイド

●ラ・クンパルシータ
●リベルタンゴ
●バンドネオンの嘆き

●パリのカナロ
●アディオス・ノニーノ
●エル・チョクロ他

予 定 演 目



─3─ ─2─

〈申込み・問合せ〉 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）〈申込み・問合せ〉 島田市地域交流センター歩歩路　TEL 0547-33-1550

しまだ元気市　　　　開催のお知らせ
9月20日（日）9:00～13:00
島田髷まつり同時開催 静岡銀行　島田支店の斜め向い

第164回

からくり時計のおび通り　　で開催　　南

体操教室 受講生募集

角　皿

開催日
10月9日㈮
10月23日㈮
10月30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。）

10月の夢づくり 陶芸教室
9：00～

エクスチェンジ

■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）

9：00～16：30（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）

9：00～16：30（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。

時　　間
と こ ろ

対　　象
募集人数
持 ち 物
受 講 料
申 込 み

時　　間
と こ ろ

対　　象
募集人数
持 ち 物
受 講 料
申 込 み

午前10：00～11：30
夢づくり会館　健康づくりの部屋
（11月19日はステージ、2月18日は和室を使用）
概ね50歳以上の方
25名（先着順）
運動ができる服装　上ぐつ　タオル　飲み物
3,000円
現在受付中
電話でお申し込み下さい。
TEL.46-0075

午前10：00～11：30
夢づくり会館　健康づくりの部屋
（11月19日はステージ、2月18日は和室を使用）
概ね50歳以上の方
25名（先着順）
運動ができる服装　上ぐつ　タオル　飲み物
3,000円
現在受付中
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）
皆様の参加お待ちしております。
（受付：午前8時30分～午後9時　月曜日は休館日）
皆様の参加お待ちしております。

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!!

10月3日土・4日日

中高年応援企画中高年応援企画
平成27年度

「脳と身体のビタミン体操講座」（後期）

9月21日（月・祝）
10月19日（月）

島田市地域交流センター歩歩路

9：30～11：30
9：30～11：30

参加費100円
（必ず1点以上の洋服をお持ち下さい。お持ち帰りは5点まで）

─同時開催講座─（予約優先）

参加費300円（x Change代含む）
親子1組のお値段です。

9月21日（月）　講師：市川先生
キッズ体操教室（パパママ参加OK）

参加費300円（x Change代含む）
美味しいお出汁のとり方から、
どの料理にどの出汁が合うのか学びましょう！
講師：藤田氏（海産物処　ふじ田）

10月19日（月）
美味しいお出汁の講座

名前と参加人数を明記の上、お申込ください。
お申込　xchage_shima@yahoo.co.jp　0547－33－1550（歩歩路）

法

今月のお題は
食欲の秋が、近づいてきました。

1回
2回
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
10回

10月 1日（木）
10月15日（木）
11月 5日（木）
11月19日（木）
12月 3日（木）
12月17日（木）
1月21日（木）
2月 4日（木）
2月18日（木）
3月 3日（木）

脳はイキイキ、身体はピンピン
気持ちはいつも30代！

中高齢者のための楽しい体操講座です。
（普通の体操では物足りないという方にピッタリです）

「朝市」

今年は新島田市が誕生して10周年を迎えます。新市誕生を祝福するために、市内を中心としたクリエー
ター達が集結し、フェスティバルを開催いたします。
当日は、市民モデルによるヘアメイクショー、巨大書き下ろし、シンガーソングライターによる10周年記
念ソングの披露、新市誕生をお祝いする新しいパン「ごぱんだ」のお披露目、市内で栽培された生花で会
場を装飾して祝福します。
その他にも、市内を中心とした癒しのクリエーターの出店が会場を彩ります。新しい島田市をお祝いする
フェスティバルを一緒に体験しましょう。

10 Colors FESTA in SHIMADA
島田市新市誕生10周年記念事業

日　　時　10月18日（日）10時～16時
場　　所　島田市地域交流センター歩歩路　多目的ホール　入場無料
お問合せ　0547-33-1550（歩歩路） リラクゼーション・

ヒーリング・アート・
こだわりの食などの
皆さんが出店して
会場を彩ります！

ライブイベント
○第1部11時～・第2部14時～10 Colorsコレクション（ヘアメイクショー）
○12:00～　ミュージックライブ　シンガーソングライター田中としお
○13:00～音楽＆書道　宗明＆シンガーソングライター　SHIGEKI

◇ご来場のご案内◇
会場となる歩歩路には駐車場がございません。

提携の「柳町駐車場」「ぴ～ファイブ駐車場」をご利用ください。1時間サービス券を受付にて発行致します。

島田市金谷生きがいセンター  夢づくり会館島田市地域交流センター歩歩路


