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月1111 10月22日（日）おおるりホール
にて「きかんしゃトーマス ファミ
リーミュージカル～ソドー島の
たからもの～」を開催しまし
た。

笑点でおなじみの小遊三師匠と、島田市出身の遊喜師匠による親
子会を開催。『明るく陽気にいきましょう♪』ウクレレ漫談のぴろ
きは島田初登場です。

親
子
会

親
子
会

夢づくり 和太鼓コンサート

チケット
好評発売中

50文字以内（句読点含む）、日本語で書かれたもので、未発表作品に限ります。
封書、ハガキ、メール、FAXのいずれかで応募してください。
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　2万円
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（一般作品対象）　1点　5千円分図書カード
スクール賞（小・中・高校生対象）　  1点　5千円分図書カード
平成29年12月6日（水）当日消印有効
平成30年2月15日（木）入賞者に通知、及び、㈱まちづくり島田ホームページ上
平成30年3月25日（日）おび通り南側ステージ
審査委員長　村松友視氏（直木賞作家）他

〒427－0022　静岡県島田市本通三丁目6-1
島田市地域交流センター歩歩路内
「愛するあなたへの悪口コンテスト」実行委員会
TEL　0547-33-1550　　FAX　0547-33-1565
EｰMAIL　machi_shimada@yahoo.co.jp
URL  　　http://www.machi-shima.com/aiwaru.html

※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。

応 募 先

12月6日
締切

第13回  大　賞　不機嫌な　妻にまな板悲鳴あげ

　　　　準大賞　百均の200円商品のようなウチの人。
山田　明（千葉県印西市）

P.N 船岡五郎（東京都三鷹市）

愛するあなたへの コンテスト
言おうか・・・
言うまいか・・・

今年も「愛のこもった悪口」募集いたします。

第14回 東海道島田宿
御陣屋稲荷神社
（別名：悪口稲荷）

大賞賞金50,000円

三遊亭小遊三、三遊亭遊喜三遊亭小遊三、三遊亭遊喜

三遊亭遊里三遊亭遊里 ぴろき
（ウクレレ漫談）

ぴろき
（ウクレレ漫談）

平成29年12月1日（金）
プラザおおるりホール
開場 18：00　開演 18：30
全席指定　木戸銭
前売 3,500円（税込）　当日 4,000円（税込）

主　催　㈱まちづくり島田　三遊亭遊喜後援会
後　援　島田商工会議所
協　力　島田がアツい！プロジェクト実行委員会
　　　　FM島田 g-sky76.5

イープラス
プラザおおるり
夢づくり会館
地域交流センター歩歩路
川根文化センター

http://eplus.jp/
☎0547－36－7222
☎0547－46－0075
☎0547－33－1550
☎0547－53－3511

チケット販売プレイガイド

三
遊
亭
小
遊
三

三
遊
亭
遊
喜

島田市ふるさと大使

しまキラ☆
～しまだキラキラプロジェクト～～しまだキラキラプロジェクト～
12月23日（土・祝）
10：00～15：00
入場無料

会　場
主　催
後　援
問合せ
※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。

島田市地域交流センター歩歩路
しまキラ実行委員会
島田市・株式会社まちづくり島田
050-3573-1055（松下農園）

オレンジママの
バルーンプレゼント
先着13：00～
（予定数で終了）

島田市まちづくり支援事業

島田からキラッと光る発信を
女性起業家たちが

“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。

島田からキラッと光る発信を
女性起業家たちが

“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。

鼓笛隊演奏・キッ
ズダンスのステー
ジがあります。

第24回 古布・古道具・
骨董掘出市開催!!

平成30年1月6日（土）～8日（月・祝）
午前9時～午後4時
島田市地域交流センター歩歩路
多目的ホール（島田市本通3丁目6-1）
株式会社まちづくり島田・骨董市実行委員会

日時

会場

主催
※お車でお越しのお客様は、柳町駐車場
　またはぴ～ファイブ駐車場をご利用下さい。
　駐車割引がありますので、事務室へお申し
出ください。
問合せ：島田市地域交流センター歩歩路
 0547-33-1550

秋まつり2017
入館料割引!! 大　人 510円→400円

子ども 300円→200円11/24㊎

10時～16時

◆とろろ飯販売 毎年恒例のとろろ飯！
数量に限りがあるのでお早めに！

◆秋の和菓子販売 市内和菓子協力店による秋の和菓子

◆地場産品・
　農産物販売

おでん・餃子・焼き鳥など
おいしいものいっぱい!!

◆屋外発表会 駐車場の一部を利用してチアダンスや
和太鼓の発表会を行います。

11/25㊏

夢づくり会館ホール
全席自由

開場 13：30　開演 14：00

指揮
鈴木啓資（島田市出身）

指揮　鈴木啓資（島田市出身）
平成29年度島田市文化プログラム支援事業費補助事業

プラザおおるりホール
開場 14：30
開演 15：00

※未就学児の方のご入場はご遠慮ください。

ソリスト3人による豪華な三重協奏曲、本公演のために作曲された島田市周辺の民謡
を用いた新曲、べートーヴェンの交響曲5番「運命」など、盛りだくさんのコンサート。
出演：白石彩音（ヴァイオイン独奏）、三原香璃（チェロ独奏）、
 鈴木啓資（ピアノ独奏・指揮）、アルディフィルハーモニー管弦楽団

地元で活動するアーティスト「和太鼓いぶき」のコンサート
ダイナミックな鼓動と迫力の照明から魅せる、音と光のパフォーマンス！

前売　一般2,500円（当日3,000円）
　　　　　1,500円（当日2,000円）

平成30年 1月 20日 ㈯

プレイガイド

主催：アルディフィルハーモニー管弦楽団運営委員会
協力：㈱まちづくり島田・国立音楽院

アルディ
フィルハーモニー管弦楽団
次世代への前奏曲　~Inspire the CLASSIC～

☎0547-36-7222
☎0547-46-0075
☎0547-33-1550
☎0547-36-3000
☎054-273-3950

hardi.philharmonic@gmail.com

全席自由席

（プレトーク　14：45～）

中学生
以下（税込）

プラザおおるり
夢づくり会館
地域交流センター歩歩路
サウンドイシカワ
カワイ静岡ショップ
アルディ事務局

●主　催：静岡ビル保善㈱・伊太まちづくり運営協議会・
 ㈱まちづくり島田・リラクゼーションkoume
●問合せ：田代の郷温泉「伊太和里の湯」　
 0547-33-1148
 〒427-0034 静岡県島田市伊太1番地の22

当社の事業方針により、ぴ～ファイブ集会室の貸出を平成30年１月をもちまして終了
する事となりました。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
これまで賜りました皆様の長年にわたるご愛顧を心から感謝申し上げます。ありがと
うございました。

ぴ～ファイブ集会室
貸出終了のお知らせ

主催　㈱まちづくり島田

入場無料
（整理券の配布はありません）

チケット
好評発売中

和太鼓いぶき
コンサート

鼓動と光の競演 

 平成30年１月21日㈰

〔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29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

各施設の問い合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

（土・日は電話不通・集会室利用受付は平成30年1月まで）

（月曜休館）

※プラザおおるり・歩歩路以外の施設は月曜日が休館

プラザおおるり
受付のご案内

12月1日（金） に下記の新規受付を予定しています。
・平成30年12月分プラザおおるりホール
・平成30年6月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・平成30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。
問い合せ　プラザおおるり受付　☎0547-36-7222



12月催物のご案内
曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等

プラザおおるり
0547-36-7222
リバティーフルートアンサンブル（大石）
0547-37-5397

9：00

18：00

プラザおおるりホール・大会議室

静岡県立島田工業高等学校 吹奏楽部
第22回定期演奏会

島田マンドリンアンサンブル
第42回マンドリンコンサート ～ロシアをマンドリン音楽で～

人権講演会
「認知症の理解と地域包括ケア ～人権・権利擁護の視点から～」

リバティーフルートアンサンブル
30周年記念コンサート

レッド・ポイント・ブラザーズ
24ねんめ クリスマス・イブイブ・コンサート

島田ミッドナイト・ズー・リハーサル・オーケストラ
第11回リサイタル

各ご案内は平成29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。

P ぴ～ファイブ・柳町駐車場・六合駅南口駐車場
お得な“共通サービス券”発売中　100円券11枚セット1,000円
ぴ～ファイブ・柳町駐車場・六合駅南口駐車場
お得な“共通サービス券”発売中　100円券11枚セット1,000円
販売所　ぴ～ファイブ・プラザおおるり・夢づくり会館・歩歩路販売所　ぴ～ファイブ・プラザおおるり・夢づくり会館・歩歩路

静岡県立吉田特別支援学校
0548-23-987112月13日（水）～12月24日（日）吉田特別支援学校作品展

＜展示期間／時間＞ ＜主催／問い合せ＞＜催　物＞
夢づくり会館展示コーナーのご案内 夢づくり会館

静岡県中部健康福祉センター
054-644-9276
島田北幼稚園
0547-36-1272
島田マンドリンアンサンブル（鈴木）
0547-36-4584
島田中央幼稚園
0547-37-2733
バンドマスター 岩本昭彦
070-6645-7741

島田工業高等学校（大内）
0547-37-4194

杉浦
090-3259-7393

ホール　　大会議室ホ○

ホ○
ホ○
ホ○
ホ○
ホ○
ホ○
ホ○
ホ○
ホ○

大○
会場

20：30

15：30

15：00

12：00

15：30

15：20

16：00

20：30

20：30

（18：00）
18：30

（13：00）
13：30
（1２：50）
13：20
（8：30）
9：00

（13：00）
13：30

（13：30）
14：00

（16：00）
17：00

大人 400円
中学生以下 200円
※当日券各100円増

前売　3,500円
当日　4,000円

前売　300円
当日　400円

（             　　　　　　　　　　　　 　）（             　　　　　　　　　　　　 　）

♪対　象
♪場　所
♪申込み

小学生～一般のピアノ経験者
プラザおおるりホール
電話またはおおるり窓口で希望する時間枠をお申込みくだ
さい。なお、料金は事前にお支払いください。
（プラザおおるり：TEL 0547-36-7222）

ご注意
・18歳以下は保護者の同意
 （中学生以下は付き添い）が必要です。
・連弾を希望する場合は、人数分の料金を
　いただきます。
・他の楽器を持ち込むことはできません。
・レッスン料や入場料を伴う営利活動、
　発表会には利用できません。
・舞台、ホールでの飲食は禁止です。
・お申込み後のキャンセルは原則受付できません。

①9：00～   ②10：00～  ③11：00～
④13：00～  ⑤14：00～  ⑥15：00～
⑦16：00～  

利用料金
1枠（55分）1,500円

実施時間枠（先着順で枠が埋まり次第、締め切り）
─下記よりご希望の時間枠をお選びいただけます（1日あたり最大2枠まで）─

11月の
開放日

11/28（火）
12月の
開放日

12/14（木）・12/19（火）

反響板とコンサート照明の舞台で、世界的にも希少なピアノ
「ベーゼンドルファー・インペリアル・セナトール」を弾いてみませんか？

図書館ミニコンサート
ピアノとフルートのアンサンブルで
クリスマスの曲をお届けします

会　場：島田図書館（おび・りあ2階）
入場料：無料（申込不要）日時　平成29年12月２日㈯

 午前９時30分～午後３時
会場　島田市地域交流センター歩歩路
 （第４・５・6会議室）
主催　しまだ女性の会
協力　㈱まちづくり島田
問合せ：提坂芙沙子 0547-37-6505

フルート
藁科美南
（島田市出身）

ピアノ
田中亜希子
　（吉田町出身）

駐 車 場：大川町にある共用駐車場がご利用いただけます。
席　　数：50席。来場者多数の場合は立ち見となります。
主　　催：島田市教育委員会
問合せ先：島田図書館　0547-36-7226

12月10日（日）18時15分開場18時30分開演

三遊亭小遊三、三遊亭遊喜　親子会

 

島田北幼稚園　音楽会

島田中央幼稚園　音楽リズム発表会

生活安心課市民相談係
0547-36-7153 
 
島田市立金谷中学校
0547-45-3128

12月6日（水）～10日（日）
9：00～16：00  ※初日のみ13：00～16：00平成29年度　人権ポスター展

島田市小中学校図工・美術作品展
小学生の部　12月14日（木）～20日（水）
9:00～17:00 ※最終日15:00まで

中学生の部　12月21日（木）～26日（火）
9:00～17:00 ※最終日15:00まで

＜展示期間／時間＞ ＜主催／問い合せ＞＜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

1

３

６

９

１０

１６

１７

２３

２６

金

日

水

土

日

土

日

火

土
・
祝

500円

無料

無料

無料

1,000円

500円

夢づくり会館ホール
曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等

13:00

10:00

16:00

16:00

音と舞　チャリティーコンサート 
（障害を持った子どもたちの） 
 ヤマハ ジュニアオリジナルコンサート 2017　サウンドイシカワ大会
・1部　はじめてのメロディー 10:00～ 
・2部　はじめてのメロディープレコース 11:30～ 
・3部　本選 13:30～

金谷大井川川越し太鼓保存会
090-7602-9868(和田)

イシカワ音楽教室
0547-36-3000

10

17

日

日

無料

無料

地域交流センター歩歩路ホール
曜日 催　　　　物
ピアノ発表会   

   

クリスマスパーティー♪２０１７   

   

浅原ハーモニカ・オカリナ教室　発表会   

フルート・ピアノ・声楽によるコンサート   

しまキラ☆ ～しまだキラキラプロジェクト～   

ピアノ発表会   

   

   

16:00

20:00

16:20

16:00

15:00

16:00

無料

無料

1000円

無料

無料

（開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
３

９

10

16

23

24

日

土

日

土

日

大人 (一般)2,000円
 (会員)1,500円
中学生～22歳 (一般)1,200円
 (会員)1,000円
小学生 (一般)700円
  (会員)500円
幼児以下無料 

浅岡
090-2342-9207

島田市国際交流協会・
リッチモンド友好委員会
野口・林　
0547-36-7390

浅原
090-4197-7826
ミュジック/ラ・フランス♪
のホームページ参照
しまキラ実行委員会
050-3573-1055(松下農園）
  
  
北川徳子
0547-37-5133

（13:30）
14:00

(17:30) 
18:00 

14:00

13:00

10:00
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しまだ元気市次回開催は12月24日（日）

おび通り
ステージのある
南側で開催

主　　催：島田市商工課
企画運営：㈱まちづくり島田/NPO法人クロスメディアしまだ

　

<申し込みのご相談>
● 島田地域交流センター歩歩路（0547-33-1550）
● NPO法人クロスメディアしまだ（0547-35-0018）
● 右側のQRコードから FBページもチェック！ 

11.19 9:00-13:00sun 11.25 10:30-11:30sat

元気市と毎月 1回の様々な催しに加え、
「何かやりたい人のイベント広場」として広く貸し
出していきます。詳しくはお問い合わせください。

おび通りを”ざわざわ”させたい人

大募集 ! !
SCHEDULE

第188回 しまだ元気市「朝市」 きのいい羊たち
の体操のお兄さんがやってくる！
元気に楽しく体操を教えてくれる“きのいい羊たち”の先生と
いっしょに親子で楽しく運動をしよう！

お問い合わせ：NPO法人クロスメディアしまだ（0547-35-0018）

●餅つき大会（8：50～9：30）
●島田それそれ音頭（9：30～10：30）
●赤石太鼓演奏（10：30～10：50）
●島田工業高校新体操の演技
　（10：50～11：20）
●島田中央幼稚園 鼓笛隊「パワフルキッズ」（11：20～11：50）

※雨天中止
週末ざわざわパーク
幼児向け体操教室

※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。

■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：

申し込み・問い合わせ
TEL0547-46-0075（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
TEL0547-46-0075（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 
TEL0547-46-0075（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 
TEL0547-46-0075（8：30から21：00 尚月曜日は休館日です。）

11歳以上（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
　電話または直接来館してお申込みください。

11歳以上（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
　電話または直接来館してお申込みください。

テーマ
「しゃもじ立て」を作ろう
これから陶芸を始めたい方にお勧めの
少人数でアットホームな陶芸教室です。

テーマ
「パスタ皿」を作ろう

週末の夜　陶芸に向き合ってみませんか？
初心者の方にお勧めです。

12月の夢づくり

陶芸教室

開催日 内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

12月１日㈮
12月８日㈮
12月15日㈮

昼の部
9：00～▶

夜の部
19：00～▶

開催日
１月12日㈮
１月13日㈯
２月２日㈮
２月14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　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回目にご持参ください。）
●持ち物　エプロン、スリッパ
　　　　　（昼の部は第1回目のみお弁当を持参してください。）
●申し込み・問い合わせ　
　　　　　TEL0547-46-0075（8:30~21:00 まで尚月曜日は休館日です。）

場所：島田市おび通り（南側）
持ち物：水筒・タオル

参加費無料！
事前予約不要！

プラモ塾
12月2日㈯・3日㈰

とっておきのプラモデルをいつもよりかっこ良く作りたい。
モデラー仲間と楽しくテクニックを学びましょう!!

○ 時　間 ： ９：00～11：00
○ 受講料 ： 2,000円
○ 会　場 ： 夢づくり会館１Ｆ「創作の部屋」　
○ 定　員 ： 20名（定員になり次第締め切ります）

開催日：12月17日（日）

受講生
募集中

モダンな

正月飾り を作ろう

土
・
祝

●演奏アーティスト●

第16回
行ってみるか！なんずら市

－ 2 －－ 3 －


