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※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期が異なりますので各店にお問い合わせください。

月 刊謹賀新年
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1月

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。

夢づくり会館（月曜休み）………………… ℡0547-46-0075
サウンドイシカワ ………………………… ℡0547-36-3000
大鉄観光サービス（日曜休み）…………… ℡0547-46-3131
チケットぴあ［Pコード：483-569］……… ℡0570-02-9999
セブンイレブン、ファミリーマート、ぴあ店舗［WEB］http://t.pia.jp/

今最も注目されている若手落語家、春風亭一之輔。あらゆる賞を総なめにし、21人
を抜いて真打昇進という快挙を遂げた逸材であり、その実力は、人間国宝である柳
家小三治が「久々の本物」だと絶賛したほどです。古典のスタイルを守りながらも現
代的なセンスで演出された独自の落語は幅広い層から支持され、今や最もチケット
の取りにくい落語家の一人として人気を博しています。どうぞご期待ください！

〔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30年1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

2月1日（木）  に下記の新規受付を予定しています。
・平成31年2月分プラザおおるりホール
・平成30年8月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・平成30年3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。
問合せ　プラザおおるり受付　☎0547-36-7222

平成30年

1月20日㈯
発売開始

ぴ〜ファイブ しまだ音楽広場ぴ〜ファイブ しまだ音楽広場ぴ〜ファイブ しまだ音楽広場

3月下旬
オープン!!

お問合せ　㈱まちづくり島田　ぴ～ファイブ　☎0547-34-2233

音楽
スタジオ

駄菓子
コーナー

カフェ
スペース

スタジオA　定員4名

スタジオB　定員6名

スタジオC　定員20名

貸し
会議室

定員18名

音楽コンサート・
パーティ・会合な
ど幅広くご利用で
きます

遊具
コーナー

ドクターイエロー
のふわふわ登場！
※遊具コーナーは有料

新装オープン
3月下旬予定

全席指定 3,500円（税込）

平成30年3月27日㈫
プラザおおるりホール

開場 18時00分　 開演 18時30分

問合せ：プラザおおるり 0547-36-7222

開催決定!

春風亭一之輔 独演会
いま最も勢いのある落語家第39回

しまだ寄席

ぴ～ファイブコインランドリー新装開店のお知らせ

テーマ
「小鉢」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
「サラダボール」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。

２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

２月２日㈮
２月16日㈮
２月23日㈮

昼の部
9：00～▶

夜の部
19：00～▶

開催日
２月16日㈮
２月17日㈯
３月２日㈮
３月８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・問合せ　
　　　　　TEL0547-46-0075（8:30~21:00 まで尚月曜日は休館日です。）

※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・問合せ
TEL0547-46-0075（8：30から21：00 尚月曜日は休館日です。）
申し込み・問合せ
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。

プラモ塾
2月３日㈯・４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!!

第19回 夢づくり展 金谷宿大学受講生合同作品展

平成30年2月9日（金）～12日（月）
1 チャリティ陶芸市
陶芸教室生徒さんの力作です。掘り出しものがあるかも!?

10(土)～12(月)

2 陶芸絵付け体験
お皿やコップに絵を描こう

12(月)午前10:00～　午後1:30～

3 ミキシングビルド体験
プラモパーツでオリジナルメカを作ろう!

11(日) 午前10:00～  午後1:30～

4 第2回 夢プラ展示会　
プラモ塾、塾生作品が勢揃い

10(土)～12(月)

夢づくり会館はものづくりの発信基地‼

■主催：島田市文化協会　
■共催：株式会社まちづくり島田 島田市教育委員会

島田市文化協会　夢づくり展サポート事務局 0547-45-5753

日　時

株式会社 まちづくり島田

新年あけまして
おめでとうございます

ぴ～ファイブ集会室は貸出を終了し、
3月下旬よりコインランドリーとして
新装オープンを予定しております。
ご利用を心より、お待ちしております。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。

お客様各位
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♪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～  ⑧17：00～  ⑨18：00～  
⑩19：00～  ⑪20：00～

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）─

1月の開放日
1/24（水）

2月の開放日
2/23（金）

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？

しまだ元気市次回開催は
2月25日（日）

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

おび通り
からくり時計
北側で開催

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

　

● 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！ 

1.28 9:00-13:00sunおび通りを”ざわざわ”させたい人

大募集 ! !

SCHEDULE

第190回 しまだ元気市「朝市」
●島田高校書道部書道パフォーマンス
　（9：00～）
●獅子舞（10：00～）
●山内達也ライブ（11：00～）

※雨天中止

申し込みのご相談

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。

教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料

10回20人 3,000円

～子どもの教室～
☆キャンディーポップ

☆キ ッ ズ ポ ッ プ

…

…

☆リ ズ ム 体 操

☆シ ニ ア 体 操

…

…

教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料

10回
27人

3,000円

８回 2,400円

～大人の教室～
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。
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。

キャンディーポップ　うさぎチーム

キャンディーポップ　きりんチーム

キッズポップ年少～小学3年生

キッズポップ小学4～6年生

火曜日

金曜日

木曜日

木曜日

9:30～10:30

10:45～11:45

18:00～19:00

19:00～20:00

リズム体操　女性対象

リズム体操　女性対象

リズム体操　女性対象

シニア体操　男性対象

月曜日

水曜日

木曜日

火曜日

14:30～15:30

10:35～11:35

13:20～14:20

10:35～11:35

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。
幼稚園の年少～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。

電話又は直接来館してお申込み下さい。　問合せ 0547-36-7222 プラザおおるり

新年から一緒に体操を始めませんか？
おおるり体操1月～3月 体操教室追加募集のご案内

プラザおおるり体操教室プラザおおるり体操教室

〈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（8：30～21：30　月曜日は休館）

平成30年度夢づくり会館展示コーナー（上半期分）出展者募集 申込開始日
申 込 方 法

展示のきまり

2月1日（木）8：30～
夢づくり会館窓口で申込書に記入してください。
※お電話での申込はできません。
個展の場合は、市内在住であること。
団体の場合は、市内の方が過半数以上であること。
営業等を目的としないこと。
作品が概ね15点以上であること。
搬入は展示開始日の午前中、撤去は15：00以降です。

1
2
3
4
5
6
7

4月　3日
4月17日
5月　2日
5月15日
5月29日
6月12日
6月26日

火
火
水
火
火
火
火

4月15日
4月30日
5月13日
5月27日
6月10日
6月24日
7月　8日

日
月
日
日
日
日
日

8
9
10
11
12
13

7月10日
7月24日
8月　7日
8月21日
9月4日
9月19日

火
火
火
火
火
水

7月22日
8月　5日
8月19日
9月　2日
9月17日
9月30日

日
日
日
日
月
日

展示開始日（搬入日）曜日 展示終了日（撤去日）曜日 展示開始日（搬入日）曜日 展示終了日（撤去日）曜日
展示期間

島田市金谷生きがいセンター  夢づくり会館

＜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

島田市社会福祉大会　福祉活動の展示

島田市立島田図書館　図書資料の無料配布

第22回 島田市書道連盟 親しめる書展  

金谷高校 美術部作品展

2月3日（土）12：00～16：00

2月10日（土）9：30～16：30

2月16日（金）～18日（日）9：00～17：00（最終日1６：00まで）

2月23日（金）～25日（日）9：00～17：00（最終日15：00まで）

島田市社会福祉協議会
0547-35-6247
島田図書館

0547-36-2748
島田市書道連盟
0547-36-2748
金谷高校（石川）
0547-45-4155

島田市危機管理課
0547-36-7320

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合わせ入場料

島田市社会福祉協議会
0547-35-6247

島田市民劇場 2月例会
前進座「薄桜記」公演

（18：30）
19：00

（18：00）
18：30
13:00

13:00

（13：00）
13：30

（13：15）
14：00

21：00

15：45

16：00

16：00

20：30

17：00

会員
随時入会受付中

無料

無料

無料

無料

2
3
4

11

16
25

金
土
日

金
日

日・祝

木村
080-6950-6947

花澤　0547-36-0319

島田フィルハーモニー管弦楽団
090-9942-2195

前売　800円
当日　1,000円
高校生以下 無料

島田市民劇場（月～金12時～17時）
0547-37-7005

平成29年度 島田市社会福祉大会

第3回 島フィルコンサート

防災講演会

第29回 広域ふれあい合唱祭

第10回 ピアノ・フルート発表会

プラザおおるりホール
2月 催物のご案内

◎会場には駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。

曜日 催　　　　物 開始 終了 主催／問い合わせ入場料等
島田税務署
☎0547-37-31219:00 土・日　休

2/16
〜

3/15
金
〜
木
平成29年分　確定申告会場

地域交流センター歩歩路ホール

（最終受付16：00）
17：00

曜日 催　　　　物 開演 終演 主催／問い合わせ入場料等
劇団『昇心ハートブレイク』
TEL：090-5003-7388(代表・大石)
WEB：http://hatobure.com/

主催：島田市文化協会
共催：株式会社まちづくり島田
共催：島田市教育委員会
0547-45-5753(森澤)
島田市いきいきクラブ連合会金谷支部
0547-46-3563（島田市役所金谷南支所）　

14:00

9:00

9:45

10:00

無料

無料

無料

前売り 一般1,500円
 高校生以下1,000円
当　日 一般1,800円
 高校生以下1,200円

4 日

15 木

25 日

15:45

17:00

16:00

17:30

9
〜
12

金
〜
月

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

第19回　夢づくり展
金谷宿大学受講生合同作品展

第32回　金谷絵画クラブ展

２月9日（金）～2月12日（月）

2月14日（水）～２月25日（日）

８：30～21：30
（初日9：00から最終日15：00まで）

８：30～21：30
（初日13：00から最終日15：00まで）

　　　　主催：島田市文化協会
共催：株式会社まちづくり島田
共催：島田市教育委員会
0547-45-5753(森澤)

金谷絵画クラブ
0547-45-2628(加藤)

夢づくり会館ホール

劇団『昇心ハートブレイク』第5回公演 
「夢幻街の観測者」 
 
 
 
 
第19回　夢づくり展 
金谷宿大学受講生合同作品展
最終日12日(月・祝)は15：00まで 
島田市いきいきクラブ連合会金谷支部
第12回「みんなの集い」

夢づくりＬＩＶＥ実行委員会
080-4223-9603（奥村）

島田市を音楽で元気に！ 
島田市内のアマチュアバンドの合同LIVE 
第7回 夢づくりLIVE 
 

申込み

ゴスペルワークショップ
参加者随時募集中!!
大人から子どもまで、
誰でも参加OK

ゴスペルは
、かっこいい

！

練習日：

参加料：

講　師：
申し込み：

月2回、第1金曜日（講師指導）、第3金曜日（自主練習）
午後7時～9時　＊講師等の都合により、変更になる場合があります。
大　　　人　月額 2,500円（毎月第1金曜日に集金します）
高校生以下　1回につき 500円（その都度集金します）
KIYOMI（ゴスペルシンガー・東京都在住）
プラザおおるりに電話または直接来館して、お申し込みください。
☎0547-36-7222

ゴスペルは
、楽しい！
ゴスペルは

、気持ちいい
！


