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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（駐車場・音楽広場）

☎0547-33-1550地域交流センター歩歩路

☎0547-46-0075夢づくり会館

（火曜休館）

（月曜休館）
プラザおおるり
受付のご案内

6月1日（金）  に下記の新規受付を予定しています。
・平成31年  ６月分プラザおおるりホール
・平成30年12月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・平成30年  ７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

夢づくり歌謡祭夢づくり歌謡祭第5回第5回
チケット
好評
発売中みんなでつくる　みんなが主役の歌謡祭

協同開催：静岡県大衆音楽協会中部支部　株式会社まちづくり島田

開場９：00 開演９：20
平成30年5月27日㈰日時

夢づくり会館

島田市金谷生きがいセンター
夢づくり会館 0547-46-0075

場所

問合せ

島田市金谷生きがいセンター

500円チケット 全席自由前売券
（当日券1,000円）

夢づくり会館（月曜休み） ☎0547-46-0075
プラザおおるり ☎0547-36-7222
地域交流センター歩歩路 ☎0547-33-1550
川根文化センターチャリム21 ☎0547-53-3511
ぴ～ファイブ しまだ音楽広場 ☎0547-34-2233

プレイガイド

夢づくり歌謡祭実行委員会
　　    （秋田）090-3937-6649

問合せ：地域交流センター歩歩路　0547-33-1550

歩歩路寄席第七回

～三遊亭遊喜独演会～三遊亭遊七、大塚晴也（津軽三味線）

５月26日（土）地域交流センター歩歩路多目的ホール
開場 17：30　開演 18：00
木戸銭　前売 2,500円（税込）　当日 3,000円（税込）
主催　㈱まちづくり島田　三遊亭遊喜後援会
後援　島田市教育委員会
協力　島田がアツい！プロジェクト実行委員会・FM島田g-sky 76.5

ぽ ぽ ろ よ せ

地域交流センター歩歩路
プラザおおるり
金谷生きがいセンター夢づくり会館（月曜休み）

☎0547－33－1550
☎0547－36－7222

☎0547－46－0075

チケット販売プレイガイド

チケット
好評発売中

5月5日（土）
しまだ音楽広場にて、こ
どもの日イベント「全遊
具コーナー無料・お楽し
み抽選会・お菓子のプレ
ゼント」を行いました。

プラザおおるり開館35周年記念

NHK-Eテレ「俳句王国がゆく」公開収録 観覧者募集

6月30日（土）
開場13：00　開演13：30
終演予定15：30
プラザおおるりホール

観覧申込

※ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連
絡のほか、NHKでは受信料のお願いに使用させて
いただくことがあります。

主　催　NHK静岡放送局・島田市
問合せ　プラザおおるり　電話0547-36-7222（8：30～17：00）
NHK静岡放送局ホームページ　http://www.nhk.or.jp/shizuoka

「郵便往復はがき（私製を除く）」に
必要事項を記入してお申し込みください。
宛て先　〒422-8787 静岡市駿河区八幡1丁目6－1
　　　　NHK静岡放送局「俳句王国がゆく」係
締め切り　6月6日（水）＜必着＞

入場無料

ボディーコンディショニング教室

受付開始
６月１日から
受付開始
６月１日から
受付開始
６月１日から
受付開始
６月１日から

6日・20日
17日
7日・21日

生徒募集

7月
8月
9月

スペシャルゲス
ト1時間公演1時間公演

●講師：熊沢　正子
（日本コンディショニング協会認定トレーナー）
●定　員：２５名
●受講料：３,０００円
●時　間：１９：３０～２１：００
●持ち物：タオル、バスタオル、飲み物
●服　装：動きやすい服装（ジャージ等）
　　　　　※GパンはNG
●対　象：成人男女
●会　場：五和会館　和室
●日　程：下記日付で、いずれも 金曜日です

●講師：熊沢　正子
（日本コンディショニング協会認定トレーナー）
●定　員：２５名
●受講料：３,０００円
●時　間：１９：３０～２１：００
●持ち物：タオル、バスタオル、飲み物
●服　装：動きやすい服装（ジャージ等）
　　　　　※GパンはNG
●対　象：成人男女
●会　場：五和会館　和室
●日　程：下記日付で、いずれも 金曜日です

■ゲスト ■司会■主宰

美保純夏井いつき 石田衣良 U字工事

※応募多数の場合は、抽選のうえ、当選の方には入場整理券
（1枚で2人入場可）を、落選の方には落選通知を6月15日
（金）頃発送予定です。
※満1歳以上のお子様から入場整理券が必要です。
※記入に不備のあった場合は無効となります。
※インターネット売買サイト等での入場整理券の売買は固く
お断りします。転売を目的としたお申込みであると判明した
場合は抽選対象外とします。また、売買が確認された場合は
入場をお断りします。

出演：一般俳人のみなさん

テーマ
「タンブラー」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
「タンブラー」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。

7月の夢づくり

陶芸教室
7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

７月６日㈮

７月27日㈮

８月３日㈮

昼の部
9：00～▶

夜の部
19：00～▶

開催日
７月25日㈬
７月26日㈭
８月15日㈬
８月22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。）
●申込み・問合せ　夢づくり会館　
　　　　　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：

負担をかけない動きで筋肉を整え
骨格のゆがみが整い 体調も改善でき
動きやすく疲れにくい身体づくりを目指しましょう！！

負担をかけない動きで筋肉を整え
骨格のゆがみが整い 体調も改善でき
動きやすく疲れにくい身体づくりを目指しましょう！！

申込み・問合せ　夢づくり会館
TEL0547-46-0075

（8：30から21：00 尚月曜日は休館日です。）

申込み・問合せ　夢づくり会館
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 6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!!



－ 3 － － 2 －

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

大募集!!

各ご案内は平成30年5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。

12：00

16:00

16：00

16：00

15：30

無料

無料

無料

全席自由
一般2,000円

小学生以下1,500円

３００円
（当日券あり）

無料
（要事前申し込み）
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プレジール(久米)
090-9173-7008

年金者組合・島田支部（伊藤）
0547-34-3301

島田市音楽協会
0547-34-2172

島田高校（高橋）
0547-37-2188

サウンドイシカワ
0547-36-3000

NHK静岡放送局・島田市
0547-36-7222
プラザおおるり（8：30～17：00）

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演会場 主催／問合せ入 場 料 等

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問合せ入 場 料 等

県・高齢者大会

プレジールコンサート

第５７回　島田市民音楽祭

中部高校演劇　６月公演　発表

ＮＨＫ-Eテレ「俳句王国がゆく」公開収録

ヤマハ　エレクトーンフェスティバル2018
サウンド　イシカワ店別大会

17 日 松本　學
0537-38-1966みんなの歌謡祭

プラザおおるりホール・大会議室

9：00 17：00 無料

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問合せ入 場 料 等

12

16

26

火

土

火

体文協
054-251-2326

藤本
080-3304-1895

1回3,000円
（会員随時受付）

一般2,000円
学生1,500円
※当日券各500円増

1回3,000円
（会員随時受付）

体文協
054-251-2326

ヴァイオリン・ソプラノ・ピアノによるコンサート

社会人大学島田昼教室
“星を楽しむ”　星の学芸員　木村直人氏

社会人大学島田昼教室
“穴太衆石積の技術” 穴太衆15代目石工頭　粟田純徳氏

13:30

13:30

（14:00) 
14:30

15:15

16:20

15:15

夢づくり会館ホール

地域交流センター歩歩路ホール

プラザおおるり展示ホールのご案内 プラザおおるり
＜主催／問合せ＞

島田高校100周年記念事業委員会
鶴木　090-2187-3532

5月29日（火）～6月3日（日）
10：00～17：00　最終日は16：00まで

＜展示期間／時間＞＜催　物＞

島田高校創立100周年記念
「卒業生と在校生による文化展」

6月催物のご案内

○

○

○

○

○

○

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

(13：30)
14:00

(9：00)
9:30

（12：30）
13：00

詳細はお問合せください。
（平日8：30～17：00）

（13：00）
13：30

（13：00）
13：30

しまだ元気市次回開催は
6月23日（土）17：00～（夜市）

おび通りからくり時計
北側で開催

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！ 

5.27 9:00-13:00sunおび通りを“ざわざわ”させたい人

SCHEDULE

第194回 しまだ元気市「朝市」
街角ライブ
●こさわもも　オカリナ演奏 （9：00～）
●Φ田π子　ボウド・プサルテリ演奏 （10：00～）
●サウンド・イシカワ　ピアニカ演奏 （10：50～）
●金谷高校書道部　パフォーマンス （11：40～）
●新茶サービス （9：30～）

街角ライブ
●こさわもも　オカリナ演奏 （9：00～）
●Φ田π子　ボウド・プサルテリ演奏 （10：00～）
●サウンド・イシカワ　ピアニカ演奏 （10：50～）
●金谷高校書道部　パフォーマンス （11：40～）
●新茶サービス （9：30～）

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。

※雨天中止

開催日時

会 場

平成30年9月30日（日）
開場9：00　開演9：30
地域交流センター歩歩路（２F）
多目的ホール

参 加 料

申 込 締 切

申 込 先

協 催
協 力

4,000円 ２コーラス（お弁当・お茶付）
※フルコーラス、デュエット、踊り付は5,000円
平成30年7月29日（日）
申込書にご記入の上、参加料を添えて
お申し込みください。
「歩歩路歌謡祭」実行委員会　秋田
〒427-0047 島田市中溝町1520-1
TEL 090-3937-6649
静岡県大衆音楽協会中部支部・㈱まちづくり島田
しまだ女性の会

自慢の歌声をホールいっぱいに響かせましょう！
多くの皆様のご参加をお待ちしております。

市民ふれあい事業

2018 歩歩路歌謡祭参加者募集

（             　　　　　　　　　　　　 　）（             　　　　　　　　　　　　 　）

♪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）─

6月の開放日 6/13（水）

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？

ぴ～ファイブしまだ音楽広場ぴ～ファイブしまだ音楽広場
◆6月屋内公園ご利用頂けない日…毎週火曜休館日：5・12・19・26

ふわふわコーナーに　ボールプール登場！

ふわふわコーナー（1歳以上）こども1人／100円
9：00～17：00
ふわふわコーナー手前遊具　無料
9：00～21：00

プラザおおるり ☎0547-36-7222
夢づくり会館 ☎0547-46-0075
川根文化センター ☎0547-53-3511 他

プレイガイド

平成30年度芸術文化普及事業

春風亭昇太の

トークショー
城の魅力まるわかり

入場券発売
5月26日㈯

プラザおおるりホール
春風亭昇太（落語家）他
全席自由（税込）
前売1,000円  当日1,500円
※未就学児ひざ上鑑賞無料

島田市教育委員会
㈱まちづくり島田

平成30年7月31日㈫ 開場18：30
開演19：00

会　場
出　演
入場料

主　催
主　管

プラザおおるり　☎0547-36-7222問合せ

あそび
にきて

ね☆

島田夏まつり実行委員会事務局（商工会議所内）
TEL 0547-37-7155　　Fax 0547-37-5250
HP shimadasyoutengai.com
商工課 TEL 0547-36-7164

8月4日(土)・5日（日）
島田市本通り商店街

日時
会場

6月7日（木）までに、応募用紙を島田
夏まつり実行委員会事務局へ
※応募用紙は商連ホームページからダウンロード、
　または商工会議所、歩歩路にあります。

申し込み

イベント、パレード、
島田楽市（本通七丁目付近）
への参加者

募集内容

島田夏まつり
参加者募集

平成30年

吉例

問
い
合
せ

島田市商店街 で検索


