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教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料

20人
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

☆か る ～ い 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27人 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。
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。
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 くまチーム
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
火曜日
金曜日
木曜日
木曜日

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

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
かる～い体操　女性対象
シニア体操　男性対象

月曜日
月曜日
水曜日
水曜日
木曜日
木曜日
金曜日
火曜日

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

詳しい内容についてはお気軽にお問い合せください。

問合せ　0547-36-7222 プラザおおるり

9月20日（木）8:30～新規参加者の募集開始

プラザおおるり体操教室プラザおおるり体操教室

おおるり体操10月～12月 体操教室の募集のご案内

7月31日㈫
プラザおおるりホールにて
春風亭昇太の城の魅力ま
るわかりトークショーを開
催しました。

夢づくり寄席 柳家さん喬・柳家権太楼 二人会

島田市金谷生きがいセンター
夢づくり会館　2階ホール
島田市金谷生きがいセンター
夢づくり会館　2階ホール

チケット
好評発売中

会 場

前売券 3,000円　当日券 3,500円前売券 3,000円　当日券 3,500円入場料入場料
柳家さん喬
柳家権太楼
三増紋之助（江戸曲独楽）
柳家喬志郎（静岡県出身）
金原亭乃ゝ香（前座）

柳家さん喬
柳家権太楼
三増紋之助（江戸曲独楽）
柳家喬志郎（静岡県出身）
金原亭乃ゝ香（前座）

出 演出 演

開場 13時30分　開演 14時00分
開催日 平成30年11月17日（土）

島田市金谷生きがいセンター
夢づくり会館　0547－46－0075お問合せ

■島田市金谷生きがいセンター　夢づくり会館 0547－46－0075
■島田市民総合施設　おおるり 0547－36－7222
■地域交流センター　歩歩路 0547－33－1550
■しまだ音楽広場　ぴ～ファイブ 0547－34－2233
■川根文化センター　チャリム２１ 0547－53－3511

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

春風亭昇太トークショー

24H営業

しまだ音楽広場

●ふわふわコーナー（1歳以上）
　9:00～17:00子ども1人100円
●ふわふわコーナー手前遊具無料
　9:00～21:00
（※屋内公園貸切利用の場合はご利用できません。）

屋内公園 定員130名

定員18名

スタジオのご予約は2ヵ月前から、会議室・屋内公園貸切のご予約は6ヵ月前からとなります。（料金等詳細はHP又はお電話にてお問い合わせ下さい。）

コインらんどり～

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

9月1日（土）  に下記の新規受付を予定しています。
・平成31年  9月分プラザおおるりホール
・平成31年  3月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・平成30年10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

本格派見参！「静のさん喬」「動の権太楼」による爆笑人情噺

協 催
協 力
問合せ

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
歩歩路歌謡祭実行委員会　090-3937-6649

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

市民ふれあい事業

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

※回数に変更がある場合があります。

開催日時
会　　場2018 歩歩路歌謡祭

秋から一緒に体操を始めませんか？

屋内公園　9:00～21:00（一部17:00）
スタジオ　9:00～24:00 火曜定休

定員4名

スタジオA

定員6名

スタジオB

定員20名

スタジオC

人数や目的に応じた音楽スタジオと、天候にかかわら
ず子どもと一緒に家族でゆったりと過ごすことができ
る屋内公園です。

★便利でお得なプリペイドカード2,200円分を2,000円で購入！！
★ポイントがたまる電子マネー
　「WAON」「nanaco」「QUICPay」「楽天Edy」対応!!
★洗濯終了コールでご指定の携帯電話にお知らせ！その場にいなくてOK！

暑い夏こそ

立体駐車場（
2F

～5F）は、入
庫後30

分まで無料
です。精算

機

にて領収書
を発行頂き

音

楽広場受付
に駐車券と

あ

わせてご提
示頂くと1時

間分の無料
駐車券を

差し上げま
す。

洗濯!!
しっかり

乾燥!!
しっかり

たっぷり遊んで、たまった洗濯物はまとめてコインランドリーへ☆

乾燥だけでもとっても便利でオススメ

ぴ～ファイブのコインランドリーは

ぴ～ファイブ

㈱まちづくり島田 ぴ～ファイブ　☎0547-34-2233（9:00～17:00 火曜定休）問 合 せ

貸切利用：
簡易ステージを使い、セミナーや
宴会、展示会、ワークショップな
ど多目的に利用できます。

2F会議室

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：
申込み：

月2回金曜日（講師指導1回・自主練習1回）
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（毎月初回練習日に集金します）
高校生以下　1回につき 500円（その都度集金します）
※教材費（CD代）は別途かかります。
※合わせてグループ活動費がかかります。（大人のみ月額500円）
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！

♪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）─

9月の開放日 9/26（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？

サマーキャンペーン
【～8/31㈮まで】

ランドリープリペイドカード

しまだ音楽広場受付にて販売

3,000円！！
4,400円分が 1,400円お得

ぴ～ファイブしまだ音楽広場ぴ～ファイブしまだ音楽広場 ◆9月屋内公園ご利用頂けない日…4・11・18・21（17：00～）・22・25・28（17：00～）・29・30（毎週火曜休館日）



－ 3 － － 2 －

各ご案内は平成30年8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。

9月催物のご案内

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

8.25 17:00-20:30（土） ※雨天中止

夢づくり陶芸教室番外編夢づくり陶芸教室番外編 ●会　場　夢づくり会館　創作の部屋
●参加費　１名　2,000 円（材料費込）
●準　備　汚れてもよい服装
●対　象　全年齢 ※小学生以下の参加者には必ず保護者同伴が必要
●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）

ランプシェードを作ろう

夢づくり ファミリーコンサート

開催日：平成30年9月16日（日）
会　場：島田市金谷生きがいセンター 夢づくり会館 2階ホール
時　間：開場 13時30分　開演 14時00分
出　演：島田交響吹奏楽団
入場料：大人　前売券 300円　当日券 500円
　　　　高校生以下　無料（0才から高校生まで）

音楽で遊ぼう!
0才からお年寄りまで
家族みんなで楽しめる
吹奏楽コンサート

チケット
発売中曲　名

島田市金谷生きがいセンター  夢づくり会館　0547－46－0075お問合せ

■島田市金谷生きがいセンター　夢づくり会館 0547－46－0075
■島田市民総合施設　おおるり 0547－36－7222
■地域交流センター　歩歩路 0547－33－1550
■しまだ音楽広場　ぴ～ファイブ 0547－34－2233
■川根文化センター　チャリム２１ 0547－53－3511

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

夢づくり Jazzセッション２０１８

開催日：平成30年10月8日（月）
会　場：島田市金谷生きがいセンター 夢づくり会館　2階ホール
時　間：開場 13時30分　開演 14時00分
出　演：島田ミッドナイトズーリハーサルオーケストラ ・岩Ｑ
入場料：前売券 500円　当日券 800円

チケット発売中

島田市金谷生きがいセンター
夢づくり会館　0547－46－0075お問合せ

■島田市金谷生きがいセンター　夢づくり会館 0547－46－0075
■島田市民総合施設　おおるり 0547－36－7222
■地域交流センター　歩歩路 0547－33－1550
■しまだ音楽広場　ぴ～ファイブ 0547－34－2233
■川根文化センター　チャリム２１ 0547－53－3511

プレイガイド

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

秋の夜
陶芸に向き合ってみませんか？
初心者の方にお勧めです。

9月の夢づくり陶芸教室9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

９月７日㈮
９月28日㈮
10月５日㈮

昼の部
9：00～▶

夜の部
19：00～▶

開催日
９月19日㈬
９月20日㈭
10月10日㈬
10月17日㈬

内容

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：

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。

●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
　　　　　10月5、19日　11月16日　12月7、21日
●受付開始：9月１日（土）から（休館：月曜　祝日振替翌日）

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！！

プラモ塾
9月1日㈯・2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!!

♪　ディズニー・ファンテリュージョン
♪　風になりたい
♪　エビカニクス
♪　夢を叶えてドラえもん
♪　となりのトトロ　　他

ジジババ歌の祭典　歌うあなたが主役です!
〈ゲスト：上野あや子〉

島田市民劇場9月例会
テアトル・エコー「おかしな二人」

KENKEN DANCE FACTORY 発表会
けんけんのYeah!!!!!!!!!! Vol.20「Dance à la carte」

●作　陶　　１０月２１日（日）　９：００～１2：００
〇薬掛け　　１１月１1日（日）　９：００～１１：００
◇作品引渡　１１月１７日（土）より

17：00

未定

21：00

15：00

─

─

─

9：30開会

無料

無料

無料

無料

無料

会員
随時入会受付中

無料
入場整理券有り

2
9
16
22
23
24
30

日
日
日
土
日
月
日

島田年金協会島田支部
（佐藤博海）090-5620-6679
（事務局） 0547-37-6236

島田市民劇場（月～金12時～17時）
0547-37-7005

KENKEN DANCE FACTORY STUDIO
0547-35-5770

島田市いきいきクラブ連合会
0547-37-7550
サウンドイシカワ
0547-36-3000
サウンドイシカワ
0547-36-3000
サウンドイシカワ
0547-36-3000

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

島田市いきいきクラブ大会

イシカワ音楽教室　発表会

イシカワ音楽教室　発表会

イシカワ音楽教室　発表会

一般1,500円
大学生1,000円
高校生以下 500円

（当日券は500円UP）

300円
（当日　500円）

1
2
9
16
23
30

土
日
日
日
日
日

主催　劇団Z・A
080-2661-6653（制作部）

二十日会（石田）
090-8738-2529

横山勝巳
090-9920-3699
真子倶楽部（仲宗根）
090-4114-3828

主催：株式会社　まちづくり島田
問合せ　夢づくり会館　0546-46-0075

ふれあい歌謡祭  

夢づくり　ファミリーコンサート

昭和を唄う想いで歌謡祭 

グッドソング フェスタ2018

Z・A 視覚的絵巻
Violet Fizz
ーヴァイオレット フィズー

プラザおおるりホール・大会議室

19：00

14：00

9：00

14：00

10：00

9：00

20：30

15：30

18：00

15：30

16：30

18：00

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問合せ入 場 料 等

無料

無料

無料

2,000円

無料

4
8
9
13
23
30

火
土
日
木
日
日

体文協
054-251-2326
島田市地域医療を支援する会
36-1549（事務局　佐野）

1回3,000円
（会員随時受付）

川合
0547-37-6517
島田市産業支援センター
0547-54-5760
北川徳子
0547-37-5133
歩歩路歌謡祭実行委員会
090-3937-6649

島田岳心会　吟詠発表会

シダ　ビジネス　チャレンジ

Classic Concert 2018

2018　歩歩路歌謡祭   

社会人大学島田昼教室
“陶工　河井寛次郎の世界”　河井寛次郎記念館学芸員　鷺　珠江氏
島田市地域医療を支援する会設立10周年記念
「地域医療と介護の連携を考える」講演会

13：30

13：30

10：00

19：00
（13：30）
14：00
（9：00）
9：30

15：15

15：30

15：00

20：30

16：00

17：00

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＞

島田市異業種交流会
（事務局 島田商工会議所）0547-37-7155
島田市建築業組合
0547-35-4188

9月14日（金）～9月２１日（金）
9：00～17：00（最終日21日は16時まで）

9月2３日（日）9：00～14：30

＜展示期間／時間＞＜催　物＞

第32回　島田市小中学生アイディア工作展

島田市建築業組合　削ろう会

夢づくり会館展示コーナーのご案内 夢づくり会館
＜主催／問合せ＞

主催：株式会社まちづくり島田
展示品協力　一言和子9月5日（水）9：00～9月30日（日）15：00

＜展示期間／時間＞＜催　物＞
あの日　あのとき　想い出の昭和展
(当時の俳優ブロマイド・雑誌他 多数展示)

○
○
○
○
○
○
○

ホ
ホ
ホ
ホ
ホ
ホ
ホ

（8：30）
9：00

昼の部（13：00）13：30
夜の部（16：00）16：30

（9：30）10：00
（12：30）13：00
（9：30）10：00
（13：30）14：00
（9：30）10：00
（13：00）13：30

18：00
（18：30）

無料

無料

無料

大募集!!

しまだ元気市次回開催は
9月16日（日）9：00～

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！ 

おび通りを“ざわざわ”させたい人

SCHEDULE

第197回 しまだ元気市「夕涼み市」
●ポップス尺八 演奏：繩巻修二氏
●手作り灯籠展示
●知育ゲーム「マンカラ」体験

●ポップス尺八 演奏：繩巻修二氏
●手作り灯籠展示
●知育ゲーム「マンカラ」体験

18:00～20:30
18:30～20:30
18:00～20:30
18:30～20:30

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。

ボディーコンディショニング教室
●講　師：朝比奈　伸子
●定　員：30名　　●受講料：2,000円
●時　間：13：00～14：30　　●会場：健康づくりの部屋
●服　装：運動のできる服装、上靴、タオル、飲み物
●対　象：中高年齢　　　　　　
●日　程：下記日付で、全５回　いずれも 水曜日です
　　　　　10月10、24、31日　11月7、21日
●受　付：9月1日（土）より電話にて受付
　　　　　（休館：月曜　祝日振替翌日）

ゲームやミニトランポリンを行い、膝や腰に負担を
掛けずに強くし、脳と身体の若返りをはかります♪
ゲームやミニトランポリンを行い、膝や腰に負担を
掛けずに強くし、脳と身体の若返りをはかります♪

健康若返り体操教室 生徒募集
生徒募集

申込み：夢づくり会館　☎0547-46-0075（8:30～21:00　月曜定休）


