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ぴ～ファイブ ぴ～ファイブ 

しまだ音楽広場しまだ音楽広場

●2・9・16・23・30（火曜休館日）
●5・12・20（全日貸切）
●6・13・21（※13：00より利用可能）

夢づくり寄席 柳家さん喬・柳家権太楼 二人会夢づくり寄席 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

会 場

全席自由　前売券 3,000円　当日券 3,500円全席自由　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
■プラザおおるり 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

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

10月1日（月） に下記の新規受付を予定しています。
・平成31年10月分プラザおおるりホール
・平成31年  4月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・平成30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。
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

プラザおおるりホール
前売　一般 2,000円（当日2,500円）
　　　　　 1,500円（当日2,000円）

プレイガイド

主催：鈴木啓資ピアノ
　　　リサイタル実行委員会
協力：㈱まちづくり島田

鈴木啓資
ピアノ・リサイタル

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

高校生
以下（税込）

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

〈お問い合わせ〉　050-5317-1832（鈴木）　keishi.pfcd.concert@gmal.com
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チケット
発売日
チケット
発売日

三遊亭小遊三、三遊亭遊喜三遊亭小遊三、三遊亭遊喜

瀧川鯉八瀧川鯉八 金谷ヒデユキ金谷ヒデユキ

平成30年12月6日（木）
プラザおおるりホール
開場 18：00　開演 18：30
木戸銭　全席指定
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
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三
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29（土）9/

チケット好評発売中

開場 13:30　開演 14:00
会場

全席
自由席

日時

鈴木啓資（島田市出身）鈴木啓資（島田市出身）

平成30年 10月 21日 （日）

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

～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

※回数に変更がある場合があります。

秋から一緒に体操を始めませんか？

10月の開放日
10/12（金）

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

開催日時

会　　場

2018 歩歩路歌謡祭

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30年12月5日（水）当日消印有効
平成31年2月15日（金）入賞者に通知、及び、㈱まちづくり島田ホームページ上
平成31年3月24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5日
締切

第14回  大　賞　レトルトは　昔リリーフ　今先発

　　　　準大賞　孫からは　バアバとジジイ　と呼ばれてる
種田尚美（広島県）

鈴木寿男（茨城県）

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15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

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第7番Op.10-3
リスト ハンガリー狂詩曲第11番S.244/11
 ハンガリー狂詩曲第12番S.244/12
 パガニーニ大練習曲集より第6番S.141/6
シューベルト＝リスト 水車屋と小川　S565/2
シューマン＝リスト 献呈　S.566
ドビュッシー 前奏曲集より　他

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第7番Op.10-3
リスト ハンガリー狂詩曲第11番S.244/11
 ハンガリー狂詩曲第12番S.244/12
 パガニーニ大練習曲集より第6番S.141/6
シューベルト＝リスト 水車屋と小川　S565/2
シューマン＝リスト 献呈　S.566
ドビュッシー 前奏曲集より　他

♪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）─

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？

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

10月室内公園ご利用頂けない日

チケット
好評発売中
夢づくり会館は

電話受付も可能です［　　　　　］
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生徒
募集

生徒
募集

10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

10.21 9:00-13:30（日） ※雨天中止

夢づくり ジャズセッション２０１８夢づくり ジャズセッション２０１８
“オーケストラとコンボによる圧巻のライブセッション”“オーケストラとコンボによる圧巻のライブセッション”

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：全席自由　前売券 500円　当日券 800円

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：全席自由　前売券 500円　当日券 800円

演奏曲
・Take the A Train
・Doxy
・くまのプーさん
・不思議の国のアリス
・Under The Sea
　　　　　　　　　他

演奏曲
・Take the A Train
・Doxy
・くまのプーさん
・不思議の国のアリス
・Under The Sea
　　　　　　　　　他

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

各ご案内は平成30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。

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問合せ入 場 料 等

無料

2

4

16
28
30

火

木

火
日
火

体文協
054-251-2326

クロスメディアしまだ
0547-35-0018

1回3,000円
（会員随時受付) 

500円
（要申込）

1回3,000円
（会員随時受付) 

無料
（要申込）

体文協
054-251-2326
すみやグッディ藤枝店
054-643-9511
島田市産業支援センター
0547-54-5760異業種交流会

社会人大学島田昼教室“宿坊を旅に取り入れる方法”
テラタビスト（寺と神社の旅研究家）　吉田　さらさ氏

“パープルジャム2018”
音楽教室生徒さんのバンド発表会

2018 NPOプレゼント講座
関係人口による地域の可能性とは？（月刊「ソトコト」編集長　指出一正氏）
生きるアート集団・パーリー建設の場合（パーリー建設　宮原翔太郎氏）
社会人大学島田昼教室
“天才たちのロマン”　ヴァイオリニスト　大谷 康子氏

13：30

19：00

13：30

14：00

開演時間等はすみやグッディ
藤枝店へお問合せ下さい
開演時間等はすみやグッディ
藤枝店へお問合せ下さい

15：15

21：00

15：15

16：00

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＞

生活安心課
0547-36-7153
島田市社会福祉協議会
0547-35-6244

10月６日（土）10：00～15：30

10月8日(月) ９：００～１４：００
島田実行委員会事務局
（石間）0547-37-1413

10月12日（木)～10月14日（日)9：00～21：00
（最終日１４日は15：00まで）

島田高校同窓会事務局（月火木金15：00～18：00）
0547-21-1145

１０月２０日（土）～10月21日（日）9：00～19：00
（最終日２１日は16：00まで）

＜展示期間／時間＞＜催　物＞

くらし・消費・環境展2018

MOA美術館　島田児童作品展 

島田高校創立100周年記念　写真展

第39回 共に生きる　ふれあい広場
みんなでつなごう！福祉の輪2018

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＞

全国和紙ちぎり絵金谷教室
0547-45-3322（森田）10月16日(火)11:00～10月28日(日)15:00

＜展示期間／時間＞＜催　物＞

全国和紙ちぎり絵金谷教室作品展

第３９回 共に生きる　ふれあい広場
みんなでつなごう！福祉の輪2018

島田高校創立100周年
記念式典・記念講演・記念交流イベント

16：00予定

14：00

16：00予定

15：45

16：00予定

15:00

15：30

10：00予定

9：30

9:00

9：30

無料

無料

無料

無料

無料

前売　800円
当日1,000円
高校生以下無料

一般2,000円
高校生以下1,500円
（当日券500円増）

無料
（同窓生・一般）

7
８
10
14
20
21
24
26

日
月
水
日
土
日
水
金

島田高校同窓会事務局
（月火木金15：00～18：00）
0547-21-1145

島田年金協会島田支部
（五十右）0547-37-6627

島田市社会福祉協議会
0547-35-6244

島田市文化協会（月～金9：00～15：00）
0547-36-5420

（牧田）090-9942-2195

鈴木啓資ピアノリサイタル実行委員会
（鈴木）050-5317-1832
島田市立島田第一中学校
0547-37-2513
島田市立六合中学校
0547-35-1121

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演会場 主催／問合せ入 場 料 等
あなたも弾けますベーゼンドルファー  

島田年金協会島田支部　第２５回 演芸大会

第４回 島フィルコンサート

鈴木啓資　ピアノ・リサイタル

島田市立島田第一中学校　文化発表会

島田市立六合中学校　文化発表会

プラザおおるりホール・大会議室

○
○
○
○
○
○
○
○

ホ
ホ
ホ
ホ
ホ
ホ
ホ
ホ

（12：45）13：15
14：30・15：40

14：15
15：30
17：00

（9：40）
10：00
（13：30）
14：00

（13：30）
14：00

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問合せ入 場 料 等

500円
(当日　800円）
大人1,000円

小学生以下　500円
3歳以下　無料

7
8
14
20

日

日
土

月・祝

桜井　章司
0547-35-1383

主催：NPO法人　保育士支援しまだ
0547-39-6577
主催：介護老人保健施設エコトープ
0547-45-0111

主催：株式会社　まちづくり島田
問合せ　夢づくり会館　0547-46-0075

第21回　うたごえフォーラム

夢づくり　ジャズセッション　2018

「いただきます」上映会 in 夢づくり会館

介護老人保健施設 エコトープ　開設20周年 記念講演会

9：30

14：00

9：30

14：00

17：00

15：30

12：00

16：30

夢づくり会館ホール

無料

無料

大募集!!

しまだ元気市次回開催は
11月25日（日）9：00～

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199回 しまだ元気市「朝市」
●街角ライブ（予定）ほか●街角ライブ（予定）ほか

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。

夢づくり陶芸教室番外編夢づくり陶芸教室番外編
●受講料　2,000 円（照明部品は別途お買い求めください）
●定　員　20名（全年齢～小学生は同数の保護者同伴）
●持ち物　汚れても構わない服装・スリッパ・エプロン・受講料
●申込み　島田市島550番地の2 
　　　　　島田市金谷生きがいセンター夢づくり会館
　　　　　（0547）46-0075（8：30～21：00）月曜日休館日
●主　催　株式会社まちづくり島田

●受講料　2,000 円（照明部品は別途お買い求めください）
●定　員　20名（全年齢～小学生は同数の保護者同伴）
●持ち物　汚れても構わない服装・スリッパ・エプロン・受講料
●申込み　島田市島550番地の2 
　　　　　島田市金谷生きがいセンター夢づくり会館
　　　　　（0547）46-0075（8：30～21：00）月曜日休館日
●主　催　株式会社まちづくり島田

夢づくり会館まで取りに来てください。

彩りランプシェード

テーマ
「サラダボール」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

秋の夜長
陶芸に向き合ってみませんか？
初心者の方にお勧めです。

11月の夢づくり陶芸教室11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

11月９日㈮
11月30日㈮
12月７日㈮

昼の部
9：00～▶

夜の部
19：00～▶

開催日
11月21日㈬
11月22日㈭
12月12日㈬
12月19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：大森千賀子 ●定　員：35名
●受講料：3,000円 ●時　間：10:00～11:30
●会　場：健康づくりの部屋
●持ち物：運動のできる服装、上靴、タオル、飲み物、マット
●対　象：中高年齢
●日　程：下記日付で、全10回　いずれも木曜日です
 10月11、25日 11月８、22日 12月13日
 １月10、24日 ２月14、28日 ３月14日
●受付開始：9月23日（日）より電話にて受付（休館：月曜、祝日振替翌日）

プラモ塾
27日㈯・28日㈰
10月

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!!

●形づくり
　１０月２１日（日）９：００～１2：００
〇色づけ
　１１月１1日（日）９：００～１2：００
◇作品引渡
　１１月１７日（土）より

静と動のストレッチ講座（後期）静と動のストレッチ講座（後期）
●講　師：朝比奈伸子 ●定　員：35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6回　いずれも金曜日です
 10月12、19、26日　11月9、30日　12月7日
●受付開始：9月23日（日）より電話にて受付（休館：月曜、祝日振替翌日）

簡単なゲームやタオルを使って、日常では動かさない筋肉や関節
を、自然に動かして強くし笑って！笑って！健康維持を

簡単なゲームやタオルを使って、日常では動かさない筋肉や関節
を、自然に動かして強くし笑って！笑って！健康維持を

～音楽を聴きながら体操、リラックスしてストレッチ、
疲れず、楽しく、体を柔軟に～

～音楽を聴きながら体操、リラックスしてストレッチ、
疲れず、楽しく、体を柔軟に～

楽しく元気に健康体操教室楽しく元気に健康体操教室

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

好評募集中！！

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


