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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

4月1日（月）  に下記の新規受付を予定しています。
・平成32年  4月分プラザおおるりホール
・平成31年10月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・平成31年  5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

おおるり体操教室発表会

2月10日㈰
プラザおおるりホールにて
おおるり体操教室発表会を
開催しました。

御陣屋稲荷全景御陣屋稲荷全景

第15回

大　賞大　賞 すきやきの　肉は心の　目で見ろと

昭和っぽ～い　間もなくおまえも　平成っぽい

失敗をすべて卵でとじる母。

「じぃじは大きくなったら何になりたいの？」と訊く孫

「夫」の字　逆さで「￥」と　見てる妻

ご飯の友　昔ふりかけ　いま薬。

9号➡11号➡13号　妻のサイズはアポロ計画

ただの気やすめ　ペチャンコのゴキブリホイホイ

夕方の買い物ですね　山動く

未来が見えない黒板

　P.N　やま（福井県）

笠井ひろみ（東京都）

瀬戸桃子（埼玉県）

吉村　優（大阪府）

松山勇吉（埼玉県）

山崎元気（熊本県）

松田良弘（大阪府）

加藤千恵子（静岡県）

　P.N　木立慈雨（宮城県）

鈴木　尊（静岡県）

準大賞準大賞

島田賞島田賞

入　賞入　賞

高校生
審査員賞
高校生
審査員賞

島田
市長賞
島田
市長賞

スクール賞
（小中高校生対象）
スクール賞
（小中高校生対象）

今回は全国より、4,878作品（一般3,899作品・スクール部門979作品）が集まりました。
（小・中・高）

第15回 愛するあなたへの悪口コンテスト「総評」　（直木賞作家）村松　友視
　〝悪口〟を看板としてスタートしたこの催しは、当初かなりの逆風にさらされたものだったが、この十五年のあいだに「悪口も言
いようで文化」という当方の心意気が、かなり浸透している手応えがようやく実感できるようになった。いや、継続は力なりであり
ます。
　今回は、参加された二人の高校生の瑞々しさと度胸の良さの影響もあって、五時間にわたるまことに充実した楽しい審査会と
なった。それにしても、最終審査に残った作品の、それぞれのスタイルから発せられる幅広い含蓄にはつくづくうならされた。
　大賞、準大賞、島田市長賞などは、読み手によってどのようにも想像をふくらませることの作品であり、大人びた言葉の遊びと
してもレベルの高い出来栄えで感服させられた。入賞作品、島田賞における着想面白さにも舌を巻かされ、高校生審査員賞とス
クール賞には、作者の言葉遣いの深いワザを堪能させられ‥‥というあんばいで、五時間はあッという間に過ぎた感じだった。

問合せ：地域交流センター歩歩路　0547-33-1550

歩歩路寄席第八回

～三遊亭遊喜独演会～雷門音助、三遊亭あんぱん、大塚晴也（津軽三味線）
かみなりもんおとすけ

５月18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

3月23日（土）
チケット発売！

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

～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　くまチーム

キャンディーポップ　きりんチーム

キッズポップ小学4～6年生

火曜日

火曜日

金曜日

木曜日

9:30～10:30

10:45～11:45

10:45～11:45

19:00～20:00

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

木曜日

火曜日

14:30～15:30

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。

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
3月21日（木）8:30～募集開始

おおるり体操4月～6月 体操教室の募集のご案内

プラザおおるり体操教室プラザおおるり体操教室 春から一緒に体操を始めませんか？

第27回 歩歩路骨董祭
2019年5月3日（金・祝）～5日（日） 午前9時～午後7時（※最終日のみ午後4時まで）
島田市地域交流センター歩歩路　多目的ホール
株式会社まちづくり島田・骨董祭実行委員会

日時
会場
主催

※ぴ～ファイブ駐車場と柳町駐車場の
駐車割引があります。
　事務室へお申し出下さい。

問合せ：島田市地域交流センター歩歩路　0547-33-1550

地元を中心とする古物商達による掘り出し物の数々
古道具・古布・掛軸・古食器・書画など何があるかはお楽しみ！

夜まで
やります！

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
大人　月額 2,500円　　高校生以下　1回につき 500円
※教材費等別途費用がかかります。
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
！



－ 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

ぴ～ファイブしまだ音楽広場ぴ～ファイブしまだ音楽広場 ◆4月屋内公園ご利用頂けない日…2・9・16・23・30（毎週火曜休館日）

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演会場 主催／問い合せ入　場　料　等
たつ美会
０５４７-３８-０８１４

河崎
０５４７-４６-３７８８

浅原
０５４-６４４-１６２４

齋藤
０９０-４２３９-１４５１

踊りと銭太鼓のつどい

ピアノ発表会

ジェラール・ニオベ　コンサート

洋楽会　私たちの音楽会

１６：００

１６：００

１５：００

１５：３０
予定

（１３：００）
１３：３０

（１０：００）
１１：００

（９：４５）
１０：００

（１３：３０）
１４：００

○

○

○

○

ホ

ホ

ホ

ホ

無料

無料

無料

全席自由
前売２，５００円
当日３，０００円

13

14

20

21

土

日

土

日

プラザおおるりホール・大会議室

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
安原 090-3566-8615
岩本 070-6645-7741

島田商工会議所
0547-37-7155

津村
090-2576-8358 

新社会人・若手社員のためのビジネスマナー講習会   

Maritess Spring Jazz Live in Shimada       
                         with   
Shimada Midnight Zoo Rehearsal Orchestra

はるかぜコンサート Vol.1
素敵な春の昼下がり～童謡からオペラまで～

9：30

15：45

16：30

15：30（13：30）
14：00

(13：30)
第一部14：00
第二部15：00

1名4,000円

前売￥1,500
当日￥1,800

￥1,000
(小学生以下無料）

6

10

13

土

水

土

地域交流センター歩歩路ホール

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
石間
0547-36-9101

横山
090-9920-3699

ともだちふるさと歌謡祭

歌唱発表会

9：00

10：00

18：00

16：00

無料

無料

21

28

日

日

夢づくり会館ホール

4月催物のご案内

佐野義和
0547-46-2549立体絵・書画展 4月2日（火）11：00から

4月14日（日）15：00まで

＜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

夢づくり　体操教室　生徒募集夢づくり　体操教室　生徒募集
第１期 ボールエクササイズ 

　～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～

●講　師

●会　場
●時　間
●対　象
●受講料
●定　員
●用　意

●日　程

●受　付
●問合せ

熊沢正子
（日本Gボール協会認定インストラクター/健康運動指導士）
健康づくりの部屋
１９：３０～２１：００
成人男女(ご夫婦参加・男性参加大歓迎です）
３,０００円
２５名
バランスボール（６５ｃｍ径）各自持参
汗拭きタオル、給水ドリンク
運動が出来る服装（ジャージ等）
下記日付で、いずれも 金曜日です
４月１２、２６日　５月１０、２４日　６月２８日
３月２２日（金）～
夢づくり会館４６-００７５

●講　師
●会　場
●時　間
●対　象
●受講料
●定　員
●用　意
●日　程

●受　付
●電　話

大森千賀子
健康づくりの部屋
10：00～11：30
中高年齢
３,０００円
35名
運動のできる服装　上靴、タオル、飲み物、マット
下記日付で、全10回　いずれも木曜日です
４月１１、２５日　５月９、２３日　６月１３、２７日
７月１１、２５日　８月２２日　９月１２日
３月２２日（金）～
夢づくり会館４６-００７５

静と動のストレッチ講座
（前期）

夢づくり会館
0547-46-0075（8：30～21：00）
（休館：月曜　祝日振替翌日）

大きなバランスボール（Gボール）の上にのりバラン
スをとったり、はずんだり、ころがったりしながらエク
ササイズをおこないます。
普段使われず寝ている筋肉に刺激が入ります。
そうすることで、身体の動きやすさをひきだします。

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！ 

3.24（日） 9:00-15:00

4.21（日） 10:00-16:00

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204回 しまだ元気市「朝市」
●島田第一中学校吹奏楽部演奏 9：15頃～
●藤枝西高校書道部パフォーマンス 9：50頃～
●シャイニーアイズダンスパフォーマンス 10：20頃～
●第15回「愛するあなたへの悪口コンテスト」表彰式 11：00頃～
●スウィング スロープ　ライブ 13：00頃～

Natural Life Market Vol.1
～ココロとカラダと環境にやさしい生活の提案～

●マルシェ出店
●ゆるベジ試食＆プチ講座
　（12：00～）

問合せ：LLPママPro 蛭田
　　　　090-7315-9128

静岡ウクレレLoversサミット
おび通り南ステージ 県内ウクレレLoversが

　　　　　島田で集
合!!

しまだ元気市 次回開催は
4月28日（日）9：00～ おび通りで開催おび通りで開催

同日開催 10：00～15：00

4月の夢づくり陶芸教室4月の夢づくり陶芸教室

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。）

6日・7日土 日4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!!

●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。）

夢づくり歌謡祭夢づくり歌謡祭第6回第6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

主催：静岡県大衆音楽協会中部支部　協力：株式会社まちづくり島田

開場９：00 開演９：20
2019年5月26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

プレイガイド

夢づくり歌謡祭実行委員会　（秋田）090-3937-6649

Kenjiro
スペシャルゲスト

テーマ
「ビールジョッキ」

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
「ビールジョッキ」

を作ろう
陶芸に向き合ってみませんか？
初心者の方にお勧めです。

開催日 内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

4月26日㈮
5月10日㈮
5月24日㈮

昼の部
9：00～▶

夜の部
19：00～▶

開催日
5月 2 日㈭
5月 3 日㈮
5月11日㈭
5月23日㈭

内容

成　型
仕上げ
薬掛け
講　評

※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：

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




