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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

5月1日（月）  に下記の新規受付を予定しています。
・令和２年  5月分プラザおおるりホール
・令和元年11月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・令和元年  6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

お友達追加登録で
お得なクーポンや
お休み予定を配信
します。

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 全席自由 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

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！

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

24H営業

※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いただくと1時間分の無料駐車券を差し上げます。

コインらんどり～
洗濯から乾燥まで一気にふかふか！ ぜひご活用下さい!!

株式会社まちづくり島田 ぴ～ファイブ　☎0547-34-2233問 合 せ

ぴ～ファイ
ブ

しまだ音楽広場

5月5日（日）こどもの日

屋内公園　9:00～19:00
スタジオ　9:00～24:00 火曜定休

☆屋内公園
無料開放☆

あそびにきてね！

中央公園
ゴールデンウィークの運行日

時間：午前10:00～午後5時（正午～午後1時を除く）
※雨天の場合は運休となります。

※小学生未満は成人の同乗（有料）が必要です。

4/27（土）・28（日）・29（月）
5/3（金）・4（土）・5（日）・6（月）

乗車料金
1乗車100円（小学生以上）

ミニ鉄道

ぴ～ファイブ
　しまだ音楽広場は
　　お陰様でオープン
１周年を迎えました！！

ぴ～ファイブ
　しまだ音楽広場は
　　お陰様でオープン
１周年を迎えました！！

LINEはじめました

3/21

☆クイズラリー☆ ぴ～ファイブクエスト
参加費：100円（１人）

クリアで豪華景品が抽選で当たる！ １等　コインランドリー2,200円分プリペイドカード
２等　図書カード500円分
３等　ぴ～ファイブ駐車券５枚（500円分）
４等　ジュース詰め合わせ
５等　お菓子詰め合わせ

……２本
……………………………………10本

………………20本
……………………………………30本

………………………………………40本
※景品がなくなり次第クイズラリーは終了します。

5月5日限定
景品一覧

コインらんどり～プリペイドカード
2,000円→1,000円5月5日限定

新元号｢令和｣記念セール

★参加賞（全員もらえる！）　　
　　音楽広場無料クーポン２枚★



－ 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 ◆5月屋内公園ご利用頂けない日…7・14・21・26・27（～12：00）・28（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
岩本
054-622-1938

島田市民劇場（平日１２時～１７時)
０５４７-３７-７００５

西村正粋（正粋館）
054-627-9801

天野
０９０-５６２４-０７０１

杉山
090-3560-7569

岩本モダンバレーカンパニー　発表会

平成31年度　全国剣詩舞コンクール静岡県大会

天野貴文　トランペットリサイタル

島田市民劇場 ５月例会　俳優座「北へんろ」

若栄会　勉強会

１７：００

２１：００

２１：００

16：00

１６：３０
予定

（９：３０）
１０：００

（１３：００）
１３：３０

（１８：００）
１８：３０
（１３：００）
１３：３０

500円
(当日1,000円)

（１８：３０）
１９：００

○
○
○
○
○

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

無料

無料

無料

一般２，０００円
高校生以下１，５００円

会員
随時会員受付中

3

12

１６

23

26

日

木

木

日

西陣美術織若沖全国巡回展実行委員会
（吉村）０９０－３６１５－９３７８

５月１０日（金）～５月１３日（月）１０時～１７時
初日のみ１２時から、最終日１６時まで

＜展示期間／時間＞ ＜主催／問い合せ＞＜催　物＞
プラザおおるり展示ホールのご案内 プラザおおるり

西陣美術織 若沖 動植綵絵展

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
島田市地域交流センター歩歩路
0547-33-1550
dance stadio cue
090-6081-9003
島田市地域交流センター歩歩路
0547-33-1550
島田市産業支援センター
0547-54-5760
小玉
090-4860-6929
体文協
054-251-2326

第27回　歩歩路骨董祭

第8回歩歩路寄席　～三遊亭遊喜独演会～

市産業関連補助金等説明会

社会人大学島田教室
“こんなにゆかいな日本の神話　古事記のものがたり”
小林晴明・宮崎みどり（古事記研究家）

映画上映会
KANO　～1931海の向こうの甲子園～

ストリートダンス　イベント
LOOP SESSION VOL.2

9：00

14：00

14：00

13：30

18：00

20：30

15：30

15：15

19：00
（最終日16：00）

12：35
16：05

（17：30）
18：00

9：30
13：00

無料

1,000円

無料

 

 

1回3,000円
（会員随時受付）

木戸銭2,500円
（当日3,000円）

無料
（事前申込必要）

12

18

23

26

28

3
〜
5

金・祝
〜
日・祝

日

土

木

日

火

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
主催：静岡県大衆音楽協会中部支部
協力：（株）まちづくり島田
問合せ：夢づくり歌謡祭実行委員会
090-3937-6649（秋田）

第６回　夢づくり歌謡祭 9：20 18：3026日

夢づくり会館ホール

5月催物のご案内

東洋水墨画金谷教室
0547-45-5078（秋山）東洋水墨画作品展 5月14日（火）12：00～

5月26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

楽しく元気に
健康体操教室（1期）

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

●問合せ

朝比奈伸子
健康づくりの部屋
１３：００～１４：３０
中高年齢
２,０００円
３５名
運動のできる服装　上靴、タオル、給水ドリンク
下記日付で、全６回　いずれも金曜日です
５月１０、２４、３１日　６月７、２１、２８日
夢づくり会館４６-００７５

夢づくり会館
0547-46-0075（8：30～21：00）
（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！

健康維持をはかります♪

健康若がえり
体操教室（1期）

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

●問合せ

朝比奈伸子
健康づくりの部屋
１３：００～１４：３０
中高年齢
２,０００円
３０名
運動のできる服装　上靴、タオル、給水ドリンク
下記日付で、全５回　いずれも水曜日です
５月１５、２９日　６月５、１２、１９日
夢づくり会館４６-００７５

　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♪

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！ 

4.28（日） 9:00-12:30

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205回 しまだ元気市「朝市」
街角ライブ
●ビバーチェ　ライブ 10：00頃～
●しまだハーモニーそよ風　ライブ 11：00頃～
●しじみ　70年代フォーク 11：45頃～

参加型イベント

小学生以下限定

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
5月26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

4・5月の夢づくり陶芸教室4・5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。）

18日・19日土 日5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。）

～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

…

…

～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。

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。
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 プラザおおるり受付開始8：30～17：00

おおるり体操4月～6月 4月より始まった教室のご案内

プラザおおるり体操教室プラザおおるり体操教室 追加募集のお知らせ 母の日似顔絵を描こう
元気市会場に紙・クレヨン・色鉛筆を用意します。
お母さんの似顔絵を描いてくれた子に
先着でカーネーションをプレゼント！ 11：30

締切作品は歩歩路に掲示します（4/29～5/12）

金・祝

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。

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

※雨天中止

テーマ
「ビールジョッキ」

を作ろう

4月23日（火）より募集開始 4月23日（火）より募集開始

教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料

20人
10回

20人
3,000円

教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料

10回27人 3,000円

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

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
シニア体操　男性対象

月曜日
月曜日
水曜日
水曜日
木曜日
火曜日

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


