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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

7月1日（月）  に下記の新規受付を予定しています。
・令和２年  7月分プラザおおるりホール
・令和２年  1月分プラザおおるり会議室等（月1回）
・令和元年  8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

チケット
好評
発売中

2019年9月18日（水）
開場18：00／開演18：30

問合せ：プラザおおるり　0547-36-7222

全席指定 4,500円（税込）
プラザおおるりホール

アルゼンチンタンゴ2019
華麗なるダンス 哀愁の歌声

～進化を続ける情熱たち
タンゴの伝統が新しい感性を取り入れた！
エンリケ＆カロリーナのせつなくも華やかなダンス
激しいステップで愛を語ります。彼らが踊れば、そこは
アルゼンチン。哀しい愛の物語を唄うのはタンゴの本
場ブエノスアイレスで絶賛を浴びた歌姫Mayan（マヤ
ン）現地での演奏、録音経験のあるLAST TANGO
パワフルでダイナミックな演奏で定評がある、実力派
ミュージシャンたち。
踊り・歌・演奏・３拍子揃った魅力満載の感動ステージ
をお楽しみください。

夢づくり寄席 ｢さん喬 花緑 二人会｣夢づくり寄席 ｢さん喬 花緑 二人会｣

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

会　場

株式会社まちづくり島田株式会社まちづくり島田主　催主　催
柳家さん喬　柳家花緑　ダーク広和
柳家圭花　金原亭乃ゝ香　お囃子：森吉あき 社中
柳家さん喬　柳家花緑　ダーク広和
柳家圭花　金原亭乃ゝ香　お囃子：森吉あき 社中

出演者出演者

開場 13：30　開演 14：00　終演 16：30
開催日 令和元年10月20日（日）令和元年10月20日（日）

電話予約（夢づくり会館のみ）
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　プラザおおるり 0547－36－7222 
■地域交流センター　歩歩路 0547－33－1550 
■ぴ～ファイブ しまだ音楽広場 0547－34－2233 
■川根文化センター　チャリム２１ 0547－53－3511 

全席自由
前売券 3,500円　当日券 4,000円
全席自由
前売券 3,500円　当日券 4,000円

入場料入場料 プレイガイド

プレイガイド

教室名 曜日・時間 定員 回数 参加料

20人 10回 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 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
9:30～10:30
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。
小学4～6年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

6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7月～9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。

夏から一緒に体操を始めませんか？夏から一緒に体操を始めませんか？

ぴ～ファイブフリーマーケット

日　時：令和元年7月27日（土）10時～14時
場　所：ぴ～ファイブ音楽広場
出店料：1,000円（当日支払）
区　画：2m×2m（20店まで）
申込・お問合せ ぴ～ファイブ音楽広場

0547-34-2233
申込書を記入の上お申込
島田市本通5丁目2-2　FAX0547-34-2245
募集締切　7月20日当日消印有効

「フリぴ～！」出店者募集！
クイズラリー！！

豪華景品が当たる！！
参加費 100円

（無料クーポン2枚つき）

9：00～（なくなり次第終了）

１等
２等
３等
４等

ハズレなし

コインランドリープリペイドカード ２本
図書カード 10本
ぴ～ファイブ駐車券 20本
おもちゃ 他
お菓子・ジュース

演奏：LAST TANGO
歌手：マヤン　ヴァイオリン：柴田奈穗
ギター：江森孝之　コントラバス：西村直樹
アコーディオン：田ノ岡三郎

ダンサー：エンリケ＆カロリーナ

同時
開催
ぴ～ファイブクエストⅡ

生徒
募集

生徒
募集●講　師：朝比奈伸子 ●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、給水ドリンク
●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
 7月12、19、26日　9月6、13、20日
●受付開始：６月２０日（木）より
●問合せ：夢づくり会館４６-００７５

楽しく元気に健康体操教室（２期）
●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、給水ドリンク
●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
 ６月２６日　７月３、１７、２４日　９月４日
●受付開始：６月２０日（木）より
●問合せ：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♪

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♪

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♪
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（２期）

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

5月26日（日）
しまだ音楽広場にて、地域
活性化プロジェクト「石毛
宏典氏との交流会・懇親
会」を開催しました。

室内開催だからお天気の心配がありません！

チケット発売日 7月28日（日）

プラザおおるり
夢づくり会館
サウンドイシカワ
大鉄観光サービス
※大鉄観光サービスは日曜日が定休日です。



－ 3 － － 2 －

ぴ～ファイブしまだ音楽広場ぴ～ファイブしまだ音楽広場 ◆7月屋内公園ご利用頂けない日…2・9・13・14（～13:00）・16・23・24・25（～13:00）・26（17:00～）・27・30（毎週火曜休館日）

しまだ元気市次回開催は
7月20日（土）

17:00～（夕涼み市）

おび通り
からくり時計
北側で開催

●浴衣で来場の方に市内呉服店からプレゼント進呈 18:00～
●ポップス尺八：縄巻修巳氏演奏 18:30～20:30
●ほおづき市 一鉢1,000円（限定20鉢）
●認定こども園島田中央幼稚園園児作成てるてる坊主の展示

開催日時

会 場

令和元年9月22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

主 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
令和元年7月28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

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2019
歩歩路歌謡祭参加者募集

6・7月の夢づくり陶芸教室6・7月の夢づくり陶芸教室
●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。）

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。

テーマ
「そばちょこ」
を作ろう

出演

小玉 春香
（ピアノ）

日　時
会　場
主　催
前売券

2019年8月17日（土） 13：30開場　14：00開演
島田市地域交流センター歩歩路　多目的ホール
Afternoon Concert実行委員会・株式会社まちづくり島田
1,000円（小学生以下無料、未就学児入場不可）

開催日 内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

6月28日㈮
7月19日㈮
7月26日㈮

昼の部
9：00～▶

夜の部
19：00～▶

開催日
7月11日㈭
7月12日㈮
7月20日㈯
8月 1 日㈭

内容

成　型
仕上げ
薬掛け
講　評

歩歩路
P iano  and  F lu t e
Afternoon Concert

クラシックから親しみやすい映画音楽まで
真夏に音楽でそよ風を届けます。 

青木 芙姫
（ピアノ）

石川 恵美子
（フルート）

券
売
所

地域交流センター歩歩路 0547-33-1550
プラザおおるり 0547-36-7222
金谷夢づくり会館 0547-46-0075

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演会場 主催／問い合せ入　場　料　等
ハーモニカフェスティバル実行委員会（佐藤）
０５４７-５３-２５６６
島田市民劇場（平日１２時～１７時)
０５４７-３７-７００５

第13回 ハーモニカフェスティバル「SURUGA」

第23回　夏の歌謡祭

島田市民劇場　7月例会
劇団東演　－ 朗読劇「月光の夏」－

１5：００

２０：００

（10：0０）
１０：3０
（１８：００）
１８：３０

会員
随時会員受付中

○
○
ホ

ホ

無料7

26

日

金

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

島田髷まつり保存会/
鈴木090-4855-2320  

杉浦
090-3259-7393

体文協
054-251-2326
島田市産業支援センター
0547-54-5760
北川徳子
0547-37-5133
藤本恵子
080-3304-1895
体文協
054-251-2326
島田市産業支援センター
0547-54-5760
体文協
054-251-2326

レッドポイントブラザーズ　☆七夕コンサート2019☆

第228回日本髪結上げ勉強会　講師：大沼 勇先生

シダ　ビジネス　チャレンジ

Classic Concert 2019

Concert with Violin, Soprano, and Piano

ウーマンズパーティー　～女性のための異業種交流会～

   

社会人大学島田教室「静岡の宮彫～静岡浅間神社社殿の彫物を中心に～」
若林　純氏（写真家・(一社）日本宮彫協会理事）

社会人大学島田教室　「歌舞伎と掛け声の粋な関係」
堀越 一寿氏（歌舞伎大向弥生会副会長）

社会人大学島田教室「10歳若返る！『インターバル速歩』～その背景と効果のエビデンス～」
能勢　博氏（信州大学医学部特任教授）

10:00

13:30

19:00

13:30

11:00

13:30

20:00

15:30

15:15

20:30

16:00

16:30

15:15

14:00

15:15

（16:00）
17:00

（13:30）
14:00

（14:00）
14:30

500円

無料（要申込）

2,000円

会員3,000円
一般4,000円
（実習、見学共）
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）
1,000円（要申込）

※昼食代
1回3,000円
（会員随時受付）

6

8

9

11

14

20

23

24

30

土

月

火

木

日

土

火

水

火

地域交流センター歩歩路ホール

島田デジタルフォトクラブ（長谷川）
０５４７－３７－４４５９

７月１８日（木）～７月２１日（日）
１０：００～１８：００※最終日は１７：００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

島田デジタルフォトクラブ　デジタル写真展

写真迷人会　杉クラブ写真展　　２０１９遊迷展

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
島田市教育委員会 社会教育課
0547-36-7963
主催：杉音楽倶楽部
0537-35-0485(杉 隼人)

家庭教育講演会 今この時期に育てたい こころと力 
～子供の感情を健全に育てるために～ 13:30

9:30

15:30

17:00 無料

無料
限定400人
(申込み先着順)

6

21

土

日

夢づくり会館ホール

杉クラブ（４丁目杉浦カメラ内）
０５４７－３５－３７１１

７月２８日（日）～８月４日（日）

7月催物のご案内

金谷絵画クラブ
0547-45-3663（杉山）第35回　金谷絵画クラブ展 6月25日(火)12:00～

7月7日(日)15:00

＜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 Jazzセッション２０１９

開　催：令和元年10月13日（日）    
時　間：開場13:30　開演14:00　終演15:30
会　場：島田市金谷生きがいセンター 夢づくり会館ホール    
出演者：島田ミッドナイト・ズー・リハーサル・オーケストラ　他    
入場料：全席　全席自由 
　　　　前売券５００円   
　　　　当日券８００円   
主　催：株式会社まちづくり島田
後　援：島田市教育委員会

島田市金谷夢づくり会館　0547-46-0075お問合せ

プレイガイド

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！ 

6.22（土）17:00-20:30

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207回 しまだ元気市「夕涼み市」
※雨天中止 7.13（土） 9:00-12:00

古本一箱市

夢づくり ファミリーコンサート

全席自由
一　　般：前売券 500円　当日券 800円　
高校生以下：無料（整理券発行）   

主　催：株式会社まちづくり島田
後　援：島田市教育委員会   

令和元年9月22日（日）
開場 13:30　開演 14:00　終演 15:30
島田市金谷生きがいセンター
夢づくり会館ホール
島田交響吹奏楽団

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　プラザおおるり 0547－36－7222
■地域交流センター　歩歩路 0547－33－1550
■ぴ～ファイブ しまだ音楽広場 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

チケット発売日
7月21日（日）

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

①夢づくり会館　②プラザおおるり
③歩歩路　④ぴ～ファイブ しまだ音楽広場
⑤川根文化センター       

チケット発売日
7月28日（日）

開催日

会　場

出演者
入場料

事前申込不要
参加料無料
雨天中止

ざわざわパーク（おび通りステージ付近）

お問合せ：地域交流センター歩歩路
　　　　　33-1550

読み終わった本、誰かにも読んでもらいたい本
断捨離でコレクションを処分したい
などなど参加理由は自由です。

毎回思わぬ掘り出し物が見つかります。


