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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（水）  に下記の新規受付を予定しています。
・令和３年  4月分プラザおおるりホール
・令和２年10月分プラザおおるり会議室等（月1回以上）
・令和２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

新型コロナウイルス感染防止対
策のお願い
●発熱、咳など風邪のような症状
が見られるお客様は、入館をご
遠慮ください
●手の消毒・手洗いをお願いします
●「咳エチケット」を心がけてくだ
さい(マスクの着用/ティッシュ・
ハンカチなどで口や鼻を覆う/
上着の内側や袖で覆う）

ご来館の皆様には、ご不便をおか
けいたしますが、皆様のご理解と
ご協力をお願い申し上げます。

株式会社まちづくり島田

プラザおおるりホール改修工事：令和2年12月1日～令和3年3月31日 ホールをご利用出来なくなりますのでご了承ください。

問合せ：島田市地域交流センター歩歩路　0547-33-1550

歩歩路寄席第九回

三遊亭遊喜独演会 ～出演：三遊亭遊喜・春風亭昇吾・立川幸太・大塚晴也（津軽三味線）～

５月30日（土）島田市地域交流センター歩歩路多目的ホール（2F）
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

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、以下の２公演を中止させていただきます
①音楽の絵本 W－Quintet 3月15日（日 14：00開演） プラザおおるりホール
②わらび座ミュージカルKINJIRO！ 3月20日（金・祝 14：00開演） プラザおおるりホール

ぽ ぽ ろ よ せ

島田市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

当社管理施設に
ご来館予定の皆様へ

夢づくり歌謡祭夢づくり歌謡祭第7回第7回
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・株式会社FM島田・株式会社静岡第一興商

開場９：00
開演９：20令和2年5月31日㈰日　時

夢づくり会館
場　所

問合せ

島田市金谷生きがいセンター

1,000円チケット 全席自由
前売券 （当日券2,000円）
夢づくり歌謡祭実行委員会
　　    （秋田）090-3937-6649

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

…

…

☆やさしい椅子体操

☆かる～い体操

☆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～
60歳以上の女性を対象にした教室で椅子に座りながら
普段使わない筋肉を音楽に合わせて動かします。
60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。
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
9:30～10:30
18:00～19:00
19:00～20:00

　　　やさしい椅子体操 女性対象
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
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
かる～い体操　女性対象
リズム体操　女性対象
シニア体操　男性対象

金曜日
月曜日
月曜日
火曜日
水曜日
水曜日
木曜日
金曜日
金曜日
火曜日

10:45～11:45
13:20～14:20
14:30～15:30
9:20～10:20
9:30～10:30
10:35～11:35
14:30～15:30
9:30～10:30
10:35～11:35
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24日（火）8：30～ 新規参加者の募集開始

プラザおおるり体操教室4月～6月 参加者募集のご案内

NEW

スペシャルゲス
ト1時間公演1時間公演

ハン・ジナ

御陣屋稲荷全景御陣屋稲荷全景

第16回

大　賞大　賞 無条件降伏の国には強い女が育つ

尋問の始まる予感　妻の酌

特売日　妻のうごきは　ラガーマン

風呂の鼻歌は、オタマジャクシが全部溺れ死んでいる。

ケチャップで　「チンして」とある　オムライス

夫を無視する蚊

妻からの浮き輪は無いと心得る

「無力」とは妻に無言で捨てられる私物をただ眺めている様

オレの後　トイレで海女に　なる娘

今欲しい物みんな持ってるから買ってといったら、みんなって何人と聞かれる。みんなはみんなだよ。

クリスマスが近づくと礼儀正しくなっていく弟

授業中先生が１番楽しそう

喧嘩中でも美味しい弁当

開幕だ　ファッションショーだ　参観日

黒飛義竹（広島県広島市）

PN：かきくけ子（岐阜県岐阜市）

PN：しげちゃん（北海道北広島市）

PN：時のアオ（高知県高岡郡）

PN：ロマン派（北海道札幌市）

PN：後期青年（大阪府枚方市）

PN：畑道行（長野県北安曇郡）

PN：ノブリンコ（静岡県島田市）

PN：コタラフ（茨城県水戸市）

小澤紗良（目黒星美学園中　東京都世田谷区）

齋藤大地（島田工業高　焼津市）

名波優亮（島田工業高　島田市）

成田光太（島田工業高　島田市)

髙橋幸桜（蛇田小　宮城県石巻市）

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

スクール大賞
（小中高校生対象）
スクール大賞
（小中高校生対象）

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、5,477作品（一般4,365作品・スクール部門1,112作品）が集まりました。
（小・中・高）

第16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

第29回 歩歩路骨董祭
令和2年5月3日（日・祝）～5日（火・祝）　午前9時～午後6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（2F）
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

先月号のお詫びと訂正　月刊おおるり2月号（429号）につきまして、巻末の発行日に誤りがありました。下記の通り、お詫びして訂正いたします。
　　　　　　　　　　　誤）令和2年3月15日発行　→　正）令和2年2月15日発行

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！

　今回は、不思議な充実感をおぼえる審査会となった。これは、賞に値する評価を与えたい候補作品が多かったこと、それに解説の仕方が何種類
もあるような深みのある作品が目立ったせいではなかったかと思う。面白さからいえば断トツのインパクトをもつ、高校生審査員賞の「オレの後
　トイレで海女に　なる娘」が大賞となってもおかしくなかったが、面白さがそのものズバリで、複雑な味がまぶされている大人びた作品にくらべ
ると作品の奥からにじみ出る味わいがいまひとつ欠けていると感じてしまい、大賞にはいたらなかった。このような審査の結果は、おそらく長くつ
づいているこの「愛するあなたへの悪口コンテスト」の応募作品群が、ここにきてぐんと成熟度をましてきたことの証ではなかろうか。
　そんな流れの中で、第２回の準大賞作であった、高齢の夫の渋い秀作であり話題作でありもっとも大人びた呟やきを表現した「理想とは　ち
よっと違うが　妻である」のラインにならぶセンスの「無条件降伏の国には強い女が育つ」という、幾通りもの味わいをもふくむ高齢者らしい作品
が、大賞にいたった。この作品がなぜトップにくるかについてはいささかの説明が必要と思い、選評の中でもくどくどと書き記したのだが、ピンとく
る人にとっては、こんな説明も不要な作品であることにまちがいはない。戦後に生きたニッポンの男のつまり現在は後期高齢となっている男性の
心の中に沈んでいるこだわりやわだかまりを渋くえぐり出した、スケールの大きさを感じさせられる作品だった。つまり、滑稽感や憂鬱感の厚味において、これが群を
抜いていたという評価による受賞だったのである。
　また、〝悪口〟をめぐる登場人物たちについての、年齢も男女の別も明かされぬ状態での審査会の場では、誰が誰に対しての、あるいは何に対しての〝愛〟と〝悪口〟
なのかが解りにくい作品がかなりあった。そこを明らかにした作品に仕立てあげるべきか、この関係があいまいなままでも説得力は十分なのか‥‥そのあたりの判断
を迫る作品が多かったというのが、審査する立場からの私自身の全体的な実感だった。
　さらに、穏やかでほほえましい読みごたえとともにうなずかされる、迫力ある作品というより滋味を感じさせる作品が目についたのも今回の特徴だった。これは、こ
の賞が長くつづいたあげくの収穫あるいは成長の結果という気がした。この種の作品がかもしだす野暮におちいらぬ含蓄もまた、この賞の求める魅力的な領域であ
り、それはやはり〝愛〟をふくむことを前提とするこの賞のルールがもたらした作品の魅力にちがいない。
　そして、このコンテストの審査員として、島田市の高校生二人に参加してもらっているのだが、その起用の成果がここにきてあざやかにあらわれてきたという感概も
あった。審査の場では、審査員の大人たちの意見を静かに拝聴していた感じの二人の男女高校生が、その直後採点の場面ではきわめてきびしくもえぐい点数で自己
主張をつらぬくというシーンがしばしばあらわれ、現代の若者らしいしたたかで軸のぶれぬ審査員ぶりを見せてくれたのが心強かった。それをふくんで、16年という
賞の生命力を感じさせられたものである。

公演中止およびチケットの払い戻しのお知らせ
受付期間　2020年3月7日（土）～2020年3月29日（日）
受付時間　8：30～17：00
お問合せ　プラザおおるり　0547-36-7222

必ず公演チケット（半券の切れたものは無効）をプラザおおるり
受付までお持ちください。現金にて払い戻しさせて頂きます。

チケット払い戻し方法（両公演とも）



－ 3 － － 2 －

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演会場 主催／問い合せ入　場　料　等
（牧田）
０９０－７６８５－３８８９大正琴のつどい　「Let'ｓザ 大正琴」 

若栄会　春のおさらい会

増田浅原音楽教室　ピアノ発表会

私たちの音楽会　洋楽会

ホール　　大会議室ホ○ 大○

新社会人・若手社員のためのビジネスマナー講習会   

市産業関連補助金等説明会

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

ジェラール・ニオベ　コンサート
～ようこそパリへ　フレンチサウンドへの誘いNo.3～

○

○

○

○

ホ

ホ

ホ

ホ

無料

無料

無料

無料

5

18

19

26

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
島田商工会議所
0547－37－7155
安原090－3566－8615 
岩本070－6645－7741
島田市産業支援センター
0547－54－5760
G.N Production Paris/島田市地域交流センター歩歩路
0547－33－1550

9：30

14：00

16：30

15：50

15：40

（13：30）
第一部14：00
第二部15：00

昼の部（14：30）15：00
夜の部（17：30）18：00

1名4,000円
（事前申込必要）
前売1,500円
当日1,800円

無料
（事前申込必要）
1,900円

（未就学児は無料）

地域交流センター歩歩路ホール

10

11

24

25

金

土

金

土

4月催物のご案内

日

土

日

日

１６：００

１６：００

１６：００

１５：００

　　　　　

　　　　　

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

（岡本）
０８０－５１２９－６８７５
（増田）
０５４－６４６－７１７０
（河﨑）
０９０－６３３８－４３１０

（１３：００）
１３：３０
（１２：３０）
１３：００
（９：４５）
１０：００

17：00
20：00

手作り趣味の会　渡辺朝江
0547-45-3248

手作り趣味の会 3月31日～4月12日
最終日は午後2時まで

＜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

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…7・14・16・17（～13:00）・21・28（毎週火曜休館日）

第１期 ボールエクササイズ第１期 ボールエクササイズ
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。
※ボールの上にのることを考慮してください。

第1期 ボディーコンディショニング教室
受講生募集

第1期 ボディーコンディショニング教室
受講生募集頑張ら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！！

正しく整った字を書けるよう、基礎基本を大切に丁寧に指導しま
す。あいさつ等のしつけも行います。

年賀状・冠婚葬祭の宛名書き等、季節に合わせた実用的な書き
方を指導します。

●講　師：熊澤正子（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）
●会　場：健康づくりの部屋
●時　間：19:30~21:00
●対　象：成人男女（ご夫婦参加・男性参加大歓迎です）
●受講料：3,000円
●定　員：25名
●用　意：バランスボール（65cm径）
　　　　　各自持参　グリップが効くスポーツシューズ、
　　　　　　　　　　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）
●日　程：下記日付で、いずれも 金曜日です
　　　　　4月24日　5月1、15日　6月12、26日
●受　付：3月20日（金）
●問合せ：夢づくり会館46－0075

夢づくり　体操教室　生徒募集夢づくり　体操教室　生徒募集
夢づくり会館
0547-46-0075（8：30～21：00）
（休館：月曜　祝日振替翌日）

●講　　師：熊澤正子（日本コンディショニング協会認定トレーナー）
●会　　場：五和会館　和室
●時　　間：19:30～21:00
●対　　象：成人男女
●受講料金：3,000円
●定　　員：20名
●用　　意：タオル、バスタオル、飲み物
　　　　　　動きやすい服装（ジャージ等）
●日　　程：下記日付で、いずれも 金曜日です
　　　　　　4月3、17日　5月8、22日　6月5日
●受　　付：3月20日（金）
●問 合 せ：夢づくり会館46－0075

4月の夢づくり陶芸教室4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
「茶わん」
を作ろう

開催日 内容

成型・仕上げ
薬掛け
講　評

4月17日㈮
4月24日㈮
5月  1日㈮

昼の部
9：00～▶

夜の部
19：00～▶

開催日

4月  8日㈬
4月  9日㈭
4月23日㈭
4月30日㈭

内容

成　型
仕上げ
薬掛け
講　評

定員残り
わずか！！

ぴ～ファイブしまだ音楽広場

ぴ～ファイブしまだ音楽広場

(受付9:00～17：00・火曜日定休)
島田市本通5丁目2-2
TEL 0547-34-2233　FAX 0547-34-2245

2,000円　　1,000円
お求めは音楽広場の受付までお越しください！

セール期間　3/20～3/31

2,200円分利用できます

コインらんどり～

半額

ぴ～ファイブ

1人5枚
まで

誰でも字がきれいになる 令和2年4月スタート！
無料体験受付中！

詳しくはお問合せください！

子ども書き方教室 大人の実用書道教室
日　時

月　謝

内　容

持ち物

毎月第1・2・3金曜日（4月3日・10日・17日）
（季節により週の変更がある場合があります）
14時～15時
5,500円　　　　　20名
ボールペン・筆ペン（ぺんてる中字推奨）
※筆ペンは教室で用意したものを購入していただくこともできます。

講師：柚玉氏 日本書道協会認定教授・日本書道協会審査員・文部科学省後援書写技能検定毛筆・硬筆1級指導者

日　時

月　謝 定　員

内　容

持ち物

毎月第1・2・3金曜日（4月3日・10日・17日）
（季節により週の変更がある場合があります）
①15時～16時／②16時～17時
3,000円（兄弟割引あり）　　　　　各20名
鉛筆・消しゴム・書道セット（筆・硯・半紙・下敷き・文鎮）
50字詰め漢字ノート・幼児は筆の際にスモック
※書道セットは様子を見ながら先生から指示がありますので、
　あらかじめ揃えておいて下さい。対象は年長以上です。

大人の方のクラスです幼児～中学生のクラスです（筆は年長から）

（１２：３０）
１３：００

♪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

①　9：00～  ②10：00～  ③11：00～
④12：00～  ⑤13：00～  ⑥14：00～
⑦15：00～  ⑧16：00～

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）─

4月の開放日
4/25（土）

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？

・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。

2020年3月22日（日）に開催を予定しておりましたが、新型コロナウイ
ルス感染拡大している状況を受け、開催延期を決定いたしました。
日程については、後日、決定次第紙面及びまちづくり島田HP上にてお知
らせいたします。

3月24日（火）
8時30分
受付開始

定　員

しまだ元気市
次回開催は
4月26日（日）

SCHEDULE
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！ 

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 ! !

3月22日（日）に開催を予定しておりましたが、新型コロナウイル
スの感染が拡大している状況を受け、開催中止といたしました。

しまだ元気市・愛するあなたへの悪口コンテスト表彰式
開催中止のお知らせ

SHIMADA Rock NIGHT 延期のお知らせ
日　時

参加費
場　所
内　容

令和2年4月6日（月）・13日（月）・20日（月）
午前の部：9時～10時
午後の部：13時30分～14時30分
※5月以降も毎月月曜日に月３回開催します
1,000円（一ヶ月）
ぴ～ファイブしまだ音楽広場
文部省唱歌やリズム遊びを通じ、
たくさん笑って脳トレをします。
笑うことは認知症予防に最適です！
楽しい教室が待っています！

日　時

参加費
場　所
内　容

令和2年4月6日（月）・13日（月）・20日（月）
5月11日（月）・18日（月）・25日（月）
6月1日（月）・8日（月）・15日（月）
10時15分～11時
3,000円（3か月） 参加費を添えてお申込ください。
ぴ～ファイブしまだ音楽広場
体を使って音楽を感じるのがリトミックです。
音楽に合わせて、歌ったり、動いたり表現することで、
表現力や集中力を養うことができます★

認知症予防脳トレ教室
～音楽・リズムでいきいき～

音楽広場 親子で
リトミック

プリペイドカード半額セール 立体駐車場は30分無料！雨にぬれずにご利用できます
洗濯乾燥 50分　700円～（目安　毛布2枚）
乾燥　　 10分　100円～（一般衣類なら300円）
小型～大型まで機械を取り揃えております


