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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（金）  に下記の新規受付を予定しています。
・令和３年  5月分プラザおおるりホール
・令和２年11月分プラザおおるり会議室等（月1回以上）
・令和２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

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。

当社管理施設に
ご来館予定の皆様へ

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、
掲載したイベント等が中止・延期になる場合があります。

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。

定員残り
わずか！！

ぴ～ファイブしまだ音楽広場

誰でも字がきれいになる 無料体験受付中！
詳しくは

お問合せください！

日　時

月　謝

内　容

持ち物

毎月第1・2・3金曜日（5月1日・8日・15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（5月1日・8日・15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）

定　員

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

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　全席自由
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

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

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）～

子ども書き方教室 大人の実用書道教室

公演中止のお知らせ
新型コロナウイルスが感染拡大している状
況を受け、公演を中止させていただきます。

【チケット払い戻しについて】
払い戻し方法・受付期間は購入先によって異
なりますので、購入先に直接お問い合わせく
ださい。

日　時

参加費
場　所
内　容

日　時

参加費

場　所
内　容

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

令和2年5月18日（月）・25日（月）
午前の部：9時～10時
午後の部：13時30分～14時30分
※6月以降は毎月月曜日に月３回開催します
今月のみ1回300円
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！

令和2年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
参加費を添えてお申込ください。
（1カ月1,000円）
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★



－ 3 － － 2 －

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演会場 主催／問い合せ入　場　料　等

金谷吟詠会（板倉）
０５４７－３６－０５０８

木月ピアノ教室（東海林）
０５４７－３５－２８３７

島田市民劇場
（月～金 １２時～１７時）
０５４７－３７－７００５

全国吟詠コンクール静岡県大会

第４３回 スプリングコンサート（ピアノ発表会）

ホール　　大会議室ホ○ 大○

第9回歩歩路寄席　～三遊亭遊喜独演会～

社会人大学島田教室
『社会科では教えない偉人の決断』
旭堂南龍氏/講談師
   

島田市民劇場５月例会
こまつ座「きらめく星座」

○

○

○

ホ

ホ

ホ

無料

無料

無料
（随時会員受付中）

23

24

30

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

体文協
054－251－2326

島田市地域交流センター歩歩路
0547－33－1550

13：30 15：15

20：30

1回3,000円
（会員随時受付）

木戸銭
前売2,500円
当日3,000円

地域交流センター歩歩路ホール

19

30

火

土

5月催物のご案内

土

日

土

１７：００

１６：３０

２１：１５

９：００

１２：００

　　　　　

　　　　　

東洋水墨美術協会金谷教室
0547－45－5078（秋山）東洋水墨画作品展 5月12日（火）12：00～

5月24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

（１７：３０）
１８：００

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

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…12・19・26（毎週火曜休館日）

（平松）０５４７－３６－２７４８５月２２日（金）～５月２４日（日）
９：００～１７：００（最終日は１６：００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

島田市書道連盟　第44回 会員展

（１７：３０）
１８：００

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８、１５、２２、２９日　６月５、１２日
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）

　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♪

4・5月の夢づくり陶芸教室4・5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。

開催日 内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

5月 8 日㈮
5月22日㈮
6月 5 日㈮

昼の部
9：00～▶

夜の部
19：00～▶

開催日
5月14日㈭
5月15日㈮
5月21日㈭
6月 4 日㈭

内容

成　型
仕上げ
薬掛け
講　評

テーマ
「タンブラー」
を作ろう

4月21日（火）より募集開始

健康若がえり
体操教室（1期）

第１期
らくらく健康ヨガ教室

●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１３、２０日　６月３、１０、１７日
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

●問合せ

中田光代（健精楽ヨガ指導員・
NPO法人ヨガ協会2級指導員・
静岡県ヨガ連盟正指導員）
島田市生きがいセンター
夢づくり会館　別館　和室
１０：００～１１：３０
成人男女
（初心者向きでご夫婦での参加や男性の方大歓迎）
３，０００円
15名
ヨガマットもしくはバスタオル
下記日付で、全５回　いずれも火曜日です
5月19日　6月2日/16日
7月7日　8月4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♪

初めての方のヨガ教室、みなさん身体をゆるめてから
簡単なポーズをきめてみませんか

4月21日（火）より募集開始

4月21日（火）より募集開始

5月3日（日・祝）～5日（火・祝）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。
次回は令和3年1月を予定しております。
詳細が決まりましたら、改めてお知らせ
いたします。
問合せ：島田市地域交流センター歩歩路
　　　　0547-33-1550

歩歩路骨董祭
開催中止のお知らせ

島田夏まつり
開催中止のお知らせ
　毎年8月に開催しております夏まつり
ですが今年は新型コロナウイルス感染
拡大防止の観点から開催を中止させて
いただきます。
何卒、ご了承ください。

島田夏まつり実行委員会
島田市商店街連合会・島田市・島田商工会議所・市民部会
事務局（島田商工会議所内）　TEL0547-37-7155

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 ! !

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。
今後の開催予定につきましては、決定次第紙面及びまちづくり島田ＨＰにてお知らせします。

静岡ウクレレLoversサミット（4/19）
しまだ元気市・バリアフリーてけてけ隊 春の島田市商店街探検ツアー（4/26）

開催中止のお知らせ

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

P

月極駐車場のご案内

詳しくはぴ～ファイブしまだ音楽広場までお問い合わせください

○六合駅南口駐車場のご案内
　月極駐車場 始めます！（月額6,000円）10台限定 5月1日～利用可能
○ぴ～ファイブ立体駐車場のご案内
　月極駐車場 空きあります（月額5,000円～）


