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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
（月曜休館）

プラザおおるり
受付のご案内

10月1日（木） に下記の新規受付を予定しています。
・令和３年10月分プラザおおるりホール
・令和３年  4月分プラザおおるり会議室等（月1回以上）
・令和２年11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　展示ホール
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

受講生募集

●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：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
　　　　　10月2日、16日　11月6日、20日　12月4日
●受　付：募集中
●電　話：夢づくり会館46-0075

第3期
ボディーコンディショニング教室

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）

新型コロナウイルスの感染状況により、掲載したイベント等が中止・延期になる場合があります。

新型コロナウイルスの感染状況により、掲載したイベント等が中止・延期になる場合があります。

プラザおおるり　教室・
イベント等 最新情報は、
ホームページにて確認い
ただけます。

プラザおおるり
ホームページ

10月の夢づくり陶芸教室10月の夢づくり陶芸教室

テーマ
「カップ＆ソーサ―」

を作ろう

開催日 内容
成型・仕上げ

薬掛け

講　評

10月23日㈮

11月13日㈮

11月27日㈮

昼の部
9：00～▶

夜の部
19：00～▶

開催日
10月15日㈭
10月16日㈮
11月12日㈭
11月26日㈭

内容
成　型
仕上げ
薬掛け
講　評

●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。）
●定　員　13名
●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。

秋の夜長
陶芸に向き合ってみませんか？
初心者の方にお勧めです。

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。）

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。）

3日・4日土 日10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!!

※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

第3期 ボールエクササイズ第3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。
●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
　　　　　10月9日、23日、30日　11月13日　12月11日
●受　付：募集中
●問合せ：夢づくり会館0547-46-0075

10月17日（土）・18日（日）　13：00～16：00　参加無料（当日島田市民文化祭総合受付にて受付を行ってからご参加ください）
プラザおおるりホールにあるピアノベーゼンドルファー・インペリアル・セナトールとKAWAI EXの2台を一般開放します
開放中自由に弾いたり、ステージにあがる事が出来ます。※混雑を避ける為、お１人様10分程度のご利用とさせて頂きます

おおるりホール2台ピアノ開放日

講師・演奏：鈴木啓資
講師：宮澤晴奈（調律師） 鈴木啓資

鈴木啓資 ピアノミニコンサート

だれでも
ロビーコンサート

令和2年度島田市芸術文化事業

＆ピアノ解体ショー
ピアノってどうやって音が出るの？
そんな疑問に答えるため、KAWAI EXを解体します。
ベーゼンドルファー・インペリアル・セナトール
のお話も聞けます。

普段はなかなか見ることの出来ないピアノの中を覗いてみよう！

11月8日（日）

入場無料（要申込）
先着100名

開場12：30　開演13：00
場所　プラザおおるりホール

主催：島田市教育委員会　主管：株式会社まちづくり島田
お問い合わせ：プラザおおるり　株式会社まちづくり島田　TEL：0547-36-7222

フルート・ピアノ

演奏者
トリオ「まさか」

※だれでもロビーコンサートへの参加は、島田市民文化祭総合受付にて受付を行ってからお願いいたします

＝おおるりエントランスでピアノにさわってみよう＝

プラザおおるりエントランスロビーにアップライトピアノが登場。
ロビーピアノ開放期間中は、だれでも自由に弾くことができます。島田市出身の音楽家によるピアノを
使ったロビーコンサートも開催。日替わりで演奏者が代わる特別な６日間をお届けします。小さいお子さ
んから大人まで無料で参加できます。
この機会に実際にピアノに触れてみたり、演奏会を聴いてみたり楽しい時間を過ごしませんか？

ロビーピアノ開放日

島田市出身音楽家がお届けするロビーコンサート
場所　プラザおおるりエントランスロビー　　演奏時間　11：30～12：00　　入場無料

9：00～16：00（10月16日のみ13：00～）

10月16日（金）～10月18（日）
11月  6日（金）～11月  8（日）
11月13日（金）～11月15（日）

10/17 土
ピアノ

演奏者
フレンズ

10/18 日
ピアノ・コントラバス

演奏者
森のくまさん

11/7 土
ピアノ

演奏者
鈴木　啓資

11/8 日
フルートコンサート
演奏者
フルート：石川　雛
ピアノ：平林　理子

11/14 土
日本歌曲とオペラのコンサート
演奏者
バリトン：大石　陽介
ソプラノ：大石　真喜子
ピアノ：西舘　礼子

11/15 日

各期間の土日、11：30～12：00まで、音楽家に
よるロビーコンサートを実施するため、ピアノ
の開放を一時中断します。

申込先・申込方法
10月5日（月）時間8：30～

TEL：0547-36-7222

プラザおおるりへ電話又は
直接来館してお申し込みください。

『セルフコンディショニングで、からだを発見してみませんか！』
日常の筋肉の使い癖などを整えることで、身体全体の働きが
良くなり健康維持・増進のための運動も積極的に行えるよう
になります。新しい動きのコンディショニングで自分のからだ
を感じられると思います。



－ 3 － － 2 －

新型コロナウイルスの感染状況により、掲載したイベント等が中止・延期になる場合があります。

９月27日（日）
10月25日（日）

しまだ元気市　中止

島田市地域交流センター歩歩路　TEL0547-33-1550
しまだ元気市　中止

問い合せ先

新型コロナウイルス感染症は、引き続き慎重な対応が必要とされています。そのため9月・
10月の元気市は、中止とさせていただきます。今後の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。

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！ 

おび通りを
”ざわざわ”
させたい人 大募集!!

SCHEDULE

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。

しまだ元気市開催中止のお知らせ

当施設は、緊急事態宣言などにより売上減少した事業者の家賃支援給付金申請サポート会
場となっています。令和２年９月21日（月・祝）まで屋内公園および音楽スタジオ（Ｃ）
は終日ご利用いただけません。９月24日（木）～屋内公園及びA・B・Cスタジオの通常利
用を再開します。

屋内公園は、９月24日～入場する方（１才以上）は、１人一律100円と変更いたします。
また、新型コロナウイルス対策として、入場制限をおこないますので、ご了承ください。
入場する際は、可能な限りマスクの着用をお願い致します。

家賃支援給付金に関する問い合わせ：家賃支援給付金コールセンター TEL0120-653-930
受付時間 8：30～19：00（土曜日・祝日除く）

ぴ～ファイブ しまだ音楽広場　問い合わせ：受付時間 TEL0547-34-2233（9：00～17：00）（スタジオ火曜休館）

（お知らせ）

ぴ～ファイブしまだ音楽広場からのお知らせ

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演会場 主催／問い合せ入　場　料　等

プラザおおるり
０５４７－３６－７２２２

プラザおおるりホール2台のピアノ開放日
ベーゼンドルファーインペリアルセナトールと
KAWAI EXの2台を自由に弾けます

社会人大学島田教室
「大谷康子ヴァイオリンコンサート～音楽による描写」
大谷康子氏/ヴァイオリニスト  冨永愛子氏/ピアニスト
社会人大学島田教室
「50歳からの快眠ガイド 今日始めれば、明日が変る ポジティブ睡眠でいこう！」
宮崎総一郎氏/中部大学生命健康科学研究所特任教授

○ホ 無料
（お1人様10分程度）

17・18

プラザおおるりホール

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

体文協
054－251－2326

13:30

13:30

15:15

15:15

1回3,500円
（会員随時受付）

1回3,000円
（会員随時受付）

地域交流センター歩歩路ホール

13

20

火

火

10月催物のご案内

１6：００13：００　　　　　

　　　　　

山城達也
090－4187－2456金谷宿大学 油彩・水彩講座 9月15日～9月27日

9月29日～10月11日

＜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

島田市民文化祭実行委員会
０５４７－３６－５４２０

10月16日（金）～18日（日）
９時～１７時（最終日は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

第63回 島田市民文化祭　1期展示
写真、山野草・盆栽、ちぎり絵・陶芸・似顔絵、
水墨画・禅画・仏画、植物画・版画、手工芸・木工芸・その他、絵手紙

土・日

ホール

※島田市民文化祭展示について、会場は展示ホールの他、大会議室、第１・３多目的室でも催されます。

ホ○

新型コロナウイルスの感染状況により、掲載したイベント等が中止・延期になる場合があります。

教室名 曜日・時間 募集人数 回数 参加料

10回若干名 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～い体操

☆かる～い体操

☆リ ズ ム 体 操

☆シ ニ ア 体 操

…

…

…

…

教室名 曜日・時間 募集人数 回数 参加料

10回若干名 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
座りながら体操したり、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　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
金曜日
木曜日
木曜日

9:30～10:30
9:30～10:30
18:00～19:00
19:00～20:00

やさし～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
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
10:30～11:30

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

新規参加者受付中
体験受付中

プラザおおるり体操教室10月～12月 参加者募集のご案内

50文字以内（句読点含む）、日本語で書かれたもので、未発表作品に限ります。
封書、ハガキ、メール、FAXのいずれかで応募してください。
郵便番号、住所、氏名（よみがな）ペンネームのみ不可、本名併記、年齢、性別、職
業、電話番号を明記して下さい。応募点数は1人5点まで。未発表作品に限る。審
査会により応募条件に違反したと判定された作品は選考より除外といたします。
大賞　　　　1点　3万円
準大賞　　　1点　1万円
島田市長賞　1点　1万円
入賞　　　　4点　5千円
島田賞（島田市在住の方対象）　　1点　5千円
高校生審査員賞（一般作品対象）　1点　5千円分図書カード
スクール賞（小・中・高校生対象）　  1点　5千円分図書カード
令和2年11月30日（月）当日消印有効
令和3年2月19日（金）入賞者に通知、及び、㈱まちづくり島田ホームページ上
新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止
審査委員長　村松友視氏（直木賞作家）他

〒427－0022　静岡県島田市本通三丁目6-1
島田市地域交流センター歩歩路内
「愛するあなたへの悪口コンテスト」実行委員会
TEL　0547-33-1550　　FAX　0547-33-1565
EｰMAIL　machi_shimada@yahoo.co.jp
URL  　　http://www.machi-shima.com/aiwaru.html

※昨年の入賞作品は(株)まちづくり島田のホームページに掲載してあります(上記URL）

募集要項
応募条件
応募規定

　 賞 　

審 査 員
表 彰
発 表
締 切 り ●主　催　愛するあなたへの悪口コンテスト実行委員会

●応募作品の一切の権利は主催者に帰属します。また応募作品に関
　して、著作者人格権を一切行使しない事をご承諾いただきます。
●入賞者の氏名、年齢、住所（市町村まで）、職種は公表いたします。
●入選作（最終審査対象作品）は小冊子に掲載し発行します。

応 募 先

11月30日㈪
締切

第16回  大　賞　無条件降伏の国には強い女が育つ

　　　　準大賞　尋問の始まる予感　妻の酌
黒飛義竹（広島県広島市）

P.N かきくけ子（岐阜県岐阜市）

愛するあなたへの コンテスト
言おうか・・・
言うまいか・・・

今年も「愛のこもった悪口」募集いたします。

第17回 東海道島田宿
御陣屋稲荷神社
（別名：悪口稲荷）

大賞賞金30,000円

♪対　象：小学生～一般のピアノ経験者　　♪場　所：プラザおおるりホール
♪申込み：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

①9：00～   ②10：00～  ③11：00～
④12：00～  ⑤13：00～  ⑥14：00～
⑦15：00～  ⑧16：00～  ⑨17：00～
⑩18：00～  ⑪19：00～  ⑫20：00～

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）─

10月の開放日
10/11（日）・10/28（水）

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。


