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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
　　　　公式チャンネル
開設しました。　　　 夢づくり 生徒募集のお知らせ夢づくり 生徒募集のお知らせ

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。

33日・4日土 日4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!!

■対 　 象：
■時 　 間：
■場 　 所：
■受 講 料：

■対 　 象：
■時 　 間：
■場 　 所：
■受 講 料：

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

※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。

■持 ち 物：

■申込方法：

■持 ち 物：

■申込方法：

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

3/20（土）・3/21（日）・
4/25（日）
　9：00～16：00

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

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。
ロビーピアノ開放日は、だれでも自由に弾くことができます。

4月の夢づくり陶芸教室4月の夢づくり陶芸教室

テーマ
「小鉢」を作ろう

開催日 内容
成型・仕上げ
薬掛け
講　評

4月　9日㈮
4月23日㈮
4月30日㈮

昼の部　9：00～

夜の部　19：00～
開催日

4月　7日㈬
4月　8日㈭
4月22日㈭
4月29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　15名

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。

第1期 筋肉整え体操教室 受講生募集NEW

申込み・問合せ　夢づくり会館　TEL0547-46-0075（8：30～21：00 月曜休館）

●講　師：
●会　場：
●時　間：
●対　象：
●受講料：

熊澤正子（日本コンディショニング協会認定トレーナー）
五和会館 和室
１9：3０～2１：0０
成人男女
３,０００円

●定　員：
●用　意：
●日　程：

15名
タオル、バスタオル、飲み物、動きやすい服装（ジャージ等）
下記日付で、いずれも金曜日です
4月  2日・１6日　5月  7日・21日　6月  4日

受付中

受付中

受付中

『セルフコンディショニングで、からだを整えてみませんか！』
日常の筋肉の使い癖などを整えることで、身体全体の動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。日常生活にとても良い体操教室です。

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
10:35～11:35

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22日（月）8：30～ 新規参加者の募集開始 ※大人の教室新規の方 赤チューブ代￥1,650 参加料とは別にかかります。

プラザおおるり体操教室4月～6月 参加者募集のご案内

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

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。

●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9日・23日　5月14日　6月11日・25日
●受　付：募集中
●問合せ：夢づくり会館0547-46-0075

第２期 らくらく健康ヨガ教室

●講　師

●会　場
●時　間
●対　象
●受講料

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

初心者からのヨガ教室です。呼吸法とポーズをおぼえて、
健康増進やストレス緩和に役立ててみませんか！ ●定　員

●用　意
●日　程

●申込み

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
4月  6日・20日　5月18日
6月  1日・15日
夢づくり会館46-0075



－ 3 － － 2 －

月極駐車場利用者募集のお知らせ

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）（火曜休館）

1か月6,000円（税込）
駅まで徒歩1分の好立地！！

●六合駅南口駐車場
南口ロータリー直結駐車場

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）

毎月第１・２・３月曜日開催

日　時

認知症予防脳トレ教室 ～ 音楽・リズムでいきいき ～
令和3年4月5日（月）・12日（月）・19日（月）
（毎月月曜日に開催）
午前の部：9時～10時
午後の部：13時30分～14時30分

参加費
場　所
内　容

1か月1,000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！

日　時

ぴ～ファイブしまだ音楽広場からのお知らせ

ぴ～ファイブしまだ音楽広場　島田駅徒歩5分　まちなか交流拠点

講演会・ワークショップ・飲食パーティ・展示即売会・各種イベント利用可能
用途自由な多目的ホールです

収容人数：130名　机・椅子
付属設備：音響・マイク等
お気軽にお問合せ下さい。

（ケータリングサービス）

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。

コンベンションホールのご案内

Art da mama絵画・工作教室
①毎月第1・3月曜日　4月5日（月）・19日（月）
②毎月第2・4月曜日　4月12日（月）・26日（月）
各15：00～17：30のうち2時間
4,000円（入会金2,000円）
1回のみ500円
木村幸恵氏（Art da mama主宰）

月　謝
体　験
講　師

シュタイナーを取り入れた
子供主体の教室です！

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

　

● 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

新型コロナウイルスの感染状況により、
中止になる場合があります。
決定次第まちづくり島田ＨＰにてお知ら
せします。

しまだ元気市次回開催予定は
4月25日（日） 9:00～（朝市）

おび通り
ステージのある
南側で開催

3.28（日）9:00-12:30
第217回 しまだ元気市「朝市」

※雨天中止

申し込みのご相談

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。

御陣屋稲荷全景御陣屋稲荷全景

第17回

大　賞大　賞 年賀状　写っているのは　妻と犬

毎朝ピストルのような検温器を向ける妻

泣き止まぬ　3つの孫に　コロナ来るよと脅かすお前

父、知らない女に声かけられた　息子、婦警に職務質問されただけだろ

「給付金」覚えてすり寄る　甥と姪

我が家の食器は半身浴が大好きだね

レントゲン　妻の別腹　写らない

亭主、元気でなくても留守がいい。

父だけをレジに残して去る家族

おじいちゃん、その携帯はたためないよ。

彼ん家の　インコに「痩せろ」と覚えさす

今どきの言葉使いたがる母

ばあちゃん、イヤホンのこと「耳」って言うのやめよ

弟よ 母怒らせない約束やん　私にターゲットが  シフトするから

PN：なまはげ（愛知県日進市）

PN：聡太（兵庫県伊丹市）

PN：ハラパン（福岡県行橋市）

PN：浜ちゃん（千葉県浦安市）

PN：おしゃれきどり（岐阜県関市）

PN：よんよんいち（神奈川県平塚市）

PN：あー無精（神奈川県横浜市）

紅林昌明（静岡県島田市）

横尾伸子（大阪府高槻市）

曽根有生（静岡県立島田工業高校）

PN：ささちゃん（北海道恵庭市）

山本瑠花（牧之原市立相良中学校）

五十嵐暖（宮城県大崎市)

片山紅緒（神戸市立六甲アイランド高校）

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、5,604作品（一般3,962作品・スクール部門1,642作品）が集まりました。
（小・中・高）

第17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
　コロナ禍の只中でもあり、それにまつわる数々のスキャンダルが多出し、政権交代もあったりして、コロナがらみの類型的な
悪口が氾濫しかねぬ心配もあり、この賞にとっては厄介な時代様相となっているのをいささか心配した。
　だが、十七年にわたるこのコンテストの歴史は、その間に応募者のレベル向上と成熟という成果を生み出してきた。当世的
なテーマを、きわめて個人的な、あるいは市井的な、はたまた庶民的な領域にさそい込んだ、さすが‥‥という作品に多く出
会うことができ、あらためて「愛するあなたへの悪口コンテスト」のコンセプトの価値と底力を私は感じた。
　川柳的な巧みさや社会風刺を中心とする他のいくつかの賞の中で、この賞の成果はあきらかに〝愛〟と〝悪口〟という、相反
するかのごとき、二つの中心軸をもうけた戦略的設定がもたらしたものだ。〝愛〟と〝悪口〟の交錯によって生じるユーモアと諧
謔(かいぎゃく)の味、市井人や庶民の髄味と底力、粋人の切なさと生命力の醍醐味など、二つの軸から発する〝愛をこめた悪口〟と〝悪口めかした
愛〟など‥‥多様で遊び心にみちた特権的な言葉の自在な遊びも生みだしてきた。そしてお立合い、十七年のあいだに刻々と研きぬかれたこれ
らのセンスは、今回も存分に花ひらいていた。
　人間の弱点を最限なく追いつめ、いたぶるコロナ禍の暗雲に、〝愛〟と〝悪口〟という強靭な心棒を駆使する心意気で一矢報い、やがて風穴をあ
けるけしきが、この賞の前方で蜃気楼のごとくしかし頼もしくゆれているようである。

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演会場 主催／問い合せ入　場　料　等
島田市少年少女合唱団 第54回定期演奏会

私たちの音楽会　洋楽会

ホールホ○

  カラオケ歌謡祭

津村音楽教室　第６回音楽発表会

木月音楽教室
第44回 スプリングコンサート（ピアノ発表会）

高森有紀CONCERT VO.１４ ～愛につつまれて～
※当日無料ライブ配信決定　検索「2021高森有紀配信」

島田市民劇場4月例会
NLTプロデュース「しあわせの雨傘」

○

○

○

○

○

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

無料

無料

全席指定
５，０００円

無料・要整理券
（事前にお問合わせ下さい）

会員
（随時会員受付中）

4

10

11

18

24

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
津村
０９０－２５７６－８３５８10:00 11:30 無料

地域交流センター歩歩路ホール

島田市美術協j会（孕石）
０８０－３６２６－４６１５

＜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

曜日 催　　　　物 （開場）開演 終演 主催／問い合せ入　場　料　等
石間敬司
0547－36－910116:009：00 無料25日

3 土

夢づくり会館ホール

4月催物のご案内

島田市美術協会展

日

土

日

日

土

１６：0０

１7：0０

１６：３０

２１：００

16：００

１２：００

１3：3０

木月音楽教室
０５４７－３５－２８３７（東海林）

㈲高森有紀音楽事務所
０５４－629－7323

島田市少年少女合唱団育成会事務局
０80－4655－0022

（１４：３０）
１５：００

（１3：３０）
１4：００

島田市民劇場（月～金 １２：００～１７：００）
０５４７－３７－７００５
（河﨑）
０９０－６３３８－4310

（１８：００）
１８：３０

４月１９日（月）～４月２５日（日）
９：００～１７：００（最終日は１６：００まで）

諏訪原城 お城 エキスポ2020参戦 3月16日～3月28日 島田市役所 文化資源活用化課
0547－36－7381

＜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

行き届いたレッスンを目指し１クラス４人～５人。感染対策も万全に行っています。


