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全国各所の恐竜展示の監修や恐竜についての講演
恐竜イラストレーターとして活躍している人気の
恐竜研究家 恐竜くんが多治見にやってくる！

恐竜くんトークショー
「なぜ？なぞ？恐竜のふしぎ」

工作ワークショップ  翼竜教室
ヤマカまなびパークにて開催！

表紙イラスト／恐竜くん  ⓒ Masashi Tanaka
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夏

夏の
　子ども講座が

 いっぱい

いろいろ
 体験してみよう

！

8月5日（日）

夏休みイベント
楽しく学ぼ

う！

P2～P3へGo！
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精華公民館� ☎ 25-1533市之倉公民館� ☎ 22-3776

養正公民館� ☎ 25-3622

工業高校で“ものづくり体験”をしませんか？講師の
高校生と交流を図りながら作品を作ります。4コー
スで同時開催します。　共催：多治見工業高校

おしゃれなインテリアで話題のハーバリ
ウム！貝なども入れて夏らしい自分だけ
のハーバリウムを作ろう！

「感想文の書き方がわからない」そんな
悩みもあっという間に解決！今年も夏休
みの宿題は読書感想文から始めよう。

空手を習って精神的にも肉体的にも強くな
ろう！ “ 礼に始まり礼に終わる ” 空手。礼
儀作法も身につきますよ。

折り紙でかわいい “ くすだま ” を作りま
しょう！

大ホールを開放します。親子で卓球をしま
しょう！（必ず1人は保護者がついてください）

中央に押し花アートを施したコットンバッ
グを作ります。あなたは何を入れるかな？

無限に色と形が変わる、不思議で楽し
い折り紙工作です。夏休みの作品やプ
レゼントにしても喜ばれますよ。

子どもたちにも楽しめる、お茶のいた
だき方を学びます。和の心、おもてな
しの気持ちにふれる体験をしましょう。

【期　日】7月24日（火）
【時　間】9：30～12：00
【対象・定員】小学生・各コース20名
【講　師】多治見工業高校 生徒の皆さん
【参加費】700円
【持ち物】上履き、飲み物、持ち帰り袋
【場　所】集合解散：養正公民館

会場：多治見工業高校（陶元町207）
【申込み】受付中（詳細はHPをご覧いただくか

養正公民館へお問合せください）

【期　日】7月31日（火）
【時　間】① 9：30 ～10：30

②11：00 ～12：00
【対象・定員】小学生・①②各18名
【講　師】荒川直美
【参加費】600円
【持ち物】ピンセット、

手拭き
【申込み】受付中

【期　日】7月23日（月）・24日（火）
【時　間】9：30～11：00
【対象・定員】小学5～6年生・12名
【講　師】田口敬子
【参加費】500円
【持ち物】筆記用具、

本（必ず読んで
くること）

【申込み】受付中

【期　日】7月24日・31日
8月7日・21日・28日（火曜・全5回）

【時　間】19：00～21：00
【対象・定員】小・中学生・30名程度
【講　師】西田旭宏
【参加費】1,000円
【持ち物】飲み物、タオル、

動きやすい服
装で参加

【申込み】受付中

【期　日】7月30日（月）
【時　間】13：00～14：30
【対象・定員】小学生親子・16組
【参加費】100円
【持ち物】作品を入れる袋
【申込み】7月1日（日）10：00～

【期　日】7月30日（月）・31日（火）
【時　間】10：00～12：00

12：00～14：00
14：00～16：00

【対　象】小学生、中学生の親子
【定　員】4台（1台4人ぐらいまで）
【参加費】1台100円
【持ち物】あればラケット、

ピンポン玉
（貸出あり）

【申込み】受付中

【期　日】8月8日（水）
【時　間】10：00 ～11：30
【対象・定員】小学生・12名
【講　師】小畑真由美
【参加費】900円
【申込み】受付中

【期　日】7月25日、8月1日
（水曜・全2回）

【時　間】10：00～12：00
【対象・定員】小学生・10名程度

（親子参加も可）
【講　師】武内朝枝
【参加費】無料
【持ち物】折り紙

（同じ大きさのもの
54枚以上）

【申込み】受付中

【期　日】7月29日（日）
【時　間】9：30～11：30
【対象・定員】小学生・15名
【講　師】工藤宗佳
【参加費】500円
【持ち物】靴下着用、お持ちの方はふくさ
【申込み】受付中

養正 子どもの大学
多治見工業高校「夏のオープンキャンパス」

子どもだってハーバリウム

宿題おたすけ隊「読書感想文」 はじめてみよう！空手道 夏休みこども工作
折り紙で “ くすだま ” を作ろう

夏休み親子広場
親子で卓球をしよう！押し花アートのコットンバッグ

養正 子どもの大学
折り紙で作る「ふしぎなキューブ」

養正 子どもの大学
子ども茶道体験講座

夏の子ども講座
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小泉公民館� ☎ 29-1377

勤労者センター� ☎ 29-2283根本交流センター� ☎ 27-5500南姫公民館� ☎ 29-4880

赤ちゃんのために今できる事は何かな？
お産や子育ての応援講座！！
プレママさんと新米ママのお助け講座を
開講します。おやつの試食付きです。

読書感想文が「苦手」と思っている子に書
き方のコツを教えます。親子でほめあい
ながら宿題を早めに終わらせましょう。

押し花を使ってハガキに絵画作品を作り
ます。オリジナルの額に入れてステキに
飾りましょう！

【期　日】7月20日（金）
【時　間】10：00～12：00
【対象・定員】 妊婦さん又は1歳位までの

親子・16組
【講　師】岡田真依
【参加費】無料
【持ち物】運動のできる服装、

上靴
【申込み】受付中

【期　日】7月28日（土）・31日（火）、8月3日（金） 
全3回 （初回のみ親子参加で）

【時　間】2~3年の部 7/28 13：00～13：50
  7/31・8/3 9：00～ 9：50

4~6年の部 7/28 14：00～15：00
  7/31・8/3 10：00～11：00

【対象・定員】2～3年生・4～6年生 各15組
【講　師】谷口千鶴・松山央・田口明
【参加費】500円（1組）
【持ち物】感想文を書きたい本（読んできて

ください）、筆記用具、飲み物
【申込み】受付中

【期　日】8月9日（木）
【時　間】13：00～15：00
【対象・定員】小学生・20名
【講　師】小畑真由美
【参加費】1,150円（材料費込）
【持ち物】飲み物、持ち帰り袋、

ポケットティッシュ
【申込み】7月1日（日）

9：00～
電話にて

ひめのちびっ子ママサロン
やさしい食事の話＆簡単エアロビ

サマースクール
読書感想文 苦手っ子集まれ！
～親子でチャレンジ～

押し花アートで夏の作品つくり

12万個の星空を体感できるプラネタリウ
ムは最高！屋外では金星・土星・木星・
火星も観察できます。（雨天の場合、天文
クイズ・プラネタリウム）

夏休みに向けて、お父さんと一緒に木を使った工作
をしませんか。何を作るかは公民館で聞いてね！

ダンボールで「的当て空気砲」を作って遊びます。

お母さんと一緒にスフレチーズケーキをつくりましょう！

運動会に向けて、早く走れるコツを学びます。

根本交流センター周辺を物知り博士のお
話を聞きながら散策します。草花を使っ
て工作をしましょう。

夏休みでバテぎみな体をリフレッシュ！
楽しみながら体を動かして、お子さんの
身体の土台作りをしましょう！

【期　日】8月5日（日）
【時　間】19：00～21：00
【定　員】60名
【講　師】地球村星倶楽部
【参加費】無料
【申込み】受付中

【期　日】7月8日（日）　【時　間】9：00～12：00
【対象・定員】小学生親子・12組
【講　師】小木曽建築　　【参加費】3,500円（材料費込）
【持ち物】のこぎり、かなづち、軍手、インパクト（あれば）
【申込み】受付中

【期　日】8月1日（水）　【時　間】13：30～15：30
【対象・定員】小学生・20名
【講　師】村田祐一郎　【参加費】600円
【持ち物】飲み物、タオル【申込み】受付中

【期　日】7月22日（日）　　【時　間】10：00～13：00
【対象・定員】小学生親子・8組
【講　師】マザーグース　竹内正子
【参加費】1,200円
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん、筆記用具
【申込み】受付中

【期　日】8月26日（日）　　【時　間】10：00～11：30
【対象・定員】親子・20組
【講　師】多治見市陸上競技協会
【参加費】300円
【持ち物】飲み物、タオル　　【申込み】受付中

【期　日】8月4日（土）
【時　間】9：30～11：30
【対象・定員】小学生親子・10組
【講　師】深谷滋浩
【参加費】300円（1組）
【持ち物】帽子、タオル、飲み物、ビニール袋
【申込み】受付中

【期　日】8月2日（木）
【時　間】13：30～14：30
【対象・定員】小学生・15名
【講　師】永井亜紀　　【参加費】150円
【持ち物】タオル、飲み物、運動しやすい服装、

室内用シューズ（はだしでも可）
【申込み】受付中

星空観望会
プラネタリウムがやってきた！

親子木工教室

夏休みリトルカレッジ ダンボール工作

親子スイーツづくり

親子でかけっこのコツを覚えよう

サマースクール
自然の中で草花あそび
～観てみよう、作ってみよう～

コアキッズ体操！

●イベント内容は変更する場合があります。詳しくは主催者に直接お問合せください。
●講座の様子は、記録として写真撮影いたします。また、PRのため広報誌やホームページに
掲載させていただく場合があります。掲載を希望されない場合は講座時にお申し出ください。

マークは、多治見市が進めている
親育ち4・3・6・3たじみプラン協賛事業です。
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バロー文化ホール 検　索

会場：大ホール
開場 16:30 ／開演 17:0010月21日㊐

会場：大ホール
開場 18:00 ／開演 18:3011月28日㊌

会場：大ホール
開場 13:30 ／開演 14:0010月28日㊐

会場：大ホール
開場 16:00 ／開演 17:0010月14日㊐

2018年9月にデビュー35周年
を迎える藤井フミヤ、アニバー
サリーツアーが決定 !!
ソロはもちろん、チェッカーズや
F-BLOODの楽曲も盛り込んだ
究極のセットリストが実現。5年
に一度の祝祭ならではの特別な
ステージをご堪能ください。

音と音から見えてくる風景。そこ
にあるのは、ただ心のみ…。
太鼓を中心とした伝統的な音楽芸
能に無限の可能性を見いだし、現
代への再創造を試みる集団・鼓童
が11年ぶりに多治見へやってき
ます。出会いとつながりが生む物
語を感情豊かに太鼓で語ります。

ＢＳ日テレ「ＢＳ日本・こころの歌」でおなじみ、美しい日本のう
たや世界の名曲などを歌い継ぐ男女混声コーラスグループ「フォレス
タ」。たくさんのリクエストにお応えして3年ぶりに登場します。

HY( エイチワイ）の STORYがつまった BEST 盤ツアー開催決定！！
今のHYが奏でる名曲たちをぜひあなたの耳で、こころで、感じて
ください。

【全席指定】　
8,000円　(Club会員　同額）(Club会員　同額）

【全席指定】　
Ｓ席	 5,500円	(Club会員	 同額）(Club会員	 同額）
Ａ席	 5,000円

【全席指定】　
Ｓ席　5,500円　(Club会員　5,000円）(Club会員　5,000円）
Ａ席　4,500円

【全席指定】　
6,000円　(Club会員		同額）(Club会員		同額）

［Club会員先行発売］［Club会員先行発売］　7月15日	(日)
［一般発売］［一般発売］                7月22日	(日)

［Club会員先行発売］［Club会員先行発売］　7月14日	(土)
［一般発売］［一般発売］                7月21日	(土)

［Club会員先行発売］［Club会員先行発売］　8月	4	日	(土)
［一般発売］［一般発売］                8月25日	(土)

［Club会員先行発売］［Club会員先行発売］　7月	7	日	(土)
［一般発売］［一般発売］                7月29日	(日)

Pコード　116-942 Pコード　113-490

※当日500円増
※3歳以上入場可
　ただしチケット必要

※3歳以上チケット必要
※2歳以下のお子さまはチケット不要
　（膝上での鑑賞可）
　共催：ぎふチャン

企画制作：北前船
協力：中京テレビ事業

※写真はイメージです

藤井フミヤ 35th ANNIVERSARY TOUR 2018
     　“35 Years of Love”

太鼓芸能集団 鼓童 「巡-MEGURU-」H
エイチワイ

Y  STORY TOUR

フォレスタコンサートin多治見

Pコード　119-190　　　　Lコード　42667

★発売日に限り、お一人様４枚まで
★たじとも Club（有効期限 2019 年 3 月 31 日）の先行
販売は 4枚まで、うち割引は１公演につき２枚まで

★たじともClub は各発売日の 3日前までにご入会手続きが
必要です

★窓口にてクレジットカードをご利用いただけます
★公演当日までバロー文化ホールでのチケット預かりサー
ビス有り（料金受領後）

★チケット郵送サービス、チケット代引きサービス有り
■バロー文化ホール	オンラインチケットサービス（7:00 ～）
■バロー文化ホール　窓口発売　9：00～	
■電話受付　
　・バロー文化ホール	☎0572-23-2600
　　（初日のみ 12:00 ～）
　・ローソンチケット	☎0570-084-004（10:00 ～）
　・チケットぴあ　											☎0570-02-9999（10:00 ～）

託児サービス
託児を受付いたします。
公演日の一週間前までにお申込ください。
お一人様 1回 1,000 円 ( 当日はキャンセル不可）

団体・グループでのご予約特典
10 名様以上でのお申込で、一般発売に先駆けてご
予約いただけます。左記のマークのある公演に限
ります。
一般発売日、およびその前３日間は受付できません。
10名以上対象／ 50名以上で 10％割引／
100名以上で 15％割引

駅北立体駐車場２時間サービス
イベント当日に限り駅北立体駐車場の 2時間無料
サービスを実施します。駐車券をバロー文化ホー
ル窓口へご持参ください。（2時間を超える分は有
料）

託

児あ
り要申

込

託

児あ
り要申

込

託

児あ
り要申

込

託

児あ
り要申

込

チケットのご購入方法チケットのご購入方法 マークの説明マークの説明

※表記のない場合、未就学児入場不可

フェイスブック、ツイッターやってます！フェイスブック、ツイッターやってます！

＠ tajimibunka＠ tajimibunka

ホールで行われるイベント情報や
チケット情報、日常の一コマなど、
チラシや広報誌、ホームページ
だけではお伝えしきれない耳より
情報をお届けしています。

バロー
文化ホール

多治見市十九田町2　―　8

☎（0572）23　―　2600
開館時間　9：00～21：30
火曜休館（祝日を除く）
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4～7ページのイベントのお問合せは
バロー文化ホール　☎（0572）23　―　2600

会場：大ホール
開場 16:00 ／開演 16:309月24日㊊㊡

7月7日㊏ 8月10日㊎ 8月26日㊐

会場：大ホール
開場 14:30 ／開演 15:0010月27日㊏

会場：小ホール　開場18:30／開演19:00会場：小ホール　開場18:30／開演19:00

会場：大ホール舞台上
開場 13:00 ／開演 13:30

12月3日㊊10月24日㊌

会場：大ホール

開場16:00
開演17:00

会場：大ホール

開場13:30
開演14:00

会場：大ホール

開場13:30
開演14:00

7月11日㊌
9月12日㊌

高嶋ちさ子が、2006年に立ち上げた “観
ても、聴いても、美しく、楽しい ”ヴァイオ
リン・アンサンブル。コンサートでは、ク
ラシックの名曲のみならず、様々なレパート
リーを12本のヴァイオリン・アレンジで演
奏します。クラシックが大好きな人も、苦
手な人も、美しい姿から繰り出される魅惑
のハーモニーの虜になること間違いなし。

今注目のジャズピアニスト
H	ZETT	Mの “独演会 ”は
ユーモアセンスのある基本
的な性格も現れ、音楽とと
もに彼の一挙手一投足にま
で観客を釘付けにすること
間違いなし。

歴史と芸術豊かなウクライ
ナより若さと気品あふれる
バレエ団が再来日！チャイ
コフスキー永遠のバレエ作
品「眠れる森の美女」を全
幕でお届けします。

人気 TV番組「プレバト !!」
でおなじみの辛口先生が
やってくる！	俳句にまつ
わる楽しいお話を交えなが
ら、作句に挑戦。終わった
後はきっと俳句が好きにな
る !!

昨年、第15回ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクールにおいて第3位入
賞と同時に新曲演奏賞、室内楽演奏賞を受賞し、世界中にその名をとどろか
せた俊英、ダニエル・シュー。現代の「ピアノの
詩人」がショパンらの名曲の数々を演奏します。
躍進を続けるシューの現在にご期待ください。
《プログラム》
ショパン:ノクターン　作品62
ショパン:アンダンテ・スピアナートと華麗なる
　　　　大ポロネーズ　作品22　ほか

「たじみワンコイン寄席」
でお馴染み柳家花ん謝が、
9月に真打に昇進！これを
記念し、真打昇進口上を当
館で行います。
【出演】
柳家花ん謝	改め	柳家勧之助
柳家花緑

日常のちょっとした話
題を滑稽に演ずる狂言。
若手狂言師・茂山逸平
による狂言入門講座も
ありますので、気軽に
楽しめます。
【出演】
茂山宗彦
茂山逸平ほか

寄席小屋のような特別な空間で、噺家の話芸を
ぐっと間近に感じていただけます。
【出演】		春風亭正太郎（7月）		柳家花ん謝（9月）

【全席指定】　
一般		5,000円　(Club会員　4,500円）(Club会員　4,500円）
高校生以下		4,500円

【全席指定】　
一般		4,500円
(Club会員　4,000円）(Club会員　4,000円）
高校生以下		2,000円

【全席指定】　
一般		3,800円
(Club会員　3,600円）(Club会員　3,600円）
小学生以下		3,600円

【全席指定】　
一般		2,000円
(Club会員　1,500円）(Club会員　1,500円）
高校生以下		1,000円

【全席指定】　
一般		3,000円　(Club会員　2,000円）(Club会員　2,000円）
高校生以下		1,000円

【全席指定】　
ご祝儀席（おみやげ付）3,800円
Ｓ席		2,300円　　A	席		1,800円

【全席自由】　
一般		3,000円　(Club会員　2,500円）(Club会員　2,500円）
高校生以下		500円

【全席自由】
500円

［Club会員先行発売］［Club会員先行発売］　7月	1	日	(日)
［一般発売］［一般発売］                7月	8	日	(日) ［一般発売］［一般発売］                7月	7	日	(土)

［一般発売］［一般発売］                9月16日	(日)［一般発売］［一般発売］                8月5日	(日)

Pコード　116-944

Pコード　638-449

Pコード　116-193　　　　Lコード　45049

Pコード		105-098										Lコード		43326 Pコード		484-994										Lコード		43678

※３歳以下入場不可 ※３歳以下入場不可

花ん謝 改め

柳家勧之助 真打昇進披露公演
茂山狂言会

狂言のイロハ たじみワンコイン寄席

The Cliburn Competition 2017 Winners Tour 

ダニエル・シュー　ピアノリサイタル2018高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー2018「女神たちの華麗なる音楽会」

H ZETT M
ピアノ独演会2018夏 七夕の陣in岐阜

キエフ・クラシック・バレエ
眠れる森の美女 夏井いつき  句会ライブ

其の八

其の九

託

児あ
り要申

込託

児あ
り要申

込

託

児あ
り要申

込

託

児あ
り要申

込託

児あ
り要申

込 託

児あ
り要申

込

託

児あ
り要申

込

託

児あ
り要申

込

残席
わずか

好評
発売中

残席
わずか

好評
発売中
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バロー文化ホール 検　索

あなたが主役！あなたが主役！
「ロビーde「ロビー de
マイコンサート」マイコンサート」

出演者募集出演者募集
大ホールロビーがあなたのステージ
になります！気軽な発表会として、
大ホールのロビーを利用してみませ
んか？
【募 集 数】毎月１組（10月～12月の
　　　　　3カ月分を募集します）
【募集開始】7月 1日（日）10:00～
【申込方法】所定の申込用紙をバロー
　　　　　文化ホール窓口まで提出
※詳細は募集要項（ホームページ掲載）
　をご覧ください

クリスマスコンサートクリスマスコンサート
参加者募集参加者募集

12/23（日）開催の「多治見少年少女合唱団とシニ
アコアクリスマスコンサート」でオーケストラが
奏でるメサイアを一緒に歌ってみませんか。

リハーサル 12/22（土）　本番 12/23（日）リハーサル 12/22（土）　本番 12/23（日）
◆ハレルヤ・クワイア（合唱団）
　【練習日】11/11・18・25、12/2・9・16
　　　　　　（日曜・全 6回）17:00～ 19:00
　【対　象】小 3以上（男女問わず）※大人も歓迎
　【指　揮】柘植洋子（多治見少年少女合唱団）
◆ソリスト
　【オーディション】8/12( 日）
　【定　員】ソプラノ・テノール・バリトン（各 1名）
◆オーケストラ
　【練習日】12/12・22・23（全 3回）
　【対　象】楽譜が読めて、楽器の演奏ができる方

【参加費】2,500円（楽譜代別途）
※詳細はバロー文化ホールへお問合せください

主催：多治見少年少女合唱団

ロビーdeマイコンサート 
Pa Hula Kanikapila

（パ・フラ・カニカピラ）

8月19日㊐
会場：大ホールロビー
開演11:00

ロビーがみんなのコンサート会場に！
ウクレレの生演奏とともに、フラガー
ルたちが夏の気分を盛り上げます。

楽器に触って、指揮者の体験を
して、舞台の裏側を探検して、
最後はみんなで楽しむオーケストラの本格コンサート。小さ
なお子さまも楽しめる、超お得な企画です。
【指揮】新田ユリ　【管弦楽】愛知室内オーケストラ
【プログラム】チャイコフスキー：「白鳥の湖」より
　　　　　　	「四羽の白鳥の踊り」ほか

お絵かきや工作、書道体験など、元気キッ
ズの想像力・表現力をシゲキする 20のブー
スが集まります。
【料金】無料～ 400円以内

マジックショー、クイズ大会な
ど楽しいプログラムが目白押
し！

オーケストラにつ
いて楽しく学ぶ体
験型イベント。気
分は指揮者！？
【内容】楽器体験（木管楽器・金管楽器・

打楽器）、指揮者体験、舞台裏
探検

【料金】無料（参加にはファイナルコン
サートのチケットが必要です）

【申込み】不要、当日お越しください

ホールの舞台でグランドピアノの演奏を1時間楽しめます。もちろん反響板や照明も完備。

子どもたちの感性を刺激する1日。いろんな種類の工作ワークショップや
体験コーナーが出展します。大人も子どももいっしょになって楽しんじゃおう。

【対　象】どなたでも
　　　　・小学生以下は保護者同伴
　　　　・個人練習としてご利用ください（営利目的の指導練習不可）
　　　　・必ずピアノを使用してください（連弾・アンサンブル可）
【申込み】9/2（日）10:00～窓口（空きがあれば11:00～電話）
														お申込時に希望時間をご選択ください。
※会場内は、身内の方や友人など、関係者による入場可

【募集定員】大・小ホール　各12名
【使用ピアノ】スタインウェイD274（大ホール）
　　　　　　	ベーゼンドルファー275（小ホール）

【募集定員】12名
【使用ピアノ】スタインウェイD274
【料金】1時間につき1,000円

※未就学児入場可

※未就学児入場可

会場：大ホール舞台上
開演13:30

10:00 ～ 15:00

会場：大ホール
開演 15:00 10:00 ～ 14:30

会場：大ホールロビー　開演 19:00

会場：大ホール・小ホール
9:00 ～ 21:00 会場：大ホール　9:00 ～ 21:00

9月9日㊐

7月28日㊏

9月28日㊎ 9月23日㊐

7月13日㊎

9月21日㊎

多治見が誇る音楽兄
妹が満を持して臨む
リサイタル！

名古屋音楽大学との協定を記念し、学生たちによる
フレッシュなコンサートを2回にわたり開催します。

スイーツタイムミュージックvol.10

古田友哉・汐里
デュオリサイタル

ふらっとコンサートvol.20・21

名古屋音楽大学
ロビーコンサート

お客様感謝DAY

みんなでてりゃあ夏まつり協賛事業　夏休み！ こどもパーク

ピアノ無料開放ピアノ無料開放 憧れのスタインウェイ憧れのスタインウェイ
ピアノを弾いてみよう！ピアノを弾いてみよう！

金管アンサンブル金管アンサンブル
＆ピアノ＆ピアノ

声楽＆ピアノ声楽＆ピアノ

子どものためのオーケストラテーマパーク子どものためのオーケストラテーマパーク

わくわくエリアわくわくエリア うきうきステージうきうきステージ

ファイナルコンサート 楽器の部屋へようこそ♪
体験ワークショップ

【全席自由】　
一般		1,500円　(Club会員　1,000円）　(Club会員　1,000円）　高校生以下		500円
※３歳未満児は保護者１名につき１名無料（２名以上は有料）
※本事業は宝くじの助成を受けて実施します

好評
発売中

Pコード　111-157

【全席自由】　
前売り	1,000円
（お茶・お菓子つき）

Lコード　41788

残席
わずか

入場無料

入場無料

託

児あ
り要申

込

バロー
文化ホール

多治見市十九田町2　―　8

☎（0572）23　―　2600
開館時間　9：00～21：30
火曜休館（祝日を除く）

Bun　Bunねっと　No.836

入場無料



4～7ページのイベントのお問合せは
バロー文化ホール　☎（0572）23　―　2600

【日　時】
10/17（水）・29（月）、11/18（日）、12/19（水）
19:00 ～ 21:30（11/18 のみ 14:00 ～ 17:00）
1/16（水）、2/6（水）・21（木）、3/13（水）・27（水）
18:30 ～ 21:30
【講　師】茂山逸平　　【受講料】6,000 円
【持ち物】白足袋、稽古時は動きやすい格好（ジャージなどが良い）
　　　　発表会は、装束をつけます（別途レンタル料必要）

心に残るモノ、風景、ことば、音楽など、多治心に残るモノ、風景、ことば、音楽など、多治
見の思い出エピソードを募集します。エピソー見の思い出エピソードを募集します。エピソー
ドは演劇の題材として舞台で上演します。ドは演劇の題材として舞台で上演します。
【内　容】多治見の思い出エピソードを400 字

以内でまとめてください（様式自由）。
作品は返却しません。

【応募資格】どなたでも　　【発　表】2019年 1月予定
【賞　品】「みんなでつくる市民劇」本公演チケット及び副賞
　　　　　※採用エピソードは展示発表をいたします
【締　切】9月2日（日）までに窓口、FAX、メールにてご応募ください

戯曲の特徴や作法を伝えつつ、思い出エピソー戯曲の特徴や作法を伝えつつ、思い出エピソー
ドなどを取り入れた戯曲つくりにチャレンジしドなどを取り入れた戯曲つくりにチャレンジし
ます。ます。
【日　時】9/2・16、10/7・20、11/25
　　　　13:30～ 16:30
【講　師】平塚直隆（劇作家）
【対　象】高校生以上　　【受講料】3,000 円　　【申込み】受付中

戯曲講座にて作成された作品を取り上げ、一つの戯曲講座にて作成された作品を取り上げ、一つの
舞台作品をつくり、最終日に発表会を行います。舞台作品をつくり、最終日に発表会を行います。
【日　時】11/7・21、12/10・12・19・26、
　　　　	1/9・21・23・30、2/2・6・13・16・

18・20・21・22・23・24
【講　師】川村ミチル（劇団そらのゆめ主宰）
【対　象】小学 4年生以上
　　　　	（小・中学生は親の承諾書が必要です）
【受講料】5,000 円
【申込み】受付中

【日　時】
10/27（土）、11/25（日）、12/16（日）、1/14（月・祝）
1/27（日）、2/3（日）・17（日）、3/10（日）・29（金）
19:00 ～ 21:00（初日のみ 11:00 ～ 16:00）
【講　師】宝井一凛　　【受講料】6,000 円
【教材代】1,000 円（張り扇代）　※昨年参加された方は不要
【持ち物】（お持ちの方は）扇子、手ぬぐい

【日　時】
10/27、11/24、12/22（以上は土曜）
1/16・30、2/13・27、3/13・27（以上は水曜）
水曜 19:00 ～ 21:00、土曜 13:00 ～ 15:00
初日のみ 11:00 ～ 16:00
【講　師】柳家花ん謝　　【受講料】6,000 円
【持ち物】扇子、手ぬぐい
														（お持ちでない方は講師より購入していただきます）

ロック、ポップス、ブルースなど、
様々なジャンルのバンドが登場し
ます。

日本の伝統芸能に挑戦してみませんか。
2019年3月30日（土）に発表会を行います。

【申込み】受付中　電話、FAX、窓口、メールにて

市内外のハンドメイド作家が大集合！
今年は光の演出でお客様をお迎えし
ます。

会場：大ホールロビー
会場：展示室ほか

◆だれが利用できるの？◆だれが利用できるの？
どなたでも無料で利用できます。ご利用に先立ち「利用登録」が必要です。
※同一電話番号で複数の登録はできません
※18歳未満の方の登録はできません
◆どのチケットを扱うの？◆どのチケットを扱うの？
バロー文化ホール主催公演のチケットが対象です。
※一部販売しない公演もあります
◆販売開始時間は？◆販売開始時間は？
発売日は午前 7時からインターネット、午前 9時から窓口で販売を開始します。
◆窓口で扱う席とインターネットで扱う席は違うの？◆窓口で扱う席とインターネットで扱う席は違うの？
発売初日のインターネット販売席は一部の座席となりますが、窓口で販売する
席と同等の場所を提供します。

◆チケット代の支払方法は？◆チケット代の支払方法は？
「クレジットカード決済」および「セブンイレブンにて支払」の
いずれかをお選びいただけます。
※「クレジットカード決済」の場合、１回の取引につき200円（税
込）の手数料が必要です

※「セブンイレブンにて支払」の場合、１枚に
つき200円（税込）の手数料が必要です

◆チケットの受け取りは？◆チケットの受け取りは？
セブンイレブンで発券できます。
バロー文化ホール窓口では発券できません。
◆座席は選べるの？◆座席は選べるの？
ご自身で好きな席を選べます。

７月より、バロー文化ホールのホームページからチケットを購入できるシステムを導入します。

※未就学児入場可

主催：たじみ音楽でまちづくりコンサート委員会、
　　　ON	music	project
共催：多治見市文化会館（7月・8月のみ）

助成：（一財）地域創造 平成30年度文化庁劇場
音楽堂等機能強化推進事業

神谷英里佳森岡日向野太田紗耶平林希乃美

12:00 ～ 18:00

会場：市役所駅北庁舎

〈各回とも〉　開演 14:00
【全席自由】　1,000円

会場：アートスペースホリエ会場：大ホールロビー会場：大ホールロビー

9月15日㊏

10月21日㊐9月16日㊐8月11日㊏㊗7月8日㊐

リレーコンサート多治見

19音市（じゅうきゅうおといち）

Vol.6Vol.5Vol.4Vol.3           （フルート）                  （ハープ）          （フルート）                  （ハープ）
森岡日向野×神谷英里佳森岡日向野×神谷英里佳

         （ピアノ）              （フルート）         （ピアノ）              （フルート）
太田紗耶×森岡日向野太田紗耶×森岡日向野

          （ソプラノ）          （ソプラノ）              （ピアノ）（ピアノ）
平林希乃美×太田紗耶平林希乃美×太田紗耶

         （ピアノ）         （ピアノ）              （ソプラノ）（ソプラノ）
奥谷　翔×平林希乃美奥谷　翔×平林希乃美

ミュージックミュージック
ジャングルジャングル

光のマルシェ光のマルシェ

◉狂言コース

◉思い出エピソード募集

◉戯曲講座

◉演劇ワークショップ

◉講談コース

◉落語コース

好評
発売中

和芸フリースクール「たじみde和芸」 みんなでつくる市民劇

入場無料

インターネットでチケットの申し込みができるようになりました！インターネットでチケットの申し込みができるようになりました！

Bun　Bunねっと　No.83 7



三の倉市民の里　地球村 検　索

【利用料】
　アクアプレイ：無料
　水鉄砲：４台まで１時間100円
　流しそうめんマシーン：１回300円
　かき氷機：１回100円

夏！
ぼくたちを
探しに
きてね！

ア
ク
ア
プ
レ
イ

↑↑

※流しそうめんマシーン、かき氷機の
利用はご宿泊の方のみ（予約受付中　・
数量限定）

↑
流
し
そ
う
め
ん
マ
シ
ー
ン

夏休み期間中（7/23～8/26）
は火曜日も臨時開館します。
※施設点検のため火曜日から
　水曜日にかけての宿泊は
　できません

家族で楽しめるバーベキューテーブル
＆コンロセットをキャンプ場に期間限定で特設します
期　　間　８月13日（月）～19日（日）
利用時間　10：00～15：00
【対　　象】　どなたでも
【席　　数】　４卓（６人掛け、８人まで）
【利用料金】　１卓毎１日の利用につき1,500円
【場　　所】　キャンプ場
　　　　　　※地球村本館から離れた場所となります
【持　ち　物】　材料等はご持参ください
　　　　　　※炭、使い捨て食器等は窓口でも
　　　　　　　お買い求めいただけます
【申　込　み】　7月8日(日）9：00～電話または窓口にて

キッズルーム
無料で遊べるキッズルームに
カラフルな遊具が続々登場し、
ますます子どもが喜ぶお部屋に！
エアコンのついた室内なので親
子で安心、快適に
遊べますよ。
※対象：６歳以下

リニューアルした地球村で
　　夏休みを全力で楽しもう！！

夏の日帰りバーベキュー

本館ロビー
本館のロビーは日帰りでふらっと
遊ぶのに最適。
ボードゲームやブックコーナー
などを取り揃えており、開放的
なテラスでの読書は避暑地気分。
バードコールやキーホルダー
など、予約のいらない工作も
できますよ。
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本館宿泊室
新しく華やかなカーテン、お部
屋ごとの鍵を取り付け、ルーム
ランプもご用意。
よりプライベートに使いやすく
なりました。
合宿、研修だけでなく、親睦や
家族でのご利用がますます快適に。

ログハウス
照明、カーペットなども一新し、
ナチュラルなお部屋に快適さを
プラス。
おしゃれな空間で過ごす時間は
気分までスタイリッシュに変え
てくれます。
料金一例（市内料金）
　一泊　5,400円から

期 間 限 定 ！

地球村には多目的グラウンド、テニスコート　（クレイ
コート、4面）　があることをご存知ですか？
本館で宿泊すればグラウンドはすぐそこ。
ぜひ、地球村のスポーツ施設をご利用ください。

夏休みの地球村はウォーター
ワールド！小さなお子さんも
楽しく水遊びできるアクアプ
レイを充実させました。
ログハウスの中でも楽しめる
流しそうめんマシーンも貸出中。
暑い夏も楽しく
遊べますよ。

問題を解きながら山林を歩くオリエンテーリングに挑戦！
問題を刷新し、新しくなりました。
90分コースと60分コースが楽しめます。
森林浴をしながらのオリエンテーリングで
自然のパワーを充電しよう！
【対　象】	どなたでも
	 参加無料

コースを回りながら
虫捕りも

できちゃうかも！

森の散策コース・クイズも新しく！

スポーツ合宿も地球村で！

夏ならではの
体験を
してみない？

地球村

ママも安心の屋根付き会場
で雨天でも実施ＯＫ。
車を近くに停められるので
オートキャンプ気分で使え
ます。水道も使えるので洗
い物も楽ちん。
網、鉄板付き。

本館、ログハウスにご宿泊のお客様は
テニスコートが無料で使えます！
（１団体につき１コート、１時間まで）
毎月第４日曜　テニスコート１時間無料
のテニスデーも実施中

屋根付き
　！

多治見市
街より

　　2～
3度涼し

い！

料金一例（市内料金）	 グラウンド	 １時間　260円
	 テニスコート（１面）	 １時間　510円

7月21日（土）～8月29日（水）

三の倉市民の里
地球村

多治見市三の倉町猪場37

☎（0572）24　―　3212
開館時間　8：30～17：00
火曜休館
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夏の工作お助け隊
８月８日、15日（水）　10：00～12：00
【対　象】	小学生　（２年生以下は保護者同伴)
【定　員】各日12名
【参加費】300円

（同伴する保護者は不要）
【持ち物】汚れてもよい服装
【申込み】7月14日(土)9：00～
　　　　　電話または窓口にて

【対　象】	小学生　（２年生以下は保護者同伴)
【定　員】	15名
【講　師】	多治見昆虫会
【参加費】	600円　(同伴する保護者は不要)
	 標本つくりセット付
【持ち物】	弁当、水筒、虫取り網、虫かご、筆記用具、	

野外活動可能な服装、靴、帽子
【申込み】	７月７日（土）9：00～

	電話または窓口にて

７月15日（日）10：00～15：00

午前中は虫とり！
午後からは標本つくりに

チャレンジ！

夏休み

昆虫採集　●　標本つくり教室＆大人気

【対　象】どなたでも
【講　師】地球村星倶楽部
【参加費】無料　　【申込み】不要

７月…金星、木星、土星
７月末～８月初旬は
15年ぶりに火星が大接近！

７月７日、14日、21日　20：00～21：30
９月１日、　８　日、22日　19：30～21：00
(各土曜日)　※雨天、曇天中止

７月７日(土)、８日(日)、21日(土)
８月４日(土)、５日(日)、18日(土)
９月１日(土)、２日(日)、15日(土)
各日10：00～12：00
　　13：00～15：00

サタデースターナイト

※中止の際は当日17：00の時点で
　ホームページ上で告知します

今シーズンの
見どころ【対　象】どなたでも

【講　師】多治見峰遊会
【持ち物】運動できる服装
【参加費】無料　　【申込み】不要

【対象・定員】どなたでも・各回10組
【受付数】サツマイモ100口（１口５株)
　　　　　サトイモ60口（１口２株)
【参加費】各１口600円
【持ち物】動きやすい服装、飲み物、お芋を入れる袋など
　　　　　※雨天時はレインコートなど
　　　　　※会場は駐車場から徒歩2～3分程度
　　　　　　離れた場所となります。
【申込み】９月15日（土）９：　00～　電話または窓口にて
　　　　　※１件の申し込みにつき計５口まで

10月６日(土）　※雨天決行� 協力：㈲池田南営農
①9　：　30～　②10　：　15～　③11　：　00～　④11　：　45～
掘って楽しい、食べればおいしい
おいもの収穫体験です。

【対　象】どなたでも
【講　師】地球村星倶楽部
【参加費】無料
【会　場】	体験学習棟
【申込み】不要

ほれとれ祭り秋の食べ物

地球村の木の実や枝などを
グルーガンでくっつけて君だけの
オリジナル作品を作ろう！

木星、土星
、火星、月

と

見どころが
満載の１日

！

この機会に
お見逃しな

く

吉例　秋の星見世
９月15日（土）　18：50開場、19：00開始
※雨天、曇天時も実施

プラネタリウムもあるよ

※写真はイメージです

恐竜サイエンス
化石発掘体験＆レプリカ作り

岐阜県博物館アウトリーチ事業

地球村がみんなの工作をお手伝い

期　　間　８月13日（月）～19日（日）
利用時間　10：00～15：00

大人のくつろぎ空間

【対　　象】	ご宿泊の方、18歳以上
【利用料金】	１時間300円

（１室貸切、５名様程度まで
	お使いいただけます)

【場　　所】体験学習棟、半室
【申　込　み】	７月８日（日）9：00～
	 電話または窓口にて
	 ※1時間ごとの予約制

地球村が１日パワースポットに！
女性に大人気の「おとめの集い」が
地球村にやってきます。
緑あふれる空間でセラピーやマッサ
ージ、占いにおいしいスイーツ、フ
ード、宝探しやステージパフォーマ
ンスなど盛り沢山なイベントです。
家族そろって地球村でリフレッシュしましょう。
男性の方や親子連れで
　　　　楽しめるコーナーもありますよ！

詳細はおとめの集いＨＰへ
https://otomeno-kai.jimdo.com

おとめの集い in地球村
～森の中でとびっきりのわくわく体験を～

９月８日（土）10：00～15：00
入場無料（各体験、フードブースは料金がかかります）

大人もゆっくり休みたい！
ハンモック、マッサージチェアなどが揃った
お部屋で心と体の疲れをリセットしましょう。
気分はグランピング！

NEWリゾートルーム
冷房完備　！

現在活躍中の
占い師が
地球村に集結！
お好きな占い師
を選んで占って
もらいましょう！

学習棟が

占いの館に！

毎年この季節
恒例の流星群！
星倶楽部と一緒に
観望にチャレンジ
【対　象】	どなたでも
【参加費】	無料
【会　場】	地球村グラウンド
【申込み】	不要
【持ち物】	飲み物、軽食、虫除け、
	 ピクニックシートや寝袋など

８月12日（日）　21：00～
※雨天、曇天中止

ペルセウス座流星群観測会
地球村星倶楽部ではこんな活動もしています

【対象・定員】小学生・15名
【講　師】土田牧也、鈴木春菜

（岐阜県博物館職員）
【参加費】500円
【申込み】7月7日（土）９：00～
　　　　　電話または窓口にて
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恐竜の事をたくさん教えてもらおう！
岐阜県博物館の先生が地球村に
やってきます！
実物化石の型からレプリカ
（複製見本）を作ってみよう。
今回は特別に本物の化石を
取り出す体験もできちゃう！

８月１日（水）　10：00～12：00
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Kasahara cooking club

手早く、安く、満足感のある美味しい晩ごはんを作りませ
んか？数々のコツを伝授！

習ったパンがお家ですぐできる！手ごねパン教室。材料にも
こだわった、おいしくて体に優しいパンを作ってみませんか。

洞谷先生がレシピ本には載ってい
ないような、ちょっとしたコツや
ポイントを伝授します。メモ必須！

11月25日（日）　　　13：30　　　14：00開場 開演

9月8日（土）　　　13：00　　　13：30開場 開演 8月1日（水） 　　13：00　　　13：30開場 開演

7月6日（金） 10：00～12：00

8月4日（土） （コーナーにより時間が異なります）

夜のお菓子教室
きっとわかる、レシピの基本

洞谷式おいしい時短レシピ
～すぐに作りたくなる おウチごはん～

エリコ先生のおいしいパン教室

【参加費】入場無料・各ブース200円　【主　催】TJMoms！　【共　催】笠原中央公民館・多治見市保健センター

【参加費】500円　※カラオケ演奏
【申込み】受付中

【対象・定員】年少からどなたでも・15名　※最少催行人数5名
【講　師】加藤悠里子　【参加費】3,000円（未就学児の場合、親子料金）

【チケット】全席自由　大人（中学生以上） 1,500円　　子ども（小学生） 500円
　　　　　未就学児 300円　  　親子（未就学児1名まで） 1,600円

【チケット発売】7月1日（日）～
【出　　演】間瀬礼章（語り・パフォーマンス） 安藤鮎子（パフォーマンス）

安藤よしの（フルート） 小川真騎子（ハープ）
伊藤玉木（コントラバス） 三袮沢信（ドラム・パーカッション）

【プレイガイド】笠原中央公民館 ☎ 43-5155　　バロー文化ホール　☎ 23-2600
ヤマカまなびパーク ☎ 23-7022

8月21日（火）
19：00～21：00

②9月11日（火） 19：00～21：00
②9月22日（土） 9：30～13：00

①8月11日（土） 9：30～13：00①7月10日（火） 19：00～21：00

7月28日、8月25日、9月15日、10月13日、11月10日、12月22日
（土曜・全6回）　9：00～10：00

【定　員】各24名　【講　師】洞谷多美江
【参加費】各1,600円　

【対象・定員】各20名　親子参加可（子ども2名まで・4歳から参加可）
※親子1組で1人前の材料となります

【講　師】可児枝里子　【参加費】各1,850円
【申込み】①② 7月1日（日） 9：00～ 受付開始

【定　員】20名
【講　師】洞谷多美江
【参加費】1,600円

・ナッツショート
ブレッド ほか

・とうもろこしピラフ
・鶏のからあげエスニック風 ほか

・クリームパン　・豆乳パンナコッタ

・ベーコンの三つ編みパン
・甘夏あんの水まんじゅう・牛すき丼

・胡麻豆腐 ほか

Drops（ドロップス）！！
こころが躍る！ ～詩と音楽とパフォーマンス～

０・１・２・３歳集まれ！ ～心と体と知性を育む～
ママと子どものしあわせフェスティバル

かさはらいこまい祭り2018

誰でも参加できる音楽劇Vol.7　我らの『吾が輩はネコである』

夏目漱石『吾輩は猫である』をベースに井上堯之氏の楽曲で紡がれるオリジナルな舞台。
どんな舞台になるかは…お楽しみに！！

リズム感のある谷川俊太郎氏の詩や、音楽・パフォーマンスで次々に繰り広げられる
舞台。しっとり聞いたり、楽しく踊ったり…缶に入ったドロップのように、次は何が
出るのか…ワクワクドキドキ！！

アザレアホールの舞台で、あなたの歌声を響
かせましょう。きっと気持ちいいですよ！！

太鼓を叩いてみたい！という気持ちから始める講座。小さい子でも親子でなら大丈夫です！！

子育て中のファミリーを応援するイベントが盛り
だくさんです！子育て中のママはもちろん、妊娠
中の方や地域の方も是非おこしください。

親子英語・バランスボール
親子体操・マヤ暦・ベビーフォト
アロマde足湯・保健師さんの健
康相談の各ブースが出展

内容

生演奏で盆踊り

屋外イベント

大道芸の世界

遊び空間 in 体育館

アニメイベント
・小夜会による生演奏とお囃子で盆踊り
・ゆかたの着付け、貸出あり

・ワニ島出現（巨大プール）
・水鉄砲バトル＆水風機
・マーケット（模擬店）、体験・あそび
・ハンドスピナー大会
・ミニＳＬ　　・うたクイズ

・不思議と驚きのエンターテイメント！

・突破せよ！脱出ゲーム

アニソンカラオケフェスティバル
～熱闘！歌バトルで熱くなれ！！～
入場料：無料　出場者募集中！
※入賞者には賞品あり。コスプレ賞も！

去り行く時代をふりかえる かさはらのど自慢！
いこまい祭り協賛事業

中学生がプロデュース！！ テーマは「LAST平成！」

たたいてみたい！からはじめる 和太鼓講座

12：00～21：00

参加者
募集

【チケット】全席自由 1,500円 ※未就学児入場不可　　【チケット発売】8月12日（日）発売開始
【プレイガイド】笠原中央公民館 ☎43-5155　バロー文化ホール ☎23-2600　ヤマカまなびパーク ☎23-7022

※内容は変更になる場合があります

入場無料
※有料ブースあり

　 は笠原が
おもしろい！
秋

ねこ天国開催！

笠原中央公民館
Azalea　Hall

アザレアホール
多治見市笠原町2081-1

☎（0572）43　―　5155
開館時間　9：00～21：30
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多治見市笠原中央公民館 検　索

子ども講座

夏講座

親子で楽しむ時間を・・・
シアターリトミック教室

ポーシャとイングリッシュ！

設立！こども株式会社 ～キミが社長だ！！～

カラダが硬い人のためのヨガ

マルコ醸造㈱四代目直伝！
マイ醤油作り

～英語でおしゃべり～
初心者の英会話 Let's Talk in English！

大人の美容バレエエクササイズ

ハサミとボンドだけで
お人形をつくろう

工場見学へGO！
タイル製造工程をのぞいてみよう！

（カネキ製陶所 in 笠原）

穏やかな心を育む ～子ども座禅会～

Kasaharaスターウォッチング
～今年は火星が超大接近～

笠原町にあるタイル
の工場を見学。“新し
い発見にドキドキ”
見学終了後は、かき
氷を食べてヒンヤリ
タイム！お楽しみあ
り！

親子でのふれあいを大切にしなが
ら、音楽に合わせてカラダを動か
します。

ガーナ生まれのポーシャさんに、楽しく英語を学ぼう！

子どもも世の中のしくみを知ろう！という「子どもヨノナカ研
究所」。今回は「社長」をテーマに研究します。
現役の社長のお話を通じて会社や今のヨノナカで必要なチカラ
を学びます。

お金の流れや会社のしくみを学びながら、タイルを使って
製品を作り、10/21（日）のかさはら福祉まつりで実際に販
売する起業学習体験講座。

他にはないレッスン内容をお届けします！

しょうゆ物知り博士直伝、マイ醤油作りに挑戦！
シャカシャカ作ったマイ醤油は、寝かせて1年後に
しょうゆになります。また、お土産の「しょうゆの素」
は、おうちで搾ってすぐに味わえます。なかなか味
わえない生の醤油の美味しさをご賞味ください。

覚えなくてもいい！頑張らなくてもい
い！しゃべれなくてもいい！そんな楽し
い英会話教室です！アメリカ在住6年の
ベテラン講師がやさしく指導！

なりたい綺麗を目指して丁寧に指導します。

好きなお人形を1つ選
び、お洋服にしたい布
をチョイス！あなただ
けのお人形をつくりま
しょう。糸や針は使い
ません！オトナの方の
みの参加もOK。

①小学1～3年クラス 9：00～9：50　②小学4～6年クラス 10：00～10：50

一休さんもやっていた座禅！長い長い夏休みの最後に、
座禅体験で2
学期へ向けて
集中力をつけ
ましょう！姿
勢を正して精
神統一！

今年は15年ぶりの火星の超大接近！加え
て数々の星たちの競演がセットとなった
豪華な観望会！
夏の夕涼みにも
ぜひ足を運んで
く だ さ い！！公
民館ロビーには
プラネタリウム
も出現！！

【対象・定員】小学生・30名
【講　師】宮川憲市（カネキ製陶所）　【参加費】200円

【対象・定員】0～1歳の子どもと保護者・各日10組
2～3歳の子どもと保護者・各日10組

【講　師】三宅恵理　【参加費】各520円
【対象・定員】小・中学生・20名
【講　師】清昌寺住職　【参加費】100円

【定　員】12名
※親子参加OK（子ども1名まで）

小学校低学年以下のお子さんは
親子でお越しください。

【講　師】kukaku_pitachi（クカク ピタチ）
【参加費】2,000円（材料費込）

【定員】各8名　【講　師】ポーシャ　【参加費】各1,560円（3回分・資料代込）

【対象・定員】小・中学生・20名
※小学3年生以上推奨。小学1～2年生は親子参加可。

【講　師】岡本充智（株式会社パワーインタラクティブ代表取締役）
【参加費】300円

【定　員】15名　【講　師】森あかね
【参加費】3,540円

【定　員】各20名（最少催行人数16名）
【講　師】小木曽智彦　【参加費】各1,600円

【定　員】10名　【講　師】志村知夏
【参加費】1,500円（2回分） ※お茶・お菓子代込

【定　員】16名　【講　師】横井真由
【参加費】5,400円

【対象・定員】小学4年生～中学生・20名 
【講　師】加藤智章・とうしん地域活力研究所職員・虎澤範宜
【参加費】1,000円　【共　催】とうしん地域活力研究所・笠原町商工会
【協　力】長江陶業株式会社

参加無料・申込不要
プラネタリウムは19：00から人数限定。
※要整理券（当日18：30より配布）
※雨天時は19：00からプラネタリウムと星の

話を実施

①7月10日（火）　②9月11日（火）

7月24日・31日、8月7日（火曜・全3回）

8月17日（金） 10：00～12：00

9月5日（水） ①10：00～12：30
②18：30～21：00

7月12・19日（木曜・全2回）　10：00～11：30

8月11・18・25日（土） 10：00～12：00
9月15日（土） 製作日 13：00～17：00
	 	※製作予備日あり
10月21日（日） 販売体験

7月18日、8月8・22日、9月5・19日、
10月3日（水曜・全6回）　10：00～12：00

7月20・27日、8月10・24・31日、9月7・14・21日、
10月5・12日（金曜・全10回）　19：30～21：00

7月28日（土） 10：00～12：00

7月23日（月） 10：00～12：00

8月20日（月） 10：00～12：00
10：00 笠原中央公民館集合

8月17日（金） 19：30～21：00

両日とも
0～1歳の部 10：00～10：45
2～3歳の部 11：00～11：45

夏休み子ども講座

子どもヨノナカ研究所

子どもヨノナカ研究所 SUPER

にこにことしょタイム
親子で図書館を楽しむ時間を。

毎週土曜日
10：00～12：00

毎月の大好評企画！鉄棒と跳
び箱が苦手でも練習をすれば
克服できます。また16時から
の1時間は体操の先生からの
アドバイスがあります。

7/16・8/20・9/17
※毎月第3月曜日

15：00～18：00
【対　象】小学生以下

※3年生以下要付添
【参加料】50円/1人

※大人の付添は参加
料不要

小さなころからの読み聞かせ
は親子にとって良い効果があ
ると言われています。

7/21・8/18・9/15
※毎月第３土曜日
11：00～12：00

笠原地域子育て支援センター
おはなしの会は

7/18・8/15・9/19
※毎月第３水曜日
11：15～11：30

おはなしの会

鉄棒・跳び箱の日

図書館笠原分館

笠原体育館

ほのぼのあそびパーク
「みて・さわって・かんがえる」
ことを大切にした、ふしぎな
科学実験や工作遊びを実施。

7/7・8/4・9/1
※毎月第１土曜日
11：00～12：00

各回募集

「社長」気分で学ぼう！！

Summer Summer
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多治見市学習館 検　索

人気の恐竜研究家「恐竜くん」が恐竜の素朴な疑問から最新の発見・
研究まで、子どもにも分かりやすいお話で恐竜の謎に迫る！
恐竜大好きな人や自由研究で恐竜を調べている人、一緒にワクワ
ク楽しみながら学ぼう！

翼竜って、どんな生き物だったんだろう？
翼竜のお話の後、身近な素材で翼竜の模型を作ってみんなで
飛ばそう！

8月5日（日）　11：00～12：00

8月5日（日）　13：30～14：30

「なぜ？なぞ？恐竜のふしぎ」

ワークショップ「翼竜教室」

恐竜くんトークショー

恐竜くんの

【定　員】150名
【参加費】子ども（中学生以下）400円
　　　　高校生以上600円
※3歳未満のお子さんは保護者1名につき1名無料。
　2人目からは有料。
【会　場】7階多目的ホール

【対象・定員】小学生以下（小2以下は保護者同伴）・25名
【参加費】子ども1名につき800円（材料費込・付き添い保護者は無料）
【会　場】7階多目的ホール

夏休み 子ども工作

自分でラジオを
つくっちゃおう！

名城大学出前講義
実実実実験で知ろう！！！

ののの歴史と
今年はいつもとひと
味ちがう工作をしよ
う！
電波とラジオの仕組
みを学びながら自分
の手で組み立てる
よ。自分の声がラジオから聞こえ
ちゃうサプライズも!?
7月21日（土）　9：30～12：00
【対象・定員】小学4年～6年生
　　　　　  24名（親子参加可）
【講　師】岐阜県電波適正利用推進協議会
【協　力】FM PiPi 76.3MHz　【参加費】無料

ヤマカまなびパークで事件発
生！1階でカードを受け取りナ
ゾ解きに出発しよう！
君の推理力で解き明かせ！見事
ナゾを解いて探偵証をゲットせ
よ！
7月21日（土）～9月15日（土）
受付時間10：00～15：30
【対象】どなたでも
【会場】ヤマカまなびパーク館内

光って、どうして明るいのかな？LEDっていっ
たい何だろう？そんな疑問に実験を通して答え
ていくよ。ノーベル賞受
賞の赤﨑教授が所属され
る名城大学の出前講義で
す。光の歴史もわかって、
夏休みの研究もこれでで
きあがり!?親子参加も歓
迎です。
7月22日（日曜）　10：00～11：30
【対象・定員】小学3年～中学生・20名（親子参加可）
【講　師】谷口正明（名城大学教職センター 准教授）
【参加費】無料

恐竜くん
（恐竜研究家）

講　師

イラスト/恐竜くん ⓒMasashi Tanaka

まなび
探偵団

参加無料
申込不要

8/5日
開催

【申込み】7月7日（土）9：00～　ヤマカまなびパーク 5階窓口にて
　　　　 　　　　13：00～　電話取置も可　☎23-7022

【申込み】　7月3日（火）9：00～窓口にて　13：00～電話取置も可　☎23-7022

多治見市図書館にて
関連書籍コーナーを
設置しています

恐竜大
ク楽クク し

イラスト/恐竜くん ⓒMasashi Tanaka

開催

多治見市豊岡町1　―　55
ヤマカまなびパーク

☎（0572）23　―　7022
開館時間　9：00～21：30
月曜休館（祝日を除く）

多治見市
学習館

ヤマカまなびパークの 夏休みイベント

Bun　Bunねっと　No.8312



12～15ページの講座のお問合せは
多治見市学習館　☎（0572）23　―　7022

・講座開講1時間前に多治見市に気象警報（大雨・洪水・暴風・暴風雪・大雪）が
発令されている場合には、講座は中止といたします。
・開講の有無については、学習館へお問合せ、またはホームページでご確認ください。

60
代
倶
楽
部

ア
ク
テ
ィ
ブ
シ
ニ
ア
の

新
し
い
世
界
と
の

出
会
い
を
提
案

【発 売 日】7月3日（火）9：00～窓口にて　13：00～電話取置も可（☎ 23-7022）
【販売場所】ヤマカまなびパーク　５階受付
※購入された受講券の払い戻しはいたしません、ご了承ください。

・「60代倶楽部」は各講座を一括した総称です。60代と表示していますが、どの年代の方でも受講していただけます。
・　  このマークのある講座は、多治見市図書館にて関連書籍コーナーを設置しています。        

「ロードバイク＝レースのための自転
車」と思っていませんか？実はそれだ

けではないんです。健康維持や仲間づくり、車とは違うプチ旅行など楽しみ方
は色々。近年、シニア層の趣味としても注目されています！自分に合ったバイ
クの選び方から楽しみ方、無理をせずに長く続けるコツなどを専門家から伝授
します。

今回の撮影テーマは「花火」。
花火撮影の基本や少し高度なテクニックを1回目に座学
で学びます。2回目は多治見市の花火大会を実際に撮影
しましょう。3回目は皆さんの作品を大画面で鑑賞し、
講師からアドバイスを受けます。初心者の方も是非！
 〔共催〕多治見市豊岡駐車場

デジタル一眼ステップアップ

9月16日（日）
18：30～20：30

7月22日　 9：00～11：00
7月29日　19：00～21：00
（屋外実習予定、荒天時中止予備日8月12日）

8月19日　 9：00～11：00
（日曜・全3回）

フォークソング・歌謡曲・ポップス。懐かしい曲か
ら最新の曲まで幅広く歌います。カジュアルに、
気軽に、そして笑顔で一緒に歌いましょう。男性
受講者大歓迎です！

7月13日、8月3日・31日、9月7日・14日
（金曜・全5回）13：30～15：00
【講　師】水野妃佐子　【受講料】2,500円
※対象年齢70歳代まで
※新規の方は別途教材費2,250円が必要です

これからの人生もっと元気にもっ
と美しく過ごしませんか。鏡を見
ながらバランスのよい姿勢にリセ
ット。あせらず続けて、スッキリ
した背中に。身体の変化が見える
と気持ちも前向きになりますよ。

7月17日、9月18日
（火曜・全2回）10：00～11：30
【定　員】30名　【講　師】多々良恵子　【受講料】1,400円

からだメンテナンス
めざせ！マイナス10才!

ジーンズでコーラスを!
1300年前のやまと。豪族たちの争いを
おさめ、日本という国家が生まれた。
時代は万葉。歌われた歌は、日本の青春
時代と言える。
春の歌・夏の歌・四季の歌・恋人の歌
喜びの歌・悲しみの歌・愛の歌・恋の歌

7月26日、8月23日、9月27日
（木曜・全3回）10：00～11：30
【定　員】50名　【講　師】安田直幸
【受講料】1,500円

する万葉集

【定　員】20名　【受講料】800円
【会　場】5階学習室502
（座学講座です。自転車で走る実習はありません）

【定　員】20名（新規若干名）
【講　師】タナカヨシノリ（プロカメラマ

ン・フォトワークスタナカ代表）
【受講料】3,000円
【持ち物】デジタル一眼レフカメラ（メーカー不問・ミラーレス可）、取扱説明書

鈴木雅彦
（サイクルショップ
ダディー代表）

講　師

恋
若
-9

-8

-7

放送大学は、テレビなどの放送やインターネットを利用して行う通信
制の大学です。ただいま平成30年度第2学期（10月入学）の学生を募集
しています。
出願期間は、第1回8月31日まで、第2回9月20日まで。資料請求は、
放送大学岐阜学習センター多治見分室までお気軽にご連絡ください。

【放送大学説明会】
学習の進め方、入学手続き等についてお話しします。
予約不要です。お気軽にご参加ください。

日　時 会　場
7月 1日（日）13：00～ ヤマカまなびパーク　6階視聴覚室
7月21日（土）13：00～ ヤマカまなびパーク　5階学習室501

30年度10月生
募集のお知らせ

資料請求・問合せ
放送大学岐阜学習センター多治見分室（ヤマカまなびパーク内）
      0572-24-6309　9：00～17：00　※月曜休館TEL

撮「多治見の花火を　 る」
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多治見市学習館 検　索

多治見市豊岡町1-55　ヤマカまなびパーク　☎（0572）22　―　1047
http://www.lib.tajimi.gifu.jp/多治見市図書館 開館時間　10：00～20：00（土日祝は18：00まで）

月曜（祝日を除く）・第３木曜休館

飛び出す紙芝居がやってくる！
図書館をすみずみまで探検！飛び出す
紙芝居、裏側探検、ミニ本作り、メガ
ネチャレンジ、スタンプ
ラリーなどお楽しみに！
飛び出す紙芝居
両日11：30～/13：30～
図書館の裏側探検
両日11：00～/14：00～
【対　象】どなたでも
【出　演】飛び出す紙芝居：ala紙芝居一座

手づくり絵本巡回展
手づくり絵本三
県連絡会の会員

が作る世界に1冊しか
ない素敵な絵本が集結。
直接手に取ってごらん
ください。
21日(土)10：00～17：00
22日(日)10：00～16：00
【会　場】ヤマカまなびパーク1階サンルーム
【共　催】手づくり絵本三県連絡会

小学校の英語授業に向けて親子で英
語に触れてみませんか。また日頃の多
読学習のフォローアップも行います。
9月8日（土） ①13：00～14：30
 ②15：00～16：30
【対象・定員】①親子②どなたでも・各50名
【講　師】 西澤一（ひとし） 国立豊田高専

教授・NPO多言語多読理事
【参加費】①1家族500円②300円
【持ち物】筆記用具　【申込み】受付中

①親子多読講座
②フォローアップ英語多読講座

英英英英英語語語語語多多多多多読読読読読講講講講講座座座座座

多治見市郷土資料室所蔵の漢籍を通し
て漢文を学ぶ講座です。今回は当時の
教科書に当たる本を読んでみます。

2020年度より小学校で新たに必修化とな
る事でも注目のプログラミング。ゲーム制
作を通じて親子で楽しくプログラミング
を学びます。8月からの本講座受講生も同
時募集。ぜひ楽しさを体験してください。

漢籍で学ぶ
漢文の基礎
～多治見市郷土資料室所蔵の
 漢籍を読んでみよう～

親子で学ぶ

【対象・定員】小学5年～中学3年生親子（小4以
下は応相談）・15組（子どもだけの受講も可）
【講　師】コードフレンズ公認プログラマー
【受講料】1,000円
【持ち物】ノートパソコン、マウス、筆記用具
【運営協力】コードフレンズ

【定　員】65名
【講　師】明木茂夫（中京大学国際教養学部教授）
【受講料】1,000円

7月28日（土）
10：00～11：30

9月22日・29日（土曜・全2回）
13:30～15:30

ヨガのポーズ、呼吸法など基本の「き」からゆっくり丁寧に進めてい
きます。「全く初めてだから」「体が硬いから」そんな方も大歓迎！ま
ずはヨガを楽しむところから始めましょう。体を動かして心身共にリ
フレッシュしませんか？

はじめてのヨガ 超入門
ヨガの呼吸法やポーズを行い、心と体を整えます。このクラスではしっ
かりと足腰などの筋肉を使い、筋力をつけることで代謝を上げていき
ます。いつまでも活き活きと自分の足でしっかりと立ち、進んでいく
力をつけましょう。基本的なポーズですので初心者の方でも安心して
ご参加いただけます。

パワーヨガ（ベーシック） 初級

ベーシッククラスよりもポーズ数が増え、チャレンジするポーズも出
てきます。しっかりと動きたい方におススメのクラスです。初心者の
方でも安心してご参加いただけます。

【定　員】各55名（新規若干名）　【講　師】ヤスコ（スタジオ・ヨギー名古屋インストラクター）
【受講料】各5,000円

7月11日・18日・25日、8月1日・8日・22日、
9月5日・12日・19日・26日（水曜・全10回）
パワーヨガ（ベーシック）　　　　 18:30～19:45
パワーヨガ（ベーシックレベル2）　20:00～21:15

パワーヨガ（ベーシックレベル2）初級
今までのヨガではちょっと物足りなくなってきた方、もっと運動量を
増やしたい方、そんな方に向けた新しいヨガです。体の使い方と呼吸
の流れを大事にし、テンポよく動くことで運動消費量がアップします。
集中力を養って動く楽しさを体感しませんか。

【定　員】各30名　【講　師】ユウコ（スタジオ・ヨギー名古屋インストラクター）
【受講料】各6,400円

7月13日・20日・27日、8月10日・17日、
9月7日・14日・21日（金曜・全8回）
はじめてのヨガ　　　  18:30～19:45
ステップアップ・ヨガ　20:00～21:15

ステップアップ・ヨガ 中級

まなびの

～図書館の魅力丸かじり2days～トトトトトシシシシショョョョカカカカカンンンンンフフフフフェェェススススス
21
土7
22
日7

参加無料
申込不要

プログラミング教室
体験会

多治見市豊岡町1　―　55
ヤマカまなびパーク

☎（0572）23　―　7022
開館時間　9：00～21：30
月曜休館（祝日を除く）

多治見市
学習館
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12～15ページの講座のお問合せは
多治見市学習館　☎（0572）23　―　7022

・講座開講1時間前に多治見市に気象警報（大雨・洪水・暴風・暴風雪・大雪）が
発令されている場合には、講座は中止といたします。
・開講の有無については、学習館へお問合せ、またはホームページでご確認ください。

多治見市常盤町 1番地　☎（0572）25　―　0341
http：//www.tajimi-bunka.or.jp/kodomo/子ども情報センター 開館時間　10：00～20：00（土日祝は18：00まで）

月曜（祝日を除く）・第３木曜休館

こんなお悩みありませんか？
猫背・カラダの歪み・体質改善したい・肩コリ・腰痛・むくみ・冷え
性…リラックスしながら「自力整体」でカラダを整えます。運動量が
少なめですので、年齢性別関係なくどなたでもご参加いただけますよ。

自由研究もこれでバッチリ！
新聞づくりを通して“思いを伝える”楽し
さと難しさを学びます。

朝日小学生新聞の社員とつくる

「夏休み家族新聞」
リズムにあわせて身体を動かす “リズミックヨガ”や
ふれあいながら楽しむ“よちよちサイン手話”など
コミュニケーションを取り入れたプログラムです。

【子育てママのスタート講座】  

リズミックベビー
子どもの五感をたっぷり刺激す
るいろいろな道具や素材を使い
ながら、絵の具そのものを楽し
みましょう。

絵の具とあそぼう！
【わくわく親子講座】  

以仁王の令旨を伊豆の配所で受けとった源頼朝・木曽義仲が次々に挙
兵するさ中、後白河法皇と清盛をかろうじて繋いでいた高倉上皇が年
明けた正月21歳の若さで崩御する。その二月後、平家の大黒柱清盛
の命運がつきる。
夏講座の予定は　①新院崩御、紅葉　②小督の局
　　　　　　　　③清盛死去、祇園の女御　④木曽義仲の挙兵

【定　員】35名
【講　師】スズカ（スタジオ・ヨギー名古屋インストラクター、
　　　　ビューティー・ペルヴィス®認定講師）
【受講料】6,400円

【対象・定員】 小学生～高校生(小学生は保
護者同伴)・20組

【講　師】朝日学生新聞社　市野修平
【参加費】800円
【持ち物】 筆記用具、色ペンまたは色鉛筆、

定規、のり、写真(3枚程度)
【申込み】受付中

【対象・定員】初回時点で2カ月～12カ月の親子・15組
【講　師】一般社団法人親子コミュニケーション協会代表　纐纈愛
【参加費】1,500円
【持ち物】飲み物、動きやすい服装
【申込み】8月9日(木) 10：00～窓口にて
 11：00～電話にて

【対象・定員】9/25時点で1歳～未就園児親子・30組
【講　師】アルテコローレ代表　桐嶋歩
【参加費】対象年齢の子ども1人800円
【持ち物】汚れてもよい服装、タオル
【申込み】8月21日(火) 10：00～窓口にて
 11：00～電話にて

【定　員】65名（新規若干名）
【講　師】いのぐち泰子（NHK文化センター講師）　【受講料】2,000円

7月19日・26日、8月9日・16日・30日、
9月13日・20日・27日（木曜・全8回）13:45～15:00

8月11日(土)13：00～15：00 9月13日・27日、10月11日
(木曜・全3回)10：30～11：20 9月25日(火)10：00～12：00

8月29日、9月5日・19日・26日（水曜・全4回）
14:00～15:30

全身スッキリ！骨盤調整 平家物語を読む ～名場面集～
～年齢に合った健康で美しい身体に～ 清盛薨去

この講座は、現代にも通じる平安絵巻の世界、
紫式部のメッセージを読み解きます。
「野分の巻」
六条院にも野分は吹き荒れる。風見舞に訪れた
源氏の子夕霧は、近寄ることを許されなかった
紫上を垣間見る。夕霧の思いと行動とは。
※継続講座のため、巻の途中からの開講となります。
　ご了承下さい。

※年間講座として実施しますが、各期ごとの受講も可能です。

「つれづれなるままに…」で始まる鎌倉時代末
期に吉田兼好により記されたとされる随想「徒
然草」。枕草子とともにエッセイ文学の双璧を
なすこの作品は、当時の階級社会の人間と自己
が語られ、いかに人は生きるべきかを説く哲学
書でもあります。
兼好が生きた時代を学び、彼のメッセージから
現代に生きる私たちの生き方を照らしてみたい
と思います。

古来より歌は、人々の感動を契機として
生まれ、実人生の心の渇きをいやしてき
ました。
今講座は、万葉集から新古今和歌集まで
の「秋の歌」を取り上げます。歌が生ま
れた背景や作者の心情に迫ります。
現代を生きる私たちに、秋の歌はどう映
るか。ご一緒に楽しみませんか。

【受講料】年間4,500円（夏期のみ1,500円） 【受講料】年間3,500円（夏期のみ1,000円）
【受講料】500円

夏期　7月5日、8月2日、9月6日
（木曜・全3回）13:30～15:30
秋期以降は毎月第1木曜日（31年1月のみ第2木曜日）

夏期　7月20日、8月17日
（金曜・全2回）13:30～15:30
秋期以降は毎月第3金曜日（31年3月は開催しません）

9月28日（金）13:30~15:30

1000年を生きる女 特別講座徒 然 草
日本のうた
シリーズ1 “秋”

【発 売 日】7月3日（火）　9：00～窓口にて　13：00～電話取置も可（☎ 23-7022）
【販売場所】ヤマカまなびパーク　５階受付
◆一度購入された受講券は講座の中止等、主催者の責めに帰する場合を除き払い戻しはいたしません。ご了承ください。

古典文学講師　勝典子の年間講座

アート×遊びシリーズ　第３弾

源氏物語
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たじみオープンキャンパス
プライベートカレッジプライベートカレッジ 夏 座講

市民が「教え」市民が「学ぶ」

プライベートカレッジ

6565講座講座
2828講座講座

たじみオープンキャンパス

たじみオープンキャンパス・たじみオープンキャンパス・
　　プライベートカレッジに参加しませんか？　　プライベートカレッジに参加しませんか？
「たじみオープンキャンパス・プライベートカレッジ」は、市民が教え、市民が学ぶというユニークなシステムです。
自分の培った経験・技術を人と分かち合いたいという意欲を持った一般の方がアドバイザー（講師）となり開講、
市民が学びます。（講師、受講者の住所は問いません）
『オープンキャンパス』は初心者向けの講座に限定、受講生が６名以上集
まれば講座成立となります。
『プライベートカレッジ』は超入門～上級者向けまで幅広いレベルに対応
します。また、受講生が２名以上で講座成立、上限４名までの少人数制です。
多くのメニューからご自身に合った講座が選べるのも魅力のひとつ。
受講生の皆さんやアドバイザーたちによって育てられてきた、「たじみオー

プンキャンパス・プライベートカレッジ」。あなたも体験してみませんか？

 １．オープンキャンパスは６名以上、プライベートカレッジは２名以上の受講者が集まれば講座成立となります。
 ２．講座が不成立となった場合のみ、事務局から電話で連絡をいたします。
 ３．販売初日においては、ひとつの講座の受講券をまとめてのご購入は、お断りしております。
 ４．受講は申込み者本人に限ります。
 ５．お申込みは代理の方でも可能です。その際、受講料と受講される方の氏名、電話番号が必要となります。
 ６．教材費は、講座初日に直接アドバイザーにお支払いください。（一部除く）
 ７．教材のご注文がある場合は、受講券購入時にお申し付けください。
 ８．各講座は受講券が完売となり次第、受付終了といたします。
 ９．キャンセルは販売期間内に限ります。その際には、事務局へお申し出ください。
10．受講券販売期間終了後も、申し込み可能な講座もあります。詳しくは事務局へお問合せ、またはホームページ

http://www.tajimi-bunka.or.jp/gakushu/　をご覧ください。
11．施設の都合により部屋が変更になる場合があります、ご了承ください。
12．講座の見学を受け付けています。（お１人様１回、30分以内となります）希望の方は事務局までお問合せください。

 たじみオープンキャンパス事務局　電話 0572（23）7022

お申込み方法
ヤマカまなびパーク５階受付、または、各市立公民館で受講券をお求めください。
電話での取り置きはできません。気になる講座はお早めにご購入ください。
受講券購入後は、講座開講日に直接会場へお出かけください。

受講券販売期間 ７月５日（木）～７月１９日（木）
ヤマカまなびパーク　5階事務所　９：００～２１：３０　※月曜休館（７/16は開館）
各市立公民館は7/6（金）～7/19（木）　９：００～１７：００

★ お申込みと受講の際のご注意 ★

Bun　Bunねっと　No.8316

16-27_BunbunNo.83　最終.indd   16 2018/06/11   8:41:09



※申込みに関する注意事項はP16をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　7/5（木）～19（木）　9：00～21：30（月曜休館 ７/16は開館）
市立公民館 7/6（金）～19（木）　9：00～17：00

A1 枯れない花（プリザーブドフラワー）で
仏花を作りましょう

金曜 10：00～ 12：00 旭ケ丘公民館 研修室

夏は花がすぐにだめになってしまう
ので、水がなくても長持ちする花（プ
リザーブドフラワー）で仏花を作成
しましょう。

アドバイザー 荒木真奈美

日　程 8/3（全1回）

対象・定員 どなたでも・15名
受講料+教材費 500円 +2,800 円

持ち物 持ち帰り袋

A3 スタンプクラフトで作る
ハロウィントリートバッグ

金曜 10：00～ 12：00 小泉公民館 多目的実習室

ハロウィンの本場、アメリカンデザイ
ンのペーパーを使って、トリート（お
菓子）を入れるギフトバッグを作りま
す。スタンプ、パンチ、リボン等を使い
飾っても見映えのするバッグなので、
ハロウィンムードが高まります。

アドバイザー 横江美和

日　程 10/5（全1回）

対象・定員 成人女性・8名
受講料+教材費 500円 +1,000 円

持ち物 持ち帰り袋、眼鏡（必要な方）

A2 アイシングでハッピーハロウィン
水曜 10：00～ 11：30 ヤマカまなびパーク 6階工作室
ハロウィンカラー・モチーフで可愛
く楽しくアイシングクッキーを作り
ませんか？

アドバイザー 林絵美子

日　程 10/17（全1回）

対象・定員 成人・8名
受講料+教材費 500円 +1,000 円

持ち物 おしぼり、エプロン
持ち帰り容器（10㎝×15㎝くらい）

A4 ハワイアンリボンレイ
ハイビスカスのリース

火曜 10：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 4階401
ハワイ在住でリボンレイデザイナー
の作品をミニリースにアレンジしまし
た。カラフルなリボ
ンをちくちく縫って
ハイビスカスを作り
ましょう。

アドバイザー 芳村真保

日　程 9/4・18
10/2・16（全4回）

対象・定員 成人・8名
受講料+教材費 2,000 円 +1,000 円

持ち物 裁縫道具、筆記用具
かぎ針 6号（あれば）

クラフト

D1 みんなではじめよう　ハワイアンフラ
水曜 13：30～ 15：00 ヤマカまなびパーク 1階101

ハワイの音楽に合わせて身体を動か
してみましょう。身体だけでなく頭の
トレーニングにもなりますよ。
※パウスカート無料貸出あり

アドバイザー 伊左次美保

日　程
8/8・22
9/12・26
10/10（全5回）

対象・定員 女性・10名
受講料+教材費 2,500 円 +0円

持ち物 動きやすい服装（Ｔシャツ、パウ
スカート等）、飲み物、筆記用具

D2 お試しバレエレッスン
月曜 19：30～ 21：00 精華公民館 研修室

大人のための入門クラスです。毎週
ではないので、頑張りすぎずに気楽
に始められます。体の硬い方、ぜひ
参加してください。歓迎しますよ。
※バレエシューズ希望者 別途2,400円
　なくても靴下で受講可能です

アドバイザー 寺本ゆかり

日　程
8/6・20
9/3・10
10/8・22（全6回）

対象・定員 中学生以上の女性・16名
受講料+教材費 3,000 円 +0円

持ち物 動きやすい服装

D4 ベリーダンスダイエット
木曜 19：00～ 21：00 ヤマカまなびパーク 1階101
ベリーダンスで自
然燃焼系ボディに
なっちゃおう！初心
者でもできるスト
レッチ、振付で楽
しくダイエット。

アドバイザー Layha（リーハ）

日　程
8/9・23
9/6・20
10/4・18（全6回）

対象・定員 10歳以上の女性・10名
受講料+教材費 3,000 円 +0円

持ち物 動きやすい服装（レギンス、Tシャ
ツなど）、タオル、飲み物

D6 笑顔が輝く　ハワイアンフラ
水曜 13：30～ 15：00 脇之島公民館 ホール

心が躍るフラを一緒に楽しみましょう。

アドバイザー 毛利恭枝

日　程
8/8・22
9/5・19
10/3（全5回）

対象・定員 成人女性・10名
受講料+教材費 3,000 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、飲み物
パウスカート（あれば）

D3 大人からのバレエ
火曜 19：30～ 21：00 ヤマカまなびパーク 6階美術室

ストレッチで体をほぐし、楽しみなが
ら、無理のない範囲でレッスンすれ
ば健康や美容に効果を発揮します。
※バレエシューズ希望者 別途2,400円

アドバイザー 寺本ゆかり

日　程
8/7・14・21・28
9/4・11・18・25
10/2・9・16・23（全12回）

対象・定員 中学生以上の女性・16名
受講料+教材費 6,000 円 +0円

持ち物 動きやすい服装
バレエシューズ

D5 はじめてのフラ
金曜 13：30～ 15：00 市之倉公民館 研修室

体幹を楽しく鍛え、体を整えていく
フラ。はじめての方も楽しめる内容
です。ゆったりとした曲で楽しみなが
ら美しくなりましょう。
※パウスカート無料貸出あり

アドバイザー NAO

日　程
8/3・17・31
9/7・14・28
10/12・19（全8回）

対象・定員 成人女性・13名
受講料+教材費 4,000 円 +100円

持ち物 動きやすい服装、飲み物、タオル
パウスカート（あれば）

ダンス
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夏 座講
・講座開講 1時間前に多治見市に気象警報が発令されている場合は休講となります。
　詳しくは P19をご覧ください。
・会場へはできるだけ公共交通機関をご利用ください。（ヤマカまなびパーク駐車場
は有料です）

たじみオープンキャンパスたじみオープンキャンパス

P1 フラッシュ加工の体験講座
水曜 10：00～ 12：00 勤労者センター 会議室Ｂ

ブログ、ホームページのフラッシュ
加工に興味のある方、3日間の講座
です。「Web Eff ect」の体験版を使
い、写真を加工します。

アドバイザー 兼松夕起雄

日　程 8/1・8・15（全3回）

対象・定員 成人・10名
受講料+教材費 1,500 円 +300円

持ち物 Windows10・8・7のノートパソコ
ン、筆記用具

P5 スマホ写真の編集・整理・保存
月曜 13：00～ 15：00 バロー文化ホール 練習室4

Googleフォトを使って写真の加工編
集からアルバムやムービーの作成を
します。パソコンに保存してある写
真も扱えます。（Wi-Fi環境あります）

アドバイザー 近藤正隆

日　程
8/20・27
9/3・10・24
10/1（全6回）

対象・定員 成人・8名
受講料+教材費 3,000 円 +1,000 円

持ち物
スマートフォンもしくはタブレット
（Ｗｉ-Ｆｉ専用可）、筆記用具
ノートパソコン（あれば）

P4 シニア向けワード2016・13・10中級（木）
デジカメ写真を取り込んだ旅のフォトアルバム作成

木曜 13：00～ 15：00 ヤマカまなびパーク 5階505

Win10・8・7入門、ワード初級講座
を終了され、文書作成ができる方向
け。ワードを使い年賀状作成準備、
図形操作、デジカメ写真のパソコン
への取込み、フォトアルバム作成な
どを学びます。

アドバイザー 小林正治

日　程
8/23・30
9/6・13・20・27
10/18（全7回）

対象・定員 パソコン・ワードの基本操作が
できる方・10名

受講料+教材費 3,500 円 +1,540 円

持ち物
Windows10・8・7OS
Offi  ce2016・13・10 搭載のノー
トパソコン

P3 シニア向けWin10 ワード2016・13中級（水）
時 イ々ンターネット・デジカメ写真応用・旅のフォトアルバム

水曜 10：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 6階視聴覚室

Wordの基本操作、文書作成を習得。
高度な文書作成機能を使い、罫線、
画像、写真の編集等を行います。写
真入り年賀状作りの準備、宛名印刷、
住所録作成なども学びます。
※ワードでの基本的な文書作成が
　できる方向けです

アドバイザー 小林正治

日　程
8/22・29
9/5・12・19・26
10/10・17（全8回）

対象・定員 パソコン・ワードの基本操作が
できる方・10名

受講料+教材費 4,000 円 +1,540 円

持ち物
Windows10OS
Offi  ce2016・13・10 搭載のパソ
コン

P2 町内会長・区役員のパソコンを使った情報発信
～気候災害に備える安全安心なまちづくり～

水曜 13：00～ 15：00 ヤマカまなびパーク 6階視聴覚室

情報発信のためのWordの利用、広
報力を高める広報誌作り、前年度な
ど過去データの効率的な活用につい
て学びます。Excel文書のワード変
換や予算書、会計報告の作成、大量
印刷用プリンターの選定方法をお伝
えします。

アドバイザー 小林正治

日　程
8/29
9/5・12・19・26
10/10・17（全7回）

対象・定員 Win10パソコンを始める方
（Win8・7ユーザーも可）・10名

受講料+教材費 3,500 円 +2,080 円

持ち物
Windows10・8.1・7OS
Offi  ce2016・13・10 搭載のパソ
コン

パソコン

J5 細字・写経の書道
水曜 19：00～ 21：00 ヤマカまなびパーク 5階505

私達が普段書く大きさに近い文字の
練習をすることで、生活の中でも役
立つ講座です。写経を始めてみたい
方、お待ちしています。

アドバイザー 日置濤雲

日　程
8/1・8・22・29
9/5・12・19・26
10/3・10・17（全11回）

対象・定員 高校生以上・16名
受講料+教材費 5,500 円 +100円

持ち物 書道道具、半紙、ボールペン
定規

J2 茶の湯（表千家）
金曜 10：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 6階和室

ひとときの人と人とのふれあいを大
切に、茶の湯を経験してみません
か？あまり難しく考えず参加してく
ださい。

アドバイザー 山本宗甫

日　程
8/3・17・31
9/7・21
10/5・12・19（全8回）

対象・定員 成人・6名
受講料+教材費 4,000 円 +2,400 円

持ち物 白靴下

J4 初心者も経験者もチャレンジ筆文字
水曜 10：00～ 11：30 ヤマカまなびパーク 4階401

まずは筆で書く文字の感覚に慣れて
みましょう。毛筆の基本から半紙4文
字と進み、希望の方は小筆で日常書
くことの多い文字練習を行います。
※初回は筆・紙・墨液の準備がなくて
もOKです

アドバイザー 福田凌華

日　程
8/29
9/5・12・26
10/3・10（全6回）

対象・定員 成人・12名
受講料+教材費 3,000 円 +500円

持ち物
書道道具（あれば）
※初回に道具の説明をします
新聞紙、タオル

J3 着物をきましょう
土曜 13：00～ 15：00 ヤマカまなびパーク 6階和室

着付けを習うには“ゆかた”からと申
します。ご自分だけの帯結びで楽し
みませんか。もちろん袷がいい方・
前結びがいい方は、ご自分の着たい
物で挑戦してください。

アドバイザー 大竹幸子

日　程
8/18
9/1・15・29
10/6・20（全6回）

対象・定員 女性・8名
受講料+教材費 3,000 円 +0円

持ち物
着物（ゆかた・袷）、帯（半巾・名古
屋・袋）、長襦袢、下着、帯板
ひも6本、帯〆、伊達〆2本
タオル2枚、帯揚、衿芯、足袋

J1 ふれてみよう　楽しい三味線
水曜 10：30～ 12：00 南姫公民館 和室

先ずは三味線にふれることからはじ
めます。楽譜は数字譜で三味線にも
印があるのですぐ弾くことができま
す。楽譜の読み方、三味線のかまえ
方、指のはこび方を学び、曲が弾け
るまで学習します。
※三味線無料貸出あり

アドバイザー 藤本秀直伸

日　程
8/1・8・15・22・29
9/5・19・26
10/3・10・17（全11回）

対象・定員 どなたでも・6名
受講料+教材費 5,500 円 +300円

持ち物 三味線、駒、バチ、指すり
筆記用具

和道
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※申込みに関する注意事項はP16をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　7/5（木）～19（木）　9：00～21：30（月曜休館 ７/16は開館）
市立公民館 7/6（金）～19（木）　9：00～17：00

音楽

M1 うたの広場～歌ってスッキリ愛唱歌～
水曜 13：20～ 14：50 ヤマカまなびパーク 7階音楽室

今、見直されている抒情歌。歌に込
められた思いや情景を辿りながら
歌ってみませんか？歌うことは有酸
素運動。楽しく歌って心と体をリフ
レッシュ。音楽療法士が進行役です。
※新規の方 歌集別途1,080円

アドバイザー 水野久仁子

日　程
8/1
9/5・19
10/3・17（全5回）

対象・定員 どなたでも・16名
受講料+教材費 2,500 円 +100円

持ち物 飲み物、歌集（継続受講の方）

M2 初めてのピアノ
水曜 13：00～ 15：00 バロー文化ホール 練習室2

あの曲弾きたい!!そんな思いで初心
者も経験者も好きな曲を練習してい
ます。あなたも一歩踏み出してみま
せんか？一緒にピアノを楽しみま
しょう。
※テキスト希望者 別途1,080円

アドバイザー 長江たづ子

日　程
8/8・22
9/5・12・19
10/3・10・17（全8回）

対象・定員 成人・10名
受講料+教材費 4,000 円 +0円

持ち物 弾きたい曲の楽譜

E1 水彩画を描いてみよう
土曜 9：00～ 11：00 笠原中央公民館 会議室2

水彩画を通して感性を磨くことで美
術に対する好奇心が深まったり新た
な仲間とのコミュニケーションで生
活が輝きはじめます。いっしょに描
きましょう。

アドバイザー 天野登功広

日　程
8/25
9/8・22
10/13（全4回）

対象・定員 高校生以上・15名
受講料+教材費 2,000 円 +480円

持ち物 水彩絵の具一式、筆洗
画板（41cm× 32cm以上の物）

E2 さあ、クリスマスローズを
咲かせましょう！パートⅠ

木曜 13：00～ 15：00 バロー文化ホール 練習室1

みなさん「冬の貴婦人・クリスマス
ローズ」の花をご存知ですか？今、
クリスマスローズは夏の眠りから覚
め、冬の準備中です。さあ、この花
の素晴らしさを皆さんで発見しま
しょう！※今回は座学ですが、肥料
をプレゼントします。

アドバイザー 奥政利

日　程 10/18（全1回）

対象・定員 どなたでも・25名
受講料+教材費 500円 +1,000 円

持ち物 筆記用具

E4 海外ひとり旅で
本当に必要な英語表現！

火曜 10：30～ 12：00 ヤマカまなびパーク 5階504

“Photo prohibited” “Ｄo not lean 
against the door”など、わからな
いと捕まったり大ケガをするかも
切符購入や荷物預けなど、本当に必
要な英単語、英語表現を丁寧に学ん
でいきます。

アドバイザー 明野玉城

日　程 8/7・14（全2回）

対象・定員 どなたでも・15名
受講料+教材費 1,000 円 +500円

持ち物 筆記用具

E3 海外ひとり旅・技術大全！
火曜 13：00～ 14：30 ヤマカまなびパーク 5階504
自分で旅を作って、自由かつ、お値
打ちに海外旅行を楽しもう！旅で必
要な荷物管理や観賞・観劇の技術、
トラブル回避や
旅行保険につい
て学びます。
憧れの旅を現実
の旅に！

アドバイザー 明野玉城

日　程 8/7・14・28
9/4・11・18（全6回）

対象・定員 どなたでも・15名
受講料+教材費 3,000 円 +1,500 円

持ち物 筆記用具

趣味

B1 事業主のためのお悩み相談
水曜 13：30～ 15：30 小泉公民館 多目的実習室

事業主の方の悩みと言えば、やはり
「どうすれば売上アップできるか」
ではないでしょうか。某大手企業の
販路拡大を請け負った経験から、売
上アップを目指すための方法、考え
方のヒントをアドバイスします。

アドバイザー 玉樹二郎

日　程 8/29
9/26（全2回）

対象・定員 事業主の方・10名
受講料+教材費 1,000 円 +0円

持ち物 筆記用具

B2 かんたん -すっきり
利き脳別収納術®

火曜 10：00～ 11：30 ヤマカまなびパーク 5階505

本を読んでもネットの情報を見ても
たくさんのやり方があってどうやっ
て片づけたらいいのかわからないあ
なた。「利き脳」というキーワード
からあなたならではの収納をみつけ
ましょう。

アドバイザー 須藤真一郎

日　程 9/11（全1回）

対象・定員 成人・12名
受講料+教材費 500円 +200円

持ち物 筆記用具

教養

講座開講１時間前に、多治見市に気象警報（大雨・洪水・暴風・暴風雪・大雪）が発令されて
いる場合には、休講となります。その場合、受講生の方々へ事務局からご連絡はいたしません
ので、ご了承ください。ただし、警報が発令されていない場合でも、天候状況により危険が伴
うなど、事務局で休講判断をした場合はご連絡を差し上げます。また、アドバイザーの都合に
よる突然の休講の場合もございます。何卒ご理解くださいますよう、お願いいたします。

気象警報が発令されたときは…受講され
るみなさ

まへ

NEW

NEW

NEW
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夏 座講
・講座開講 1時間前に多治見市に気象警報が発令されている場合は休講となります。
　詳しくは P19をご覧ください。
・会場へはできるだけ公共交通機関をご利用ください。（ヤマカまなびパーク駐車場
は有料です）

たじみオープンキャンパスたじみオープンキャンパス

H6 子育てママのリフレッシュバレトン
（バレエ+ヨガ +フィットネス）

木曜 10：00～ 11：30 ヤマカまなびパーク 5階502

お子さん優先の生活で運動不足や肩
コリ等スッキリしない日々をお過ご
しのママ達がリフレッシュして頂け
るレッスンです。お子さん連れでも
OK!!某コンテスト優勝の講師と楽
しくレッスンしませんか。
※素足でおこないます

アドバイザー 金山美沙

日　程
8/2・30
9/20
10/18（全4回）

対象・定員 子育て中の女性・16名
受講料+教材費 2,000 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、タオル、飲み物
ヨガマット又はバスタオル

H8 誰でも出来る気功 “気と呼吸法 ”
金曜 13：00～ 15：00 脇之島公民館 和室

息をゆっくり吐き切ってデトック
ス。自律神経が整い気持ちが落ち着
きます。気の流れがよくなれば、肩
こり、腰痛など不調が解消。始めた
その日から変化を実感できます。

アドバイザー 藤田久良

日　程
8/3・17・24・31
9/7・14・21・28
10/5・12（全10回）

対象・定員 成人・13名
受講料+教材費 5,000 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、飲み物
敷物（バスタオル）

H10 すわってはつらつ健康体操
水曜 10：30～ 12：00 バロー文化ホール 展示室A

ご自分の体調にあわせ、楽しく体を
動かし疲れにくい体づくりをしませ
んか？

アドバイザー 上杉恵美

日　程 8/29
9/12・26（全3回）

対象・定員 成人・22名
受講料+教材費 1,500 円 +0円

持ち物 室内シューズ、飲み物
ヨガマット（バスタオル）

H7 40代からのエアロビクス
～体調改善・肥満予防～

水曜 19：15～ 21：00 旭ケ丘公民館 ホール

なんとなく体調不良、疲れがとれな
い、体が重い。そんな方はもしかし
て運動不足？エアロでも激しい動き
はありません。音楽に合わせて楽し
く体を動かし、体を目覚めさせて元
気を取り戻しましょう。

アドバイザー HANA

日　程
8/1・8・22・29
9/5・12・19・26
10/3・10（全10回）

対象・定員 成人（40～ 60代位）・20名
受講料+教材費 6,000 円 +0円

持ち物
飲み物、運動のしやすい服装
タオル、室内シューズ
ヨガマットまたはバスタオル

H9 簡単気功法 “心と体のストレッチ ”
木曜 10：00～ 12：00 バロー文化ホール 和室

ヒーリング音楽を聴きながら、大き
く息を吐いていきます。日常から頭
を切り替えてリラックスしましょ
う。冷えや痛みは、体が発するメッ
セージ。体の声に耳を傾けましょう。

アドバイザー 藤田久良

日　程
8/2・9・23・30
9/6・13・20・27
10/4・11・18（全11回）

対象・定員 成人・13名
受講料+教材費 5,500 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、飲み物
敷物（バスタオル）

H1 太極拳で健康を目指しましょう
土曜 10：00～ 11：30 勤労者センター 大研修室

深い呼吸でゆっくり動くことで体や
心を総合的に健康へと導きます。

アドバイザー 荒木真奈美

日　程 9/1・8（全2回）

対象・定員 中学生以上・20名
受講料+教材費 1,000 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、飲み物

H3 骨盤底筋アップ・ベリー体操
火曜 19：00～ 21：00 ヤマカまなびパーク 5階501

ストレッチと簡単な筋トレでゆるみ
がちな骨盤底筋を鍛え、ベリーの音
楽にあわせて簡単な振りつけを覚え
ながら、楽しくシェイプアップしま
しょう。

アドバイザー 浜上スーチン

日　程 8/14・28
9/11・25（全4回）

対象・定員 女性・15名
受講料+教材費 2,000 円 +0円

持ち物
動きやすい服装、飲み物、タオル
小さめの座布団（クッション）
ヨガマット（あれば）

H2 体調改善！ヘルスアップ体操
金曜 14：00～ 16：00 勤労者センター 大研修室

セルフマッサージや全身を動かす体
操で血行をよくし、生活習慣病予防、
肩・膝・腰等の不調や更年期による
不調の改善を目指します。個別対応
の時間もあります。
※ダンベル無料貸出あり

アドバイザー 長野ますみ

日　程
8/3・10・24・31
9/7・14・21
10/5・12・19（全10回）

対象・定員 成人・15名
受講料+教材費 5,000 円 +0円

持ち物
動きやすい服装、飲み物
ヨガマット又はバスタオル
500ｇ～1ｋｇのダンベル（あれば）

H5 簡単シェイプアップバレトン
（バレエ+ヨガ +フィットネス）

金曜 10：00～ 11：30 ヤマカまなびパーク 5階502
難しい動きはありませんので体が硬
い方や運動が苦手な方でも安心して
ご参加頂けます。肩コリ、運動不足
を解消して美しい姿勢を目指して、
某コンテスト優勝の講師と楽しく
レッスンしませんか。夏休み中はお
子さま連れでの参加OKです。
※素足でおこないます

アドバイザー 金山美沙

日　程
8/24・31
9/7・21
10/5・19（全6回）

対象・定員 女性・16名
受講料+教材費 3,000 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、タオル、飲み物
ヨガマット又はバスタオル

H4 はじめてのダイエット気功
火曜 10：30～ 12：00 ヤマカまなびパーク 6階和室

気血水の巡りをよくして基礎代謝を
高め太りにくい体質、やせやすい体
質を作る講座です。

アドバイザー 伊藤敦子

日　程
8/28
9/11
10/9（全3回）

対象・定員 どなたでも・20名
受講料+教材費 1,500 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、筆記用具
飲み物

健康

NEW
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※申込みに関する注意事項はP16をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　7/5（木）～19（木）　9：00～21：30（月曜休館 ７/16は開館）
市立公民館 7/6（金）～19（木）　9：00～17：00

H11 バランスボールで楽しく健康に体力メンテナンス !!
水曜 10：30～ 12：00 笠原中央公民館 視聴覚室

バランスボールはどなたでも無理な
く関節に負担の少ない有酸素運動で
す。肩こり、腰痛、体のゆがみ、尿
漏れ改善、自律神経を整えるなどた
くさんの効果があります。楽しく身
体をリフレッシュしましょう!!
※ボール貸出希望者 別途300円／６回

アドバイザー 近藤加奈

日　程
8/8・22
9/12・26
10/10・17（全6回）

対象・定員 成人・15名
受講料+教材費 3,000 円 +0円

持ち物
動きやすい服装、飲み物、タオル
ヨガマットまたはバスタオル
バランスボール（あれば）

W1 親子で楽しむアロマ
木曜 14：00～ 15：30 根本交流センター 実習室

親子で楽しくアロマスプレーと入浴
剤を作ります。葉っぱやお花など
オーガニックの自然な香りで心と身
体をリラックス！癒される香り、元
気になる香りなど自分だけの香りを
作り楽しみましょう。

アドバイザー YUKO

日　程 8/2（全1回）

対象・定員 年中以上の親子・6組
受講料+教材費 500円 +700円

持ち物 筆記用具

W3 0歳からのリトミック（プチクラス）
木曜 11：00～ 12：00 子ども情報センター 研修室

歩き始めて世界が広がるこの時期。
育脳をベースにしたリトミックでお
子さんの限りない可能性を引き出し
ませんか？音楽の力とお母さんの愛
情で心と体を育みましょう。

アドバイザー 小川洋子&小嶋加奈代

日　程 9/6・20
10/4・18（全4回）

対象・定員 しっかりあんよ～24カ月の親子
20組

受講料+教材費 2,000 円 +0円

持ち物 飲み物、動きやすい服装

W5 Ｌｅｔ’ｓ Ｔｒｙ英語deリトミック～音とともだち♪リトミック～
木曜 11：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 7階音楽室

リトミックの中に英語を取り入れ、
楽しい活動を通じて英語に親しみま
す！幼児期から自然と「英語って楽
しい！好き！」になれます。

アドバイザー 髙須しおり&堀江千穂

日　程 9/6・20
10/4（全3回）

対象・定員 未就園児親子・16組
受講料+教材費 1,500 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、飲み物

W7 バランスボールDE産後トータルケア
火曜 10：00～ 11：45 市之倉公民館 研修室

バランスボールを使い、有酸素運動
をして産後に不安定になっている心
と身体を整えていきます。ママは家
庭の太陽です。しっかり体力をつけ
ましょう。
※ボール貸出希望者 別途300円/回

アドバイザー たま

日　程 9/25
10/9・16・23（全4回）

対象・定員 2カ月～2歳の親子・10組

受講料+教材費 2,000 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、飲み物、タオル
お子さんのおでかけセット

W9「育脳メソッド」0～ 3歳の脳にイイコトはじめましょう！
木曜 10：30～ 11：30 市之倉公民館 和室

「三つ子の魂百まで」子どもの可能
性は無限大です！脳神経外科の世界
的権威林成之先生直伝の育脳メソッ
ドを絵本やお絵かき、運動を通して
親子で楽しく学びます。

アドバイザー 水野貴久枝

日　程
8/2・16
9/6・20
10/4（全5回）

対象・定員 0～ 3歳の親子・10組
受講料+教材費 2,500 円 +1,080 円

持ち物 筆記用具、飲み物
動きやすい服装

W2 0歳からのリトミック（ベビークラス）
木曜 10：00～ 11：00 子ども情報センター 研修室

育脳をベースにしたベビーリトミッ
クです。ママのおひざで心地良い音
楽に合わせて活動します。赤ちゃん
が持っている色々な能力を引き出
し、心と体を育んでいきましょう。

アドバイザー 小川洋子&小嶋加奈代

日　程 9/6・20
10/4・18（全4回）

対象・定員 ４カ月（首すわり）～よちよちあん
よの親子・20組

受講料+教材費 2,000 円 +0円

持ち物 飲み物、動きやすい服装
バスタオル（お子さんの敷物）

W4 音楽で育つ！3歳からのリトミック
土曜 10：00～ 11：00 ヤマカまなびパーク 7階音楽室

「音楽って何だろう？」感じたり表
現したりって、実は音楽をよく知っ
ていないとできないのです。シャ
ワーのように音楽をたくさん浴び
て、ゲームをしながら表現力と考え
る力を育てます。本気の音楽、して
みませんか？

アドバイザー 古田恭子

日　程
8/4
9/1・15
10/6・20（全5回）

対象・定員 2歳半以降の親子・10組
受講料+教材費 2,500 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、飲み物

W6 ０歳から♪ベビーリトミック～音とともだち♪リトミック～
木曜 9：00～ 10：00 ヤマカまなびパーク 7階音楽室

音楽の魔法でママと赤ちゃんの心と
体のバランスを保ちリラックスする
と共に、パワーを引き出し成長にプ
ラスを与えます。

アドバイザー 髙須しおり&堀江千穂

日　程
8/30
9/6・20
10/4・18（全5回）

対象・定員 首すわり～あんよ前位の親子
16組

受講料+教材費 2,500 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、飲み物

W8 えいごはおもちゃ
月曜 10：00～ 11：00 笠原中央公民館 和室

えいごを親子で楽しむ「おもちゃ」
にして触れ合います。お散歩や子守
歌など日常生活に即した歌や活動
で、おうちでも楽しんでいただける
内容です。

アドバイザー 各務正枝

日　程 8/6・20・27（全3回）

対象・定員 0才～未就園児親子・10組

受講料+教材費 1,500 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、飲み物

親子

NEW
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夏 座講
・講座開講 1時間前に多治見市に気象警報が発令されている場合は休講となります。
　詳しくは P19をご覧ください。
・会場へはできるだけ公共交通機関をご利用ください。（ヤマカまなびパーク駐車場
は有料です）

たじみオープンキャンパスたじみオープンキャンパス

U1 【まんが講座】かんたん上達色ぬりレッスン
土曜 13：00～ 14：30 子ども情報センター 研修室

配色や色の塗り方を教えます。多治
見西高まんが部員が楽しく教えます
ので、気軽に来てください。

アドバイザー 水野鈴花・長江佑珠

日　程 8/4（全1回）

対象・定員 小学 3年生～中学生・10名
受講料+教材費 100円 +0円

持ち物 色鉛筆またはカラーペン

アンダーナインティーン

U-19（アンダーナインティーン）とは？

19歳以下の大学生や高校生が、小中学
生を対象とした講座のアドバイザーに
チャレンジします。年が近いからこその
アットホームな雰囲気で、講座をすすめ
ていきます。たじみオープンキャンパス
は、がんばる若者たちを応援します！

K1 ダンボール工作
ピンポン玉コロコロタワー

土曜 10：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 6階工作室
ダンボールを使って、ピンポン玉が
ころがるコロコ
ロタワーを作り
ましょう。高さ
60㎝×幅30㎝
くらいの大きさ
です。

アドバイザー 村田祐一郎

日　程 9/1（全1回）

対象・定員 幼児～小学生（親子参加可）・15名
受講料+教材費 500円 +500円

持ち物 はさみ、木工用ボンド

K3 子ども書写教室
日曜 16：00～ 18：00 笠原中央公民館 会議室3

文字を覚える時期に、美しい形、正
しい筆順を身につければ一生役立ち
ます。集中力を養う効果もあり、自
信を持って書く力を獲得しましょう。

アドバイザー 日置濤雲

日　程
8/5・12・19・26
9/2・9・16・23・30
10/7・14（全11回）

対象・定員 年長～中学生・14名
受講料+教材費 5,500 円 +100円

持ち物 書道道具、半紙、鉛筆、新聞紙
墨を拭くもの

K5 楽しくピアノとリトミック♪
土曜 11：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 7階音楽室

脳の成長がめまぐるしいこの時期
に、音楽を聴いて歌ったり身体でリ
ズムを表現したり、ピアノを弾いた
りと音楽総合力を養います。みんな
で音楽を楽しみましょう。

アドバイザー 丹羽美穂

日　程
8/25
9/22
10/6・20（全4回）

対象・定員 年少～年長児・6名
受講料+教材費 2,000 円 +0円

持ち物 特になし

K7 暗やみで光るバラを作ろう！
水曜 10：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 6階工作室
プリザーブドフラワーのバラが魔法
をかけたように暗い所で光るバラに
変わります。葉っ
ぱや小花をいっし
ょにアレンジして
お部屋に飾りまし
ょう。

アドバイザー 桐山良子

日　程 8/1（全1回）

対象・定員 小学生・18名
受講料+教材費 500円 +1,500 円

持ち物 はさみ、敷物（新聞紙）
持ち帰り袋

K2 ゲームするなら「囲碁ゲーム」
木曜 19：00～ 21：00 笠原中央公民館 茶室1

囲碁の良い所
　①考える力が育つ
　②友人ができる
　③人間力が向上する
一緒に楽しみませんか？
※練習用囲碁セット、ルール解説書
別途500円（希望者のみ）

アドバイザー 天命

日　程 8/2・9・16・23（全4回）

対象・定員 小中学生（親子参加可）・10名
受講料+教材費 2,000 円 +0円

持ち物 筆記用具

K4 五感を使って
探Q力をきたえよう！

土曜 9：00～ 11：00 根本交流センター 実習室
日常生活の不思議（Q）を大切に、遊
びを学びに、学びを遊びに転換しま
す。例えば食べ物から命の設計図
（DNA）を取り出すなど、普段の生
活の中で手と目を使って“ホントの
学び”を実践します。

アドバイザー 長谷川園子

日　程
8/25
9/15
10/20（全3回）

対象・定員 小中学生・16名
受講料+教材費 1,500 円 +1,500 円

持ち物 筆記用具、ハンカチ又はタオル
汚れてもよい服装、探Q心

K6 花飾りを作ろう（ミニいけばな）
土曜 13：30～ 15：00 ヤマカまなびパーク 6階美術室

いけばなを体験してミニ花飾りをつ
くりましょう。
※申込時に教材費も集めます

アドバイザー 浦野忍花

日　程 8/18
10/20（全2回）

対象・定員 小学生・15名
受講料+教材費 1,000 円 +1,500 円

持ち物 ぞうきん、持ち帰り袋
花ばさみ（あれば）

子ども

C1 手づくりパン教室（初心者向き）
月曜 10：00～ 13：00 根本交流センター 実習室
家庭で簡単にできる手づくりパンを
作ります。初めての方でも安心して
できるよう生地は講師が準備しま
す。（期間中に1
回は皆さんに生
地作りから体験
して頂きます）

アドバイザー 梶田亮子

日　程
8/6・20
9/3・10
10/1・15（全6回）

対象・定員 成人・10名
受講料+教材費 3,000 円 +3,000 円

持ち物 エプロン、タオル（手拭き）
三角巾、筆記用具、持ち帰り袋

料理

NEW
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※申込みに関する注意事項はP16をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　7/5（木）～19（木）　9：00～21：30（月曜休館 ７/16は開館）
市立公民館 7/6（金）～19（木）　9：00～17：00

語学

L1 初めての韓国語
金曜 19：00～ 20：30 ヤマカまなびパーク 4階401

初めて韓国語を学ぶ方向けの文法を
学びます。まずは基本から始めてみ
ませんか？
※新規の方 テキスト別途3,500円

アドバイザー 水野凖之助

日　程
8/3・10・17・24
9/7・14・21・28
10/5・12・19（全11回）

対象・定員 成人・10名
受講料+教材費 5,500 円 +0円

持ち物 筆記用具

L2 ポーシャと楽しく英会話（中級）
金曜 19：30～ 21：00 笠原中央公民館 会議室2

ガーナ出身の私と楽しく英会話をし
ませんか？１人１人会話をすること
に重点をおき、各回テーマに合わせ
た内容について、自分のことを表現
できるようにレッスンします。

アドバイザー ポーシャ

日　程 8/10・24・31
9/7・14・21・28（全7回）

対象・定員 成人・6名
受講料+教材費 3,500 円 +500円

持ち物 筆記用具

R2 陰ヨガで夏もぐっすり☆
ディープリラックス♬

木曜 19：00～ 21：00 ヤマカまなびパーク 6階和室

静かにゆっくりと脱力しながら、いろ
んなめぐりをよくし、心身をゆるめて
いきましょう。自然治癒力を引き出し、
暑さに負けない！夏もぐっすり♡笑顔
があふれる毎日を☆

アドバイザー 下山真穂

日　程
8/2・30
9/6・20
10/4・18（全6回）

対象・定員 どなたでも・16名
受講料+教材費 3,000 円 +0円

持ち物
動きやすく体温調整しやすい服装
敷物、ブランケット、タオル
飲み物

R3 朝のめざめの陰ヨガ
～夏も元気に！リラックス♬～

土曜 10：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 6階和室

心地よく脱力しながら心と体をゆっく
りと目覚めさせていきましょう。1週
間の疲れを癒してリフレッシュ！夏も
笑顔がいっぱいの健やかな毎日を！

アドバイザー 下山真穂

日　程
8/4・18・25
9/1・8・22・29
10/6・13・20（全10回）

対象・定員 どなたでも・16名
受講料+教材費 5,000 円 +0円

持ち物
動きやすく体温調整しやすい服装
敷物、ブランケット、タオル
飲み物

R5 らくらくヨ～ガ
日曜 13：30～ 15：00 養正公民館 和室

自分のペースで無理なく。心と身体、
呼吸でストレス解消。肩コリ、腰痛
等に対策しましょう。

アドバイザー 磯谷淳子

日　程
8/19
9/16
10/21（全3回）

対象・定員 成人・14名
受講料+教材費 1,500 円 +0円

持ち物
動きやすい服装、ヨガマット
飲み物、大きめのタオル（膝など
に痛みのある方のみ）

R4 ストレッチヨーガ
火曜 13：30～ 15：00 根本交流センター 会議室1

基礎代謝量がUPし、全身が引き締ま
ります。その他にもストレス解消や
姿勢が良くなるなどの効果も期待で
きます。継続は「力」なり。

アドバイザー 磯谷淳子

日　程
8/14・28
9/11・25
10/2・23（全6回）

対象・定員 女性・15名
受講料+教材費 3,000 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、飲み物
ヨガマット又は大きめのバスタオル

R1 女性のための陰ヨガ
～夏も健やかに美しく♡～

火曜 19：00～ 21：00 ヤマカまなびパーク 6階和室

ご自分と静かにゆっくりと向き合い、
心地良く脱力しながら心身のいろん
なバランスを整えていきましょう。自
然治癒力を引き出し、夏も健やかに
美しく♡

アドバイザー 下山真穂

日　程
8/7・21・28
9/4・11・18・25
10/2・9・16（全10回）

対象・定員 女性・16名
受講料+教材費 5,000 円 +0円

持ち物
動きやすく体温調整しやすい服装
敷物、ブランケット、タオル
飲み物

リラクゼーション

R6 リフレッシュヨガ
（体軸・体幹力アップ）

月曜 10：00～ 11：30 市之倉公民館 研修室

呼吸に合わせてゆっくりポーズを取
り体軸・体幹を意識しながらイン
ナーマッスルを鍛えます。肩こりや
腰痛の改善にも。初心者の方も安心
してご参加頂けます。

アドバイザー 山森孝子

日　程
8/6・20
9/3
10/1・15（全5回）

対象・定員 成人女性・12名
受講料+教材費 2,500 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、飲み物
ヨガマット、タオル

たじみオープンキャンパス・プライベートカレッジ

アドバイザー募集中!!
教えたい気持ちをお届けください!!

「自分の培った知識・経験・技術を人と分かち合いたい！社会に役立てたい！」
というあなた。そんな意欲・情熱をお持ちの方をお待ちしています！
まずは説明会にご参加ください。オープンキャンパス事務局までご連絡を。

お申込み
・

お問合せ
は

オープン
キャンパ

ス

事務局ま
で

 
☎23-70

22」」
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夏 座講
・講座開講 1時間前に多治見市に気象警報が発令されている場合は休講となります。
　詳しくは P19をご覧ください。
・会場へはできるだけ公共交通機関をご利用ください。（ヤマカまなびパーク駐車場
は有料です）

プライベートカレッジプライベートカレッジ

プライベートカレッジプライベートカレッジへへようこそ！ようこそ！
　市民が教え、市民が学ぶ「オープンキャンパス」。そのワンランク上のシステムが「プライベートカレッジ」です。
オープンキャンパスよりも少人数で開催することで、より講座の内容が理解しやすくなっています。また、内容も超入門から
上級編までとレベルも様々！さらに、オープンキャンパスとは異なり販売期間中に2人以上のお申込みで講座が成立するので、
より参加しやすい講座です。しっかり身に付けたい、ちゃんと学びたい、そんなニーズにお応えします。

3 生花から作る
手作りプリザーブドフラワー

水曜 10：00～ 12：00 脇之島公民館 研修室2

ハーバリウムに入れるプリザーブドフ
ラワーを一から手作りします。でき
たお花でハーバリウム、壁かけなど
を作ります。たくさんお花ができる
ので色々なアレンジに活用できます。

アドバイザー 桐山良子

日　程 9/5・19（全2回）

対象・定員 成人・4名
受講料+教材費 2,000 円 +4,500 円

持ち物 はさみ、ピンセット、ティッシュ
新聞紙（敷物）、持ち帰り袋

5 楽しく上達「ピアノレッスン」
水曜 13：00～ 14：30 ヤマカまなびパーク 7階音楽室

ピアノが毎日の生活の潤いでありま
すように。それを実現できるよう、
楽しく美しく弾けるようにアドバイ
スいたします。
※テキスト希望者 別途1,500円

アドバイザー 国枝直子

日　程
8/8
9/12
10/10（全3回）

対象・定員 どなたでも・3名
受講料+教材費 3,000 円 +0円

持ち物 弾きたい曲の楽譜（あれば）

7 パソコン・スマホ・タブレット
何でも相談

火曜 10：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 6階視聴覚室

スマホ・タブレット・パソコンはど
れから始めたらいいの？古いパソコ
ンは何が危険なの？Windows7は
いつまで使えるの？中古パソコンは
損か得か？など疑問や悩みにお答え
します。

アドバイザー 小林正治

日　程 9/4・18・25（全3回）

対象・定員 55歳以上・4名
受講料+教材費 3,000 円 +700円

持ち物 パソコン・スマホ・タブレット
（お持ちの方）

2 トロッケンクランツ
～ハロウィンアレンジ～

金曜 10：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 6階工作室

木の実１つ１つにワイヤリングをし
て作りあげるクラフトです。ハロ
ウィンを意識した、秋らしい作品を
作りましょう。

アドバイザー 横江美和

日　程 9/7（全1回）

対象・定員 成人女性・4名
受講料+教材費 1,000 円 +2,000 円

持ち物 持ち帰り袋、眼鏡（必要な方）

1 着物でリメイク
木曜 10：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 5階503

着物を使って洋服や小物を作ります。
※着物は解いてウール洗いをし、生
乾きの内にアイロンがけをして持
ち込んでください。反物の場合も
洗ってお持ちください。

※反物希望者別途500円～2,000円
程度

アドバイザー 林みどり

日　程
8/9・23
9/13
10/11（全4回）

対象・定員 成人・3名
受講料+教材費 4,000 円 +0円

持ち物 裁縫道具、あれば着物又は反物
ミシン、アイロン

4 ウクレレを楽しみましょう
月曜 10：00～ 12：00 脇之島公民館 和室

ウクレレを弾いて楽しく夏を過ごし
ましょう。ゆっくりていねいにアド
バイスします。
※ウクレレ貸出あり1,000円/1カ月

アドバイザー ケンシュウ竹橋

日　程
8/6・20
9/3・17
10/1・15・22（全7回）

対象・定員 成人・4名
受講料+教材費 7,000 円 +700円

持ち物 ウクレレ、筆記用具
チューナー（あれば）

6 はじめてみましょうピアノ♪
金曜 10：30～ 12：00 ヤマカまなびパーク ７階音楽室

ピアノが弾けることの楽しさを味
わってみませんか。音符の読めない
初心者の方でも安心して受講して頂
けます。それぞれのレベルに合わせ
た個人レッスンを行います。
※テキスト希望者 別途800円

アドバイザー 丹羽美穂

日　程
8/24
9/14
10/12（全3回）

対象・定員 成人・3名
受講料+教材費 3,000 円 +0円

持ち物 使用したいテキストか楽譜
（あれば）

8 夏の陰ヨガ
～さわやかに心底リラックス～

土曜 15：00～ 16：45 ヤマカまなびパーク 5階506

夏を健やかに暮らすための座学＆陰
ヨガ。ご自分と静かにゆっくりと向
き合いながら、自然治癒力を引き出
し、いろんなバランスを整えていき
ましょう♪

アドバイザー 下山真穂

日　程
8/4・25
9/1・8・22・29
10/6・20（全8回）

対象・定員 どなたでも・4名
受講料+教材費 8,000 円 +0円

持ち物
動きやすく体温調整しやすい服装
敷物、ブランケット、タオル
飲み物

クラフト

クラフト

クラフト

音　楽

音　楽 音　楽

パソコン リラクゼーション
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※申込みに関する注意事項はP16をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　7/5（木）～19（木）　9：00～21：30（月曜休館 ７/16は開館）
市立公民館 7/6（金）～19（木）　9：00～17：00

13 フラダンス
「涙そうそう」をマスターしよう

水曜 13：00～ 14：30 ヤマカまなびパーク 5階506

日本の曲、「涙そうそう」でフラダン
スを踊ってみませんか。ゆっくりした
曲なので、誰でも楽しく踊ることが
できます。ちょっとした軽運動にいか
がですか。

アドバイザー さとえり

日　程 9/5・19
10/3・17（全4回）

対象・定員 50歳以上女性・4名
受講料+教材費 4,000 円 +0円

持ち物 飲み物、筆記用具
動きやすい服装

15 やってみよう楽しいハワイアンフラ
水曜 10：00～ 11：30 市之倉公民館 研修室 他

おどる楽しさからはじめましょう。体
幹をきたえ姿勢を整えます。楽しみ
ながら美しくなるフラ、手とり足とり
教えます。
※パウスカート無料貸出あり

アドバイザー NAO

日　程
8/8・29
9/12・19
10/17（全5回）

対象・定員 成人女性・4名
受講料+教材費 5,000 円 +100円

持ち物 動きやすい服装、飲み物
タオル

11 メンタルケア講座
木曜 19：00～ 20：30 笠原中央公民館 会議室2

悩みの多い現代。解決のヒントを
持っているのはあなたご自身です。
一緒に解決の糸口を見つけていきま
しょう。

アドバイザー 水野美智子

日　程 8/2・16・30（全3回）

対象・定員 成人・4名
受講料+教材費 3,000 円 +0円

持ち物 筆記用具

17 ポーシャと楽しく英会話（中級編）
月曜 19：30～ 21：00 笠原中央公民館 会議室3

ガーナ出身の私と楽しく英会話をし
ませんか？1人1人会話をすること
に重点をおき、各回テーマに合わせ
た内容について、自分のことを表現
できるようにレッスンします。

アドバイザー ポーシャ

日　程 8/6・20・27
9/3・10・17・24（全7回）

対象・定員 成人・4名
受講料+教材費 7,000 円 +500円

持ち物 筆記用具

10 気功でリラックス！
呼吸とからだをととのえる

水曜 10：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 5階506

身体のバランスを整えて代謝を高め
健康＆元気に！気になる不調は気功
で解消しましょう。

アドバイザー 藤田久良

日　程 8/1・8・22・29（全4回）

対象・定員 成人・4名
受講料+教材費 4,000 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、飲み物

14 人生を変えるダンス！
情熱のフラメンコ（入門編）

火曜 15：30～ 17：00 笠原中央公民館 会議室1

運動は苦手。リズム音痴な私にはム
リ…。そんなあなたも楽しくかっこよ
く踊れるようになります。心身を解放
して踊ってみましょう。きっと新しい
自分に出会えます。

アドバイザー 稲葉晶子

日　程 8/21・28
9/4・11・18・25（全6回）

対象・定員 どなたでも・4名
受講料+教材費 6,000 円 +0円

持ち物 動きやすい服装
運動靴又はヒール 5cm以下の靴

16 韓国語学習（中級者向け）
木曜 19：00～ 20：30 ヤマカまなびパーク 4階401

ある程度韓国語の読み書きができる
方への講座です。韓国語の文法を体
系的に学び深めていきます。自分自
身で韓国語を組み立てられるように
なりましょう。
※新規の方 テキスト別途3,500円

アドバイザー 水野凖之助

日　程
8/2・9・16
9/6・13・20
10/4・11（全8回）

対象・定員 成人・4名
受講料+教材費 8,000 円 +0円

持ち物 筆記用具

18 はじめての中国語
水曜 19：30～ 21：00 ヤマカまなびパーク 5階504

発音から簡単な日常会話を学びま
す。ゆっくりと学びしっかりと身に
付けていきますので、シニアの方で
も大丈夫です。

アドバイザー 黄友潔

日　程 8/22・29
9/5・12・19・26（全6回）

対象・定員 成人・4名
受講料+教材費 6,000 円 +300円

持ち物 筆記用具

12 心と身体にやさしい
呼吸法とハーブ

土曜 10：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 5階506

呼吸法は心身を健やかに保つために
も、大変に有効な方法として見直さ
れつつあります。また、体に無理な
く費用をかけずに誰にでもできま
す。日々の生活の中で簡単にできて
有効な呼吸法を学びます。ハーブに
ついての基本的な知識と利用法もお
伝えします。

アドバイザー けいこ あすか

日　程 8/25
9/1（全2回）

対象・定員 女性・4名
受講料+教材費 2,000 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、筆記用具

NEW

9 ザ・マジック
土曜 19：00～ 21：00 養正公民館 和室1

コツを覚えて、あなたもマジシャ
ン ! ! 手先が器用でないとマジック
はできないと思ってはいませんか？
大丈夫です。コツを覚えれば誰でも
できるんです。

アドバイザー 長谷部勇夫

日　程
8/11・25
9/1・22
10/6・20（全6回）

対象・定員 成人・4名
受講料+教材費 6,000 円 +3,000 円

持ち物 はさみ、スティックのり
筆記用具

健　康

健　康健　康

語　学

語　学語　学

趣　味

ダンス ダンス

ダンス
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夏 座講
・講座開講 1時間前に多治見市に気象警報が発令されている場合は休講となります。
　詳しくは P19をご覧ください。
・会場へはできるだけ公共交通機関をご利用ください。（ヤマカまなびパーク駐車場
は有料です）

プライベートカレッジプライベートカレッジ

23 三味線を弾くテクニック
金曜 10：30～ 12：00 南姫公民館 和室

三味線を上手に弾く方法を学びま
す。上手に弾くため譜面にはない手
を加えることにより、きれいな音の出
し方や、ハヂキ、スクイ、ウチ、ス
リを含め指のはこび方を伝授します。

アドバイザー 藤本秀直伸

日　程
8/3・17・24・31
9/21・28
10/5（全7回）

対象・定員 三味線をお持ちで弾ける方・4名
受講料+教材費 7,000 円 +250円

持ち物 三味線及び小道具一式
筆記用具

27 ジュニアいけばな（草月流）
土曜 10：30～ 12：00 ヤマカまなびパーク 6階美術室

日本の伝統文化を体験しましょう。
※申込時に教材費も集めます

アドバイザー 浦野忍花

日　程
8/18
9/15
10/20（全3回）

対象・定員 小学生～中学生・4名
受講料+教材費 3,000 円 +3,000 円

持ち物 花器、剣山、ぞうきん
花ばさみ（あれば）、持ち帰り袋

25 ダンボール工作
くるくるクジそうちを作ろう

日曜 10：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 6階工作室

ダンボールでクジ引きの装置を作り
ます。くるくるまわすとビー玉が出
てきます。

アドバイザー 村田祐一郎

日　程 9/23（全1回）

対象・定員 幼児～小学生（親子参加可）
4名

受講料+教材費 1,000 円 +400円

持ち物 はさみ、木工用ボンド

20 こころをほぐす
アロマセラピー

土曜 10：00～ 11：30 ヤマカまなびパーク 5階503

優しい植物の香りとエネルギーに触
れて、心をほぐしてみませんか。ア
ロマの基礎知識、心と脳に有用な精
油での呼吸法等を紹介します。アロ
マルームスプレーも作ります。

アドバイザー 水谷和子

日　程 9/8（全1回）

対象・定員 成人・4名
受講料+教材費 1,000 円 +800円

持ち物 筆記用具

21 笑顔の表情筋トレーニング
水曜 13：00～ 14：30 ヤマカまなびパーク 4階401

毎日わずか５分のトレーニングでシ
ミ・しわ・たるみの予防改善。さら
に血行が促進され皮膚にハリや潤い
をもたらします。若々しく輝く笑顔
を手に入れましょう。

アドバイザー 松下美奈子

日　程
8/8
9/19
10/17（全3回）

対象・定員 女性・4名
受講料+教材費 3,000 円 +300円

持ち物 手鏡

24 筆文字を書くはじめの一歩
火曜 19：00～ 20：30 ヤマカまなびパーク 4階401

毛筆の基本から始め、半紙４文字と
並行して希望の方は小筆で実用書
（氏名・地名・挨拶文等）の文字練習
を行います。
※初回は筆・紙・墨液の準備がなくて
もOKです

アドバイザー 福田凌華

日　程
8/7・21
9/4・18
10/2・16（全6回）

対象・定員 成人・4名
受講料+教材費 6,000 円 +500円

持ち物
書道道具（あれば）、新聞紙
タオル
※初回に道具の説明をします

28 親子で楽しく！！
ケイキ（子ども）フラ

火曜 16：00～ 17：00 ヤマカまなびパーク 5階506

ハワイの音楽に合わせて踊りましょ
う。楽しい会話が始まりますよ。

アドバイザー 伊左次美保

日　程
8/7・21
9/4・18
10/2（全5回）

対象・定員 4歳～小学生の親子・4組
受講料+教材費 5,000 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、飲み物
筆記用具

26 夏休みのバイオリン（子ども）
金曜 10：30～ 11：30 ヤマカまなびパーク 6階視聴覚室

楽器の女王バイオリンをさわってみ
ませんか？コンクール上位入賞者を
多数育てる指導者が手ほどきしま
す。まずはキラキラ星を！
（グループレッスンです）
※バイオリン貸出 別途4,000円
（お持ちでない方）

アドバイザー 加藤菜津子

日　程 8/3・10・17・24（全4回）

対象・定員 小学1年～4年生（保護者同伴可）
2名

受講料+教材費 4,000 円 +0円

持ち物 バイオリン（あれば）

22 食器の選び方
しまい方・手放し方

火曜 10：00～ 11：30 ヤマカまなびパーク 5階505

食器って、もらったり買ったりして
どうしても余りがちになりません
か？そんなあなたに食器とお片付け
のプロである講師が、収納と捨て方
に焦点を当ててお話しします。スッ
キリした食器棚、目指しませんか？

アドバイザー 須藤真一郎

日　程 9/25
10/9（全2回）

対象・定員 成人・4名
受講料+教材費 2,000 円 +200円

持ち物 筆記用具

NEW

NEW

NEW

19 我が子への愛情溢れる
言葉がけ講座

土曜 10：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 1階101

愛されている、受け容れられている
実感が、子供の気持ちを満たします。
よい親子関係を築くために、愛情溢
れる言葉がけを学びましょう。身だ
しなみメイク
も行います。

アドバイザー MAKI

日　程
8/4
9/8
10/13（全3回）

対象・定員 0歳～小学校低学年のママ・4名
受講料+教材費 3,000 円 +108円

持ち物
筆記用具
（3回目のみ）フェイスタオル、スタ
ンド式鏡、お手持ちのメイク道具

NEW

和　道 和　道

教　養

教　養

教　養

教　養

親　子

子ども

子ども

子ども
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音楽（ヴァイオリン）

ヴァイオリンアンサンブル「フェリーチェ」ヴァイオリンアンサンブル「フェリーチェ」
オープンキャンパスでの講座をきっかけに結成され
たヴァイオリン同好会。合奏する楽しみを毎回深め
ています。ご興味のある方、ぜひお待ちしています。

日　時 第4火曜日　13：00～14：00
会　場 ヤマカまなびパーク
対　象 どなたでも 参加費 1,000円/回
講　師 安部奈々恵 問合せ 090-3157-1934（安部）

健康（体操）

ヘルスアップ根本ヘルスアップ根本
軽いダンベルやスモールボール、チューブなどを
使って全身を動かし、体調改善。

日　時 毎週月曜日　10：00～12：00
会　場 根本交流センター
対　象 成人 参加費 2,500円/月
講　師 長野ますみ 問合せ 090-7918-9002（長野）

健康（体操）

自彊術自彊術
「自らの健康は自分で守る」治療術から生まれた
日本最初の健康体操、1度体験してみて下さい。

日　時 毎週水曜日　10：00～11：30
会　場 ヤマカまなびパーク
対　象 成人 参加費 3,000円/月
講　師 大山也恵 問合せ 080-4304-1224（大山）

趣味（書道）

和光書道同好会和光書道同好会
漢字・かな・ボールペン習字など、お好きな内容を
基礎から上級まで個別に指導しています。

日　時 第1・3木曜日　10：00～12：00
会　場 ヤマカまなびパーク
対　象 成人 参加費 2,000円/月
講　師 岩

い わ だ れ き し ょ う

垂季粧 問合せ 090-7950-6205（岩垂）

ダンス（故里踊り）

故里踊りの会故里踊りの会
日本の故里踊りと世界の故里踊り（フォークダンス）
を楽しみます。

日　時 第1・3金曜日（養正）　10：00～12：00
会　場 養正公民館
対　象 どなたでも 参加費 600円/回
講　師 丹羽義兼 問合せ 090-1622-9204（小島）

ダンス（バレエ）

大人バレエ大人バレエ
大人になってからバレエを始めた人がほとんどで
す。初めての方でも、気軽にスタートできます。

日　時 毎週水曜日　13：00～14：30
会　場 ヤマカまなびパーク

対　象 中学生以上
の女性 参加費 12,000円/3カ月

（10回）
講　師 寺本ゆかり 問合せ 090-4211-4495（寺本）

音楽（三味線）

三味線　秀の会三味線　秀の会
オープンキャンパスで勉強をした仲間で、29年 4
月に立ち上げたサークルです。三味線が好きな方、
やってみたいという仲間を募集中です。

日　時 第1・4火曜日　10：00～12：00
会　場 小泉公民館
対　象 成人 参加費 1,500円/月
講　師 藤本秀直伸 問合せ 0574-26-2380（中島）

健康（太極拳）

楊名時太極拳旭ケ丘教室楊名時太極拳旭ケ丘教室
難しく考えずいっしょに体を動かして、ゆっくりと
心もほぐしていきましょう。

日　時 毎週火曜日　13：20～14：50
会　場 旭ケ丘公民館
対　象 成人 参加費 3,000円/月
講　師 大脇裕子 問合せ 0572-29-5241（大脇）

健康（体操）

呼吸中心ヨ～ガ（火曜日）呼吸中心ヨ～ガ（火曜日）
声を出しながら、呼吸を自然に行い、深～い呼吸で
心身リラックス。のびーるのび～るのびーましょっ
と。スッキリ爽やか姿勢を正して肩・腰痛解消しま
しょ !!
日　時 毎週火曜日　10：00～12：00
会　場 勤労者センター
対　象 女性 参加費 7,000円/3カ月（12回）
講　師 磯谷淳子 問合せ 090-3442-1509（磯谷）

健康（ヨガ）

根本ＤＥナイト☆ヨガ根本ＤＥナイト☆ヨガ
年齢が気になる方はご相談下さい。男性もOK。ヨガに
興味のある方、効果が気になる方、今までとはちょっぴ
り違うヨガを体験してください。
日　時 毎週水曜日　19：30～20：45
会　場 根本交流センター

対　象 成人 参加費 2,500円/月（3回）
単発1,000円/回

講　師 稲垣千枝子 問合せ 090-6769-4795（稲垣）

趣味（版画）

グループ・モク・グループ・モク・木木
モ クモ ク

月 2回、自由な自分の絵を作っています。年 2回
根本交流センターとまなびパークで新作の発表をし
ています。自由に我流で楽しんでいます。

日　時 第1・3木曜日　13：00～15：00
会　場 根本交流センター
対　象 成人 参加費 1,000円/月
講　師 阿部正枝 問合せ 0572-27-2303（阿部）

ダンス（バレエ）

大人バレエ大人バレエ
美容と健康のためにバレエが役立ちます。若い方～
60代くらいの方が受講されています。

日　時 毎週土曜日　19：30～21：00
会　場 脇之島公民館

対　象 中学生以上
の女性 参加費 12,000円/3カ月

（10回）
講　師 寺本ゆかり 問合せ 090-4211-4495（寺本）

料理

はじめてさんの料理教室はじめてさんの料理教室
お料理初心者の方でも楽しく学べる教室です。

日　時 第2・4日曜日　10：00～13：00
会　場 根本交流センター
対　象 成人 参加費 7,000円/3カ月
講　師 林みどり 問合せ 0574-64-5815（林）

健康（体操）

日曜日のエクササイズ日曜日のエクササイズ
1 週間の疲れをリセットしましょ。ムリなくムリな
く自分のペースで心と身体を伸ばしましょう。声を
出してのーびの～びしてスッキリしましょう !!

日　時 毎週日曜日　10：00～11：30
会　場 ヤマカまなびパーク 
対　象 女性 参加費 7,000円/3カ月（12回）
講　師 磯谷淳子 問合せ 090-3442-1509（磯谷）

健康（ヨガ）

シェイプアップヨーガシェイプアップヨーガ
ムリせず心地良さを感じながら身体と心をひとつに
結びつけて、呼吸、アーサナを行い硬い心、身体を
ほぐしてリラックス。スッキリ爽快になりましょう。

日　時 毎週金曜日　19：30～21：00
会　場 ヤマカまなびパーク
対　象 女性 参加費 7,000円/3カ月（12回）
講　師 磯谷淳子 問合せ 090-3442-1509（磯谷）

趣味（書道）

かな・行書を学ぶ書道かな・行書を学ぶ書道
俳句・短歌を連綿（つなげた文字）で書く勉強を主
にする講座です。初心者歓迎。

日　時 毎週月曜日　13：00～15：00
会　場 精華公民館

対　象 成人 参加費 3,000円/月（4回）
（2回、3回も可 1,000円/回）

講　師 日置濤雲 問合せ 0572-44-1776（日置）

ダンス（バレエ）

S＆Sバレエ（大人）S＆Sバレエ（大人）
体に無理なく楽しみながらバレエの基本を練習して
います。

日　時 毎週金曜日　13：30～15：00
会　場 根本交流センター
対　象 成人 参加費 1,000円/回
講　師 辻沙織 問合せ 080-6928-6567（辻）

ダンス（バレエ）

トウシューズクラストウシューズクラス
憧れのトウシューズを履き始めたけれどうまく履き
こなせない等悩んでいませんか？もっと上手に踊れ
るようにトウシューズ強化のためのレッスンです。
日　時 毎週火曜日　17：00～18：00
会　場 ヤマカまなびパーク

対　象 小学生以上
の女性 参加費 8,000円/3カ月

（10回）
講　師 寺本ゆかり 問合せ 090-4211-4495（寺本）

興味のある方は、
ぜひ一度お問合せを！

から
　　　様々な　　　　が誕生しています！
たじみオープンキャンパス

　　　同好会同好会
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ホールで思い切り音を奏でてみませんか？
グランドピアノもご利用いただけます。

期日期日● 8 月 19 日（日）
時間時間● 9：00 ～ 17：00
対象・定員対象・定員●個人・団体を問わずどなたでも・

8 組まで
参加費参加費● 200 円（キャンセル・時間変更不可）
申込み申込み●受付中

※ 1 組につき 1 時間まで申込み可

ピアノの日
卓球の基本を学びながら体を動かします。先生がその人
に合わせて指導してくれるので初めてでも大丈夫です！

期日期日● 7 月 21 日、8 月 18 日
9 月 15 日、10 月 20 日

（土曜・全 4 回）
※ 1 回のみの参加も可

時間時間● 10：00 ～ 12：00
対象・定員対象・定員●小学生以上・20 名
講師講師●水野裕雅
参加費参加費●小・中学生 400 円（1 回は 100 円）
　　　　大人 800 円（1 回は 200 円）
持ち物持ち物●室内用シューズ・タオル・飲み物

※自分のラケットがある方はお持ちください
申込み申込み●受付中

卓球の日
アメリカ出身のマーサ先生からトランプや
ドミノを使ったゲームを教わります。子ど
もから大人まで楽しめます。

期日期日● 8 月 4 日（土）
時間時間● 13：30 ～ 15：30
対象・定員対象・定員●小学 4 年生以上・8 名
講師講師●小笠原真麻
参加費参加費●無料
申込み申込み●受付中

マーサとゲームで遊ぼう！

手遊びや読み聞かせ・英語のリトミックを、親
子で楽しみましょう。

期日期日● 7 月 8 日（日）
時間時間● 13：00 ～ 14：00
対象対象●未就学児親子
講師講師●多治見市図書館
　　　スマイルキッズ・
　　　リトガーデン
参加費参加費●無料
申込み申込み●受付中
共催共催●多治見市図書館

本と音にふれあう親子講座
 

笑って元気になりましょう！ヨガマット不要の楽しいヨガです。

期日期日● 7 月 8 日（日）、8 月 12 日（日）
時間時間● 10：30 ～ 11：15
定員定員● 20 名
講師講師●磯谷和美
参加費参加費● 1 回 100 円
持ち物持ち物●室内シューズ、タオル、飲み物
申込み申込み●不要

笑いヨガ
　

自分の体を知ることで健康を意識し、イキイキ
と生活するための健康イベントです。インボデ
ィ測定とやさしいヨーガを行います。

期日期日● 8 月 13 日（月）
時間時間● 9：00 ～ 11：15
対象対象●どなたでも
講師講師●多治見市保健セン

ター　中村福美
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●ヨガマットまたはバスタオル・飲み物
申込み申込み●受付中

精華☆健康フェスタ
地域の祭典・夏　おはようサロン特別企画

プロの庭師の技と知恵を伝授！季節に合わせた丁寧な講習と実技が人気
の講座です。

期日期日● 9 月 22 日（土）　時間時間● 9：30~12：00
定員定員● 30 名
講師講師●安藤秀章
参加費参加費● 400 円（資料代込）
持ち物持ち物●タオル、軍手、剪定ばさみ
申込み申込み● 8 月 25 日（土）　9：00 ～ 窓口にて／ 10：00 ～ 電話にて

庭木の手入れ　秋
　

養正 大人の大学養正 子どもの大学／大人の大学

好評につき、第 2 弾開催！
腹式呼吸・集中力で身も心も健康に！

期日期日● 7 月 13 日・20 日・27 日（金曜・全 3 回）
時間時間● 15：00 ～ 17：00
定員定員● 20 名程度
講師講師●長谷川裕（公認指導員）
参加費参加費● 1,500 円
持ち物持ち物●動きやすい服装・室内シューズ・飲み物
申込み申込み●受付中

スポーツ吹き矢で
　健康になろう !　Part2

　

健康食品とくすりは何が違うのでしょうか。
薬剤師の立場からわかりやすく説明します。

日　　時  7 月 6 日（金）　14：00 ～ 15：00
定　　員  20 名程度
会　　場  脇之島公民館
講　　師  県立多治見病院　薬剤部長 堀内正
申　込　み  不要　直接お越しください

県立多治見病院の医師・看護師・薬剤師などが講師となり、公民館などの文化施設を会場に
市民のみなさまの健康づくりのお役に立つ講座を開催します。市民のための健康講座

健康食品とくすりの使い分け
嚥下障害とは水や食べ物が飲み込みにくくなる
症状です。原因や症状、最期まで口から食べる
ためにできることを考えてみませんか。
高齢者に多い誤嚥性肺炎も解説します。

通常の手術と異なり、管とワイヤーで身体を
切らずに治すピンポイント手術である “ 血管内
治療 ” が注目されています。急速な発展を遂げ
る治療技術をご紹介します。

日　　時  9 月 11 日（火）　13：30 ～ 14：30
定　　員  30 名程度　 会　　場  市之倉公民館
講　　師  県立多治見病院 リハビリテーション科

言語聴覚士 市原邦夫
申　込　み  受付中　☎ 22-3776

日　　時  9 月 21 日（金）　14：00 ～ 15：00
定　　員  20 名程度
会　　場  脇之島公民館
講　　師  県立多治見病院 中央放射線部　鈴木康介
申　込　み  不要　直接お越しください

嚥下障害と誤嚥性肺炎 ここまでできる血管内治療

陶元町 135-3 ♥☎ 25-3622 ♥ http：//www.tajimi-bunka.or.jp/yousei/養正公民館

上野町 4-23-1 ♥☎ 25-1533 ♥ http：//www.tajimi-bunka.or.jp/seika/精華公民館

旭ケ丘 8-29-99 ♥☎ 27-6826 ♥ http：//www.tajimi-bunka.or.jp/asahi/旭ケ丘公民館

参加無料
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公民館イベント情報
各講座は定員に達し次第、受付を終了します。
イベント内容は変更する場合があります。
詳しくは主催者に直接お問合せください。公民館イベント情報
各講座は定員に達し次第、受付を終了します。
イベント内容は変更する場合があります。
詳しくは主催者に直接お問合せください。



小泉町 8-80 ♥☎ 29-1377 ♥ http：//www.tajimi-bunka.or.jp/koizumi/小泉公民館

メニュー
釜玉そうめん
シシャモの春巻き
豆腐大根餅
スイカの豆乳カン

貴族も　農民も　男も女も　老いも若きも　都人も鄙（ひな）の人も…
万葉集の千万の愛の歌・歌

じょうずに歌えなくても大丈夫！みんないっしょに思いっきり歌いましょう。
帰りはココロもカラダもすっきりです‼

をちこちとはあっちこっちという意味。たとえば安倍の虫麿くんの恋の
話から藤原夫人の歌の話へと、楽しい話があっちこっちへ…

期日期日● 8 月 8 日・22 日、9 月 12 日・26 日、10 月 10 日・24 日（水曜・全 6 回）
時間時間● 13：15 ～ 14：45
定員定員● 30 名
講師講師●安田直幸
参加費参加費● 2,700 円（資料代込）
持ち物持ち物●筆記用具
申込み申込み● 7 月 1 日（日）

9：00 ～ 窓口にて／ 10：00 ～ 電話にて

期日期日● 7 月 10 日・17 日・24 日・31 日（火曜・全 4 回）
時間時間● 10：00 ～ 12：00
定員定員● 8 名
講師講師●近藤正隆
参加費参加費● 1,500 円
持ち物持ち物●お使いのスマホ、筆記用具
申込み申込み●受付中

期日期日● 10 月 1 日・15 日、11 月 5 日・19 日、12 月 3 日・17 日、平成 31 年 1 月 7 日・
21 日、2 月 4 日・18 日、3 月 4 日・18 日（第 1・3 月曜　全 12 回）

時間時間● 13：15 ～ 14：45
講師講師●水野妃佐子
参加費参加費● 3,600 円（教材費別途）
持ち物持ち物●飲み物
申込み申込み● 9 月 1 日（土）　9：00 ～ 窓口にて／ 10：00 ～ 電話にて

期日期日● 8 月 10 日・24 日、9 月 14 日・28 日、10 月 12 日・26 日（金曜・全 6 回）
時間時間● 10：00 ～ 11：30
定員定員● 30 名
講師講師●安田直幸
参加費参加費● 2,700 円（資料代込）
持ち物持ち物●筆記用具
申込み申込み● 7 月 1 日（日）

9：00 ～ 窓口にて／ 10：00 ～ 電話にて

千秋万葉

もっとスマホしましょ！ みんなイキイキ♪うた広場 ～後期

をちこち万葉集
万葉講座

　 　

万葉講座

楽しく安全な LINE の使い方、生活に役立つ便
利なアプリのダウンロード、使いこなし方を学
びます。

期日期日● 8 月 25 日、9 月 1 日・8 日・15 日
（土曜・全 4 回）

時間時間● 10：00 ～ 12：00
定員定員● 10 名
講師講師●近藤正隆
参加費参加費● 1,200 円
持ち物持ち物●お使いのスマホ、筆記用具
申込み申込み●受付中

今日からあなたもスマホ名人！
　

まだまだ暑い！残暑のお口にはお寿司が心地良
い。かわいい手毬寿司と釜揚げえびのかき揚げ
は絶品！

期日期日● 9 月 29 日（土）
時間時間● 10：00 ～ 13：00
対象・定員対象・定員●男性・15 名
講師講師●松原布貴子
参加費参加費● 1,300 円
持ち物持ち物●エプロン、三角巾、

ふきん、手ふき
申込み申込み●受付中

手毬寿司 は一口サイズ⁇
男塾：料理

だしの効いた新鮮野菜で、おいしくヘルシーな
料理をつくります。暑さに疲れた体に効果あり。

期日期日● 9 月 20 日（木）
時間時間● 10：00 ～ 13：00
定員定員● 15 名
講師講師●日比野朱美
参加費参加費● 1,200 円
持ち物持ち物●エプロン、三角巾、ふきん、手ふき
申込み申込み●受付中

野菜たっぷり！
残暑に涼しいだし料理

　

LINE やカメラで遊びながらスマホを楽しく自分のものに ! 使え
るアプリもぐっと増えますよ♪

「与謝野晶子」
子どものために書き綴った短編の中から、選り
すぐりの作品を語りで堪能しましょう！

期日期日● 7 月 6 日（金）
時間時間● 13：30 ～ 15：00
定員定員● 20 名
講師講師●かのうなほ
参加費参加費● 500 円（お菓子とお茶つき）
申込み申込み●受付中

午後の朗読サロン
～語りで楽しむ名作散歩～

オアシスカレッジ 2018

みんなで楽しく「脳トレ・筋トレ」をしましょ
う！

期日期日● 7 月 13 日（金）、9 月 7 日（金）
時間時間● 10：00 ～ 11：00
対象対象●どなたでも
講師講師●青木久子
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●飲み物・動き

やすい服装
申込み申込み●不要

脳トレ・筋トレ・笑ットレで
脳の活性化

介護予防教室

スーチン先生とおいしいアジア料理をつくりま
しょう。

期日期日● 9 月 3 日（月）
時間時間● 10：00 ～ 13：00
定員定員● 20 名
講師講師●浜上スーチン
参加費参加費● 1,200 円
持ち物持ち物●エプロン、三角巾、ふきん
申込み申込み● 7 月 7 日（土）

9：00 ～ 窓口にて／ 10：00 ～ 電話にて

スーチン先生の楽しい食卓
オアシスカレッジ 2018

大針町 283-1 ♥☎ 29-4880 ♥ http：//www.tajimi-bunka.or.jp/hime/南姫公民館

市之倉町 8-138 ♥☎ 22-3776 ♥ http：//www.tajimi-bunka.or.jp/ichi/市之倉公民館

公民館イベント情報
各講座は定員に達し次第、受付を終了します。
イベント内容は変更する場合があります。
詳しくは主催者に直接お問合せください。

Bun　Bun ねっと　No.83 29

公民館イベント情報
各講座は定員に達し次第、受付を終了します。
イベント内容は変更する場合があります。
詳しくは主催者に直接お問合せください。



メニュー
黒ゴマ入りスティッククッキー
甘酒味噌ソース
甘酒入り枝豆のずんだ餅

非常時のトイレについて意識、技能、モノの備
えを学び、水を使わないトイレの使い方を体験
します。またペットの避難法を学びます。

期日期日● 8 月 19 日（日）
時間時間● 10：00 ～ 12：00
対象・定員対象・定員●小学 4 年生以上・50 名
講師講師●長谷川高士（減災チーム・トイレの備え代表）

田原佐織（犬育応援
プロジェクト　ワン
コミ代表）

参加費参加費●無料
申込み申込み●受付中

どうする
災害時のトイレ・ペットの避難

美しいピアノの音色にあわせて、楽しく歌って
心も身体もリフレッシュしましょう！懐かしい
歌がどんどん登場しますよ♪

夏の夜空を天体観測、プラネタリウムもやって
きます。ミニコンサートでは星の曲が流れます。

期日期日● 9 月 11 日・25 日、10 月 9 日・23 日
　　　11 月 13 日・27 日（火曜・全 6 回）
時間時間● 10：00 ～ 11：30
定員定員● 100 名
講師講師●齊藤順子（名古屋二期会）
参加費参加費● 1,800 円
申込み申込み● 7 月 10 日（火）

9：00 ～
窓口・電話にて

期日期日● 8 月 19 日（日）
時間時間● 19：00 ～ 21：00
対象対象●どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
定員定員● 80 名
講師講師●地球村星倶楽部・市原俊子（コンサート）
参加費参加費●無料
申込み申込み● 7 月 2 日（月）

9：00 ～
窓口・電話にて

愛唱歌を歌おう！秋 星空観望会＆ミニコンサート

暑い夏を乗り切るために、栄養豊富な「甘酒」
について学んでみませんか？飲む点滴と言われ
る甘酒。甘酒の効能を知って、料理やお菓子作
りに活用する方法を教えていただきます。

期日期日● 7 月 20 日（金）
時間時間● 10：00 ～ 12：00
対象・定員対象・定員●どなたでも・16 名程度
講師講師●山北和恵
参加費参加費● 1,200 円（材料費込）
持ち物持ち物●ふきん 2 枚、エプロン、三角巾、タッパー
申込み申込み●受付中

体が喜ぶ　あまざけ講座

中生代には、恐竜が陸上で、海ではアンモナイ
トが大繫栄。化石によって恐竜の謎もわかりま
す。

期日期日● 7 月 6 日（金）
時間時間● 10：00 ～ 11：30
定員定員● 50 名
講師講師●中京地球科学研究所 理学博士　冨田進
参加費参加費●無料
申込み申込み●受付中

恐竜の繁栄と絶滅の謎解明

地元の良さを再発見！季節ごとの植物や風
景を楽しみながら、歩きましょう。
7 月 13 日（金）：旭ケ丘運動公園
9 月 14 日（金）：高根山
※旭ケ丘公民館集合・解散
※雨天中止

夏休みの日曜日に親子で気軽にフラダンス
に挑戦！夏バテ解消や親子のコミュニケー
ションを深める時間にどうぞ。

時　　間  各 9：30 ～ 11：30
定　　員  各 20 名
講　　師  深谷滋浩
参　加　費  各 100 円
持　ち　物  飲み物、タオル、帽

子
申　込　み  それぞれ前日 15 時

までに電話にて
旭ケ丘公民館　☎ 27-6826

期　　日  7 月 15 日・22 日・29 日
8 月 19 日・26 日

時　　間  10：00 ～ 11：15
対　　象  親子
講　　師  長谷川絹子
持　ち　物  飲 み 物、 タ オ ル、

上衣は T シャツ（大
人の方にはスカー
ト貸出あり）

問　合　せ  旭ケ丘公民館　☎ 27-6826

みんなで外に出かけよう♪
運動経験の少ない方も気軽に参加できます。
1 回のみの参加も OK ！参加費無料・申込不要です。

公民館ウォーキング多治見市保健センター受託事業

運動チャレンジ講座

夏休み　親子でフラダンス
旭ケ丘公民館コース（日曜）

運動と講話を交え、心と体の健康バランス
のお手伝い。子育て奮闘中のママにリラク
ゼーション法を伝えます。

期　　日  9 月 11 日・18 日
時　　間  10：00 ～ 10：45
対　　象  子育て中のママ
講　　師  木村紀子
持　ち　物  タオル、子どもケア用

品（託児が必要な方）
問　合　せ  市之倉公民館

☎ 22-3776
※託児が必要な方は
　要事前申込、先着 12 名

ママのための処方箋
市之倉公民館コース（火曜）

歩きゃ～カード
達成者

●スタート編　中島幸雄さん・有賀裕子さん・有賀方洋さん・加藤優奈さん・川合桔平さん・舟橋凜さん
●初級編　中島幸雄さん・松浦めいなさん・佐藤惠子さん
●中級編　松森東二さん　●上級編　中島幸雄さん・飯田滋さん

ママと子ども、ふたりの時間を楽しむヨガです。
お互いのぬくもりをいっぱい感じながら、こり
かたまったカラダと心をゆるめましょう。

期日期日● 9 月 12 日、10 月 10 日、11 月 14 日
12 月 12 日（水曜・全 4 回）

時間時間● 10：00 ～ 11：30
対象・定員対象・定員● H27 年 4 月 20 日～ H29 年 9 月 30

日生まれの子と保護者・20 組
講師講師●佐藤麻衣子（ハピコミ認定おやこヨガインス

トラクター）
参加費参加費● 2,000 円
持ち物持ち物●飲み物、運動できる服装、

ヨガマット（あれば）
申込み申込み● 7 月 15 日（日）

　9　：00 ～ 窓口にて
10：00 ～ 電話にて

イキイキママのおやこヨガ

　 　化石とは何か？何がわかるか？

みんなの時間 ねもとすくすくスクール 暮らしプラス

根本町 3-55-1 ♥☎ 27-5500 ♥ http：//www.tajimi-bunka.or.jp/nemoto/

脇之島町 6-31-3 ♥☎ 25-5611 ♥ http：//www.tajimi-bunka.or.jp/waki/脇之島公民館

根本交流センター

託児あり

Bun　Bun ねっと　No.8330

公民館イベント情報
各講座は定員に達し次第、受付を終了します。
イベント内容は変更する場合があります。
詳しくは主催者に直接お問合せください。公民館イベント情報
各講座は定員に達し次第、受付を終了します。
イベント内容は変更する場合があります。
詳しくは主催者に直接お問合せください。



どなたでも楽しめるミニオーケストラのコンサートです。
室内楽曲、オケと一緒に歌う曲など音楽を身近に楽しみましょう。

以前ギターを弾いたことがある方、また始めてみませんか。みんなで合わせて
楽しく演奏しましょう！

期日期日● 7 月 29 日（日）
時間時間● 13：00 開場　13：30 開演
定員定員● 60 名
演奏演奏●多治見市交響楽団のメンバー

※入場無料ですが整理券が必要です。
7 月 1 日（日）9：00 ～配布します。

期日期日● 9 月 9 日・30 日、10 月 14 日・28 日、11 月 11 日・25 日（日曜・全 6 回）
時間時間● 10：30 ～ 12：00
対象対象●コード、アルペジオがある程度弾ける方
定員定員● 10 名
講師講師●三宅真一（紅馬音楽団ギタリスト）
参加費参加費● 1,800 円
持ち物持ち物●アコースティックギター、
　　　　ある方はチューナー、ピック
申込み申込み● 7 月 1 日（日）　9：00 ～ 電話にて

♪音涼みコンサート♪
ギター講座（中級）

幸町 1-54 ♥☎ 29-2283 ♥ http：//www.tajimi-bunka.or.jp/kinrou/勤労者センター

真夏だ！土岐川で川を満喫しよう !!真夏だ！土岐川で川を満喫しよう !!
①高田川　ドジョウ はいるかな？いろんな生物を捕まえて観察してみよう①高田川　ドジョウ はいるかな？いろんな生物を捕まえて観察してみよう
②笠原川　②笠原川　オイカワの婚姻色を見てみよう。婚姻色の出ているオイカワを捕まえてみようオイカワの婚姻色を見てみよう。婚姻色の出ているオイカワを捕まえてみよう
③北小木川　ねらえ、シマドジョウ。ホタルのいる川の生き物に会いに行こう③北小木川　ねらえ、シマドジョウ。ホタルのいる川の生き物に会いに行こう
④土岐川 本流編　アカザを見つけよう。本流にはどんな魚がいるかな④土岐川 本流編　アカザを見つけよう。本流にはどんな魚がいるかな期日期日● 7 月 27 日（金）

時間時間● 10：00 ～ 12：30
持ち物持ち物●着替え・帽子・タオル・

飲み物・あればタモ・入
れ物、必ず運動靴で参加

申込み申込み●不要

期日期日●① 7 月 16 日（月祝）　② 7 月 29 日（日）
時間時間●①②受付8：30～　9：00～11：00
対象対象●親子・子ども（小 4 以下は保護者同伴）
定員定員●①親子 10 組　②定員なし
持ち物持ち物●着替え・帽子・タオル・飲み物・入れ物・釣り道具（エ

サ含む）　申込み申込み●電話にて

期日期日●① 7 月 28 日（土）　② 8 月 11 日（土祝）
時間時間●① 8：30 ～ 17：00　② 8：30 ～ 16：30
対象対象●子ども・親子（小4以下は保護者同伴）　定員定員●下流40名・上流20名
持ち物持ち物●①②着替え・帽子・タオル・昼食・飲み物・長靴・入れ物
　　　　①釣りをする方は釣り道具　②運動靴・あればタモ・入れ物
申込み申込み●① 7 月 1 日～ 16 日　② 7 月 1 日～ 29 日

発表は① 7 月 18 日　② 7 月 31 日

期日期日●① 7 月 8 日（日）　② 8 月 5 日（日）　③ 9 月 2 日（日）
　　　④ 9 月 30 日（日）　時間時間●①～④ 9：30 ～ 11：30
対象対象●子ども・一般（小 4 以下は保護者同伴）
持ち物持ち物●着替え・帽子・タオル・飲み物・あればタモ・入れ物
　　　　必ず運動靴で参加
申込み申込み●電話にて

うながっぱ土岐川あそび

①川の達人 親子釣り教室①川の達人 親子釣り教室
　親子で参加、釣りの楽しさ手ほどきします　親子で参加、釣りの楽しさ手ほどきします
②釣るぞ！ 第 15 回 多治見市「子ども釣り大会」②釣るぞ！ 第 15 回 多治見市「子ども釣り大会」
　大物狙いで優勝だ！　大物狙いで優勝だ！

①バスで行く 土岐川下流探険隊　藤前干潟の自然環境　干潟体験とハゼ釣り①バスで行く 土岐川下流探険隊　藤前干潟の自然環境　干潟体験とハゼ釣り
②バスで行く 土岐川源流探険隊　夕立山の湿地②バスで行く 土岐川源流探険隊　夕立山の湿地
　土岐川の源流をたどってたどり着くところは？　土岐川の源流をたどってたどり着くところは？

子どもガサガサ探険隊－ 4・5・6・7

平和町 6 丁目 84-3 ♥☎ 21-2151 ♥ http：//www.ob2.aitai.ne.jp/~tokigawa/土岐川観察館
●開館時間　10：00～17：00（月曜休館）※夏休み期間は18：00まで　●ご注意ください　イベント中のケガ・事故につきましては、自己責任でお願いします。

りばーぴあ 2018

土岐川で魚釣り 土岐川上下流探険隊

講師のデザイナーとしての足跡、経験値から、イ
ンパクトのある効果抜群のチラシの作り方のほ
か、アイデアを生かす方法などアドバイスします。

期日期日● 9 月 14 日・28 日（金曜・全 2 回）
時間時間● 13：30 ～ 15：30
対象・定員対象・定員●市民活動のチラシ作りを担う方・10 名
講師講師●株式会社 SMC-POWER
　　　代表取締役社長　肥田和明
参加費参加費●各回 500 円
会場会場● 6 階美術室
申込み申込み●受付中

手に取ってもらえる！
チラシデザイン講座おととし 6 月、多治見空襲犠牲者祈念像が市民

の募金によって虎渓用水広場に建立されました。
1945 年 7 月 15 日の空襲の惨状を犠牲者の遺族
よりお聴きします。

1945 年 8 月 6 日に広島に原爆が投下され、そ
の悲惨な光景を目に焼きつけながらも戦後を生
き抜いた体験者のお話をお聴きします。

期日期日● 7 月 15 日（日）
時間時間● 14：00 ～ 16：00
対象・定員対象・定員●どなたでも・30 名
講師講師●多治見空襲の遺族が語る会
　　　吉田紀光
参加費参加費● 100 円（高校生以下無料）
会場会場● 6 階視聴覚室
申込み申込み●受付中

期日期日● 8 月 5 日（日）
時間時間● 14：00 ～ 16：00
対象・定員対象・定員●どなたでも・30 名
講師講師●岐阜県原爆被爆者の会
　　　梅岡昭生
参加費参加費● 100 円（高校生以下無料）
会場会場● 6 階視聴覚室
申込み申込み●受付中

多治見空襲のお話 原爆被爆者のお話

市民活動交流支援センター 豊岡町 1-55 ヤマカまなびパーク 6 階♥☎ 22-0320 ♥ http：//www.tajimi-bunka-porto.com/

～アンサンブル・ウィークエンド～

市民活動交流支援センター（ぽると多治見）は「市民活動の場」として、まちを元気にしたいあなたを応援しています。市民活動交流支援センター（ぽると多治見）は「市民活動の場」として、まちを元気にしたいあなたを応援しています。

公民館イベント情報
各講座は定員に達し次第、受付を終了します。
イベント内容は変更する場合があります。
詳しくは主催者に直接お問合せください。

Bun　Bun ねっと　No.83 31

公民館イベント情報
各講座は定員に達し次第、受付を終了します。
イベント内容は変更する場合があります。
詳しくは主催者に直接お問合せください。



オアシスかふぇ シオンの花咲く頃
フェルマータコンサート 片山博貴テノールコンサート

フェルマータの皆さんによるコンサートを行います。夏の暑い一
日を涼しい公民館でほっと一息、お茶とともに楽しみましょう！

地元出身の期待の若手声楽家によるテノールコンサートをお届
けします。心に響き渡る優しい歌声を聴きにいらしてください。

期　　日  8 月１2 日（日）
時　　間  開場 13：00　開演 13：30
定　　員  50 名
出　　演  フェルマータ

（竹橋憲秀・加藤勤一・村瀬ゆうこ）
参　加　費  無料（ドリンク代のみ 100 円）
申　込　み  不要

期　　日  9 月 9 日（日）
時　　間  開場：13：30　開演：14：00
定　　員  150 名程度
出　　演  片山博貴（テノール）

卯野杏実（ピアノ）
齊藤順子（ソプラノ・賛助出演）

入　場　料  全自由席 800 円
※未就学児の入場はご遠慮ください

チケット  販売中
※駐車場は養正小学校グラウンドをご利用ください

	 小泉公民館	 ☎29-1377 	 養正公民館	 ☎25-3622

時　間  9：00～17：00（入館は16：30まで）
休館日  月曜日（祝日の場合は翌平日）

東町 1-9-27　☎23-1191　http://www.tajimi-bunka.or.jp/minoyaki_museum

明治工芸と現代アートの超絶技巧が対決するこれまでに
ない展覧会です。

『驚異の超絶技巧！』展出品作家の
2 名が自作について語ります。 展覧会期間中は楽しいイベントが目白押し。

夏休みの一日、美術館で楽しみませんか？6 月 30 日（土）～ 8 月 26 日（日）
観覧料  一般 900 円／大学生 700 円／高校生以下無料

7 月 29 日（日）　14:00 ～ 15:30
定　員  50 名
出　演  稲崎栄利子（陶磁）、

佐野藍（石彫）
参加費  無料
申込み  電話にて

● 7 月 21日、8 月 4 日
夜の美術館で写真撮影！「ナイトミュージアム
美術館 de インスタ映え！」

● 7 月 21日　ワークショップ「超絶切り折り紙！」
● 8 月 4 日　親子で楽しむ展覧会「おやこ鑑賞会」
● 8 月11日

鑑賞ツアー「むしハカセとみる超絶技巧！」
などなど…詳しくは当館 HP をご覧ください。

驚異の超絶技巧！
明治工芸から現代アートへ

参加アーティストによる
トークセッション

夏休みは、おとなもこどもも
みて・つくって・たのしめる、
現代陶芸美術館へ GO ！

「自分だけのやきも
のパズルをつくろ
う！」をテーマに作
品づくりにチャレン
ジ！好きな色を付け
て楽しもう！

戦 後 73 年 目 を 迎
えた今年、終戦記
念日にあわせて戦
時中に使用された
代用品や統制品を
展示します。厳し
い統制下において
も火を絶やさず生
き抜いてきた窯業地の歴史や市民生活を通し、故
郷と戦争の歴史を考える企画展です。

新たな局面を迎え
る現代陶芸とその
鍵を握る美濃の作
家たち。第 5 回目
の「あすてん」では、
1300 年の歴史の
中でなお進化を遂
げる美濃焼の現在
とこれからを、一部テーマを掲げながら
さらに深く掘り下げます。8 月 4 日（土）　13：30 ～約 2 時間

対象・定員  小・中学生とその保護者・8 組 16 名（先着順）
講　　師  陶芸家：崇心（たかし）先生
参　加　費  500 円（1 組 2 名分）

※当日の展覧会観覧料を含む
申　込　み  電話予約（当日受付可能、ただし定員に達し

た場合は受付できない場合あり）
※焼き上がり後、後日の受け渡しとなります。

8 月 15 日（水）～ 10 月 28 日（日）
［ギャラリートーク］
8 月 18 日（土）
9：00 ～ 12：00　13：00 ～ 17：00
参加無料（別途観覧料は必要）

8 月 31 日（金）～
　　平成 31 年 1 月 14 日（月祝）

学ぼう！遊ぼう！
夏の子ども向けワークショップ

関連イベント

「代用品と統制品
－戦時中の記憶をたどる－」

「美濃陶芸の明日展 2018」

美市見治多 濃 焼 ミ ュ ー ジ ア ム
観覧料  一般 310円（260円）　大学生 210円（150円）　（　）内は20名以上の団体料金

高校生以下、障がい者（保健福祉）・療育手帳の交付を受けている方と付き添い1名は無料

岐阜県現代陶芸美術館
多治見市東町 4-2-5（セラミックパーク MINO 内）☎ 28-3100　http://www.cpm-gifu.jp/museum

展覧会 関連
企画

関連
企画

公民館コンサート

時間  10:00 ～ 18:00（入館は 17:30 まで）　休館日 月曜日（祝日の場合は翌平日）

企画展
小

企画展 企画展
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