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バロー文化ホール 検　索

Bun　Bunねっと　No.852

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）
年末年始（12/29～1/3）は休館です

会場：大ホール
開場 13:00 ／開演 13:30

4月10日㊌

会場：大ホール
開場 13:30 ／開演 14:004月20日㊏会場：大ホール

開場 14:30 ／開演 15:004月7日㊐

多治見で４年ぶりの歌舞伎は、注目の松本幸四郎改め二代
目松本白鸚、市川染五郎改め十代目松本幸四郎の襲名披露
公演！
高麗屋親子二代の襲名披露公演をぜひご覧ください。

チャイコフスキー国際
コンクール、ショパン
国際ピアノコンクール
の二大コンクールに入
賞以来、名実ともに日
本を代表するピアニス
ト、小山実稚恵。極上
の響きをお楽しみくだ
さい。

人気声優が出演する、
他にはないオリジナル
の朗読劇！！ 人気声優
の声とチェンバロの生
演奏で、あなたの知
らないモーツァルトが
語られます。 朗 読 劇
の後は、声優たちによ
るトークコーナーも！

主催：たじみ音楽でまちづくりコンサート委員会
共催：多治見市文化会館

Ⓒ松竹

Pコード　135-033　　　　Lコード　41391

Pコード　490-906　　　　Lコード　43585

小山実稚恵 ピアノリサイタル 声優朗読劇「フォアレーゼン」

Lコード　43194

指定席  5,000円
（Club会員　4,500円）
自由席 一般  4,000円　　自由席 学生  3,000円  ※学生は大学生以下

【全席指定】 Ｓ席  5,000円（Club会員　4,500円）
 Ａ席  4,000円　　高校生以下  2,000円

【全席指定】　
 SＳ席  8,800円　（Club会員　8,500円）
　Ｓ席  7,800円　（Club会員　7,500円）
　Ａ席  5,800円
　Ｂ席  3,000円

［発売日］　 1 月12日 (土)［Club会員先行発売］　 1 月 6 日 (日)～13日（日）
［一般発売］                 1 月20日 (日)

［Club会員先行発売］　 1 月 5 日 (土)～13日（日）
［一般発売］                 1 月19日 (土)

松竹大歌舞伎  二代目松本白鸚  十代目松本幸四郎  襲名披露
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チケットweb松竹

代永　翼 佐藤拓也 笠間　淳

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）
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チケットのご購入方法 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！

＠ 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。

★発売日に限り、原則お一人様４枚まで
★たじとも Club（有効期限 2019 年 3 月 31 日）の先行

販売は原則 4 枚まで、うち割引は１公演につき２枚まで
※公演により異なる場合があります

★たじとも Club は各発売日の一週間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
★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 ～）



2～5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

Bun　Bunねっと　No.85 3

会場：大ホール
開場 18:30 ／開演 19:001月10日㊍

会場：大ホール6月8日㊏

会場：小ホール
開場 17:30 ／開演 18:003月31日㊐

会場：大ホール
開場 16:30 ／開演 17:00

3月3日㊐ 会場：大ホール舞台上
開場 10:00 ／開演 10:303月18日㊊

会場：大ホール
① 開場 12:30 ／開演 13:00
② 開場 15:00 ／開演 15:30

3月21日㊍㊗
薫り高きウィーンの伝統の音楽を透き通る歌声、優雅な
バレエとともにお届けする、ニューイヤーコンサートの
決定版。多治見縁のピアニスト熊本マリが出演します。

《出演》
ウィーン・サロン・オーケストラ、熊本マリ（ピアノ） ほか

《プログラム》
オペレッタ「こうもり」より 序曲（J.シュトラウスⅡ） 
モーツァルト：ピアノ協奏曲第23番イ長調K.488　ほか

従来の狂言らしい普遍的なものを
テーマにしながら、今を生きる私
たちが抱える問題もエッセンスと
してちりばめて笑いに変える新作
"純"狂言の「マリコウジ」。それに
対して、伝統的な技法をベースと
したコント公演が「ヒャクマンベ
ン」。茂山千之丞(童司改め）が、
現代へのビシッとした風刺をフ
ワッとした作風で描き出します。

《出演》
茂山千五郎
茂山逸平
茂山千之丞（茂山童司改め）

さだまさしのコンサート、３年ぶりに開催
決定！数々の名曲はもちろん、ライブな
らではのトークをぜひお楽しみください。

大ホール舞台上にじゅうたんと椅子を設置
し、演奏を間近に楽しめます。
《出演》佐藤梓（シンガーソングライター）
《プログラム》
ふるさと、Jupiter、カノン（パッヘルベル）、
おにぎりぎゅっぎゅ、大きい手 ほか

※バロー文化ホールチケットONLINE のみで販売します。
※先行販売の残席を販売します。先行販売で売り切れの場合は一般販売はありません。
※お一人様２枚まで

科学実験を多彩な演出を加えてショースタイル
で表現します。

【全席指定】　Ｓ席 6,000円 （Club会員 5,500円）／S席ペア10,000円
　　　　　　Ａ席 4,500円

【全席指定】　8,640円 【全席自由】
小学生以上　　  500円
0歳～未就学児　200円

【全席指定】　前売り  2,700円 （Club会員　2,500円）
　　　　　　当　日  3,000円

【全席自由】
一般  4,000円

（Club会員　3,500円）
高校生以下  500円

Pコード　128-907　　　　Lコード　43797 Pコード　640-251　　　　Lコード　41867

※３歳以上有料
※２歳以下膝上鑑賞無料、ただし座席が必要な場合は有料
共催：MAS エンターテイメント

ウィーン・サロン・オーケストラ
ニューイヤーコンサート2019

ヒャクマンベン＋マリコウジ
～コントと狂言が出会ったら?!～

さだまさし
アコースティックコンサート2019

家入レオ
7ｔｈ Live Tour 2019

0才からの本格クラシック vol.6

米村でんじろうサイエンスショー
─おもしろ科楽館─

Lコード　43069

Lコード　43143Lコード　45020

好評
発売中

好評
発売中

好評
発売中

好評
発売中

詳細は春号を
お楽しみに！

会場：小ホール
開場 18:30 ／開演 19:006月3日㊊

落語家柳家花緑さん
が案内人となって、
今一番旬な色物さん
をお招きし、演芸の
魅力をご紹介。今回
は江戸曲独楽師の三
増れ紋さんをお迎え
し、曲独楽の美しく
華麗な技の世界にご
案内いたします。も
ちろん落語もたっぷ
り三席楽しめます。

【全席指定】　一般  3,800円（Club会員　3,500円）
　　　　　　高校生以下  1,000円

《出演》柳家花緑　三増れ紋

たじみ寄席  花緑の部屋 vol.2

［発売日］        3 月16日 (土)

［一般発売］       2 月 3 日 (日)

 速報！
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バロー文化ホール 検　索

Bun　Bunねっと　No.854

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）
年末年始（12/29～1/3）は休館です

※助成：（一財）地域創造

好評
発売中

【全席自由】
500円

（一日共通）

第11回 スーパー手づくりマーケット

みんなでつくる市民劇
本公演

和芸フリースクール
「たじみde和芸」発表会

第3回 昭和のスター
ワンコインシネマ館

スイーツタイムミュージックvol.13
上野耕平 サクソフォンコンサート たじみワンコイン寄席

会場：小ホール
開演 13:302月24日㊐会場：小ホール4月27日㊏ 会場：小ホール

開演 11:00
　　 （予定）

3月30日㊏

昭和の名作が
スクリーンで
よみがえる！

人々の思い出から着想を得て戯曲を創作し、
完成した戯曲をもとに舞台を構成。リレー
のバトンのように、多くの人々の想いを受
け継ぎながら完成する市民参加劇です。今
の多治見を演劇を使ってのぞいてみよう。

6 カ月間にわたる狂
言、講談、落語の稽
古の成果を舞台上で
発表します。講師も
高座に上がり、一席
披露。お得に和芸を
鑑賞できるまたとな
い機会 ?!

《出演》
和芸フリースクール受講生
宝井一凛、柳家勧之助

【全席自由】　一般  700円
　　　　　　高校生以下  無料
※未就学児入場可

【全席自由】　一般  500円
　　　　　　（Club会員　200円）
　　　　　　高校生以下無料
※未就学児入場可

※未就学児入場可

［発売日］       2 月 2 日 (土)

好評
発売中

会場：1 階ロビー・展示室
10:00 ～ 16:003月9日㊏・10日㊐

年に一度のものづくりの祭典！
市内外から集まった作家が心をこめて作るハンドメイド作品の数々。
見て、話して、買って、体験して楽しもう！
ショップは2日間で総入れ替え。合計171のショップが大集合します。
あなたの「お気に入り！」を見つけてみてください。

入場無料

会場：大ホール舞台上
開場 13:00 ／開演 13:305月9日㊍

会場：大ホール舞台上
開場 13:00 ／開演 13:30

1月9日㊌・3月13日㊌
2018 年 9 月にテレビ「情熱大陸」でも取
り上げられ、目覚ましい活躍を続ける若手
サクソフォン奏者・上野耕平によるアット
ホームなコンサート。

お値打ち落語シリーズ。毎回三
席ずつお楽しみいただけます。

《出演》
春風亭正太郎（1 月）
三遊亭歌太郎（3 月）

【全席自由】　1,000円（お茶・お菓子付き）
※当日券を発売する場合1,200円

【全席自由】　500円Lコード　43146
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来年度も開催決定！
詳細は春号をお楽しみに

  クラフト作品販売ブース
アクセサリーや洋服、インテリア・生活雑貨、キッズ
用品など、作家さんこだわりの一点ものが並びます。

  ワークショップブース
予約不要で、子どもから大人まで楽しめる「ものづく
り」体験ができます。アクセサリーや革小物、ハー
バリウム、木工作品など盛りだくさん！

  飲食販売ブース
イベントには美味しいグルメも欠かせません。焼菓
子や軽食を販売します。キッチンカーも来場！

［発売日］　 1 月 5 日 (土)

好評
発売中

①　嵐を呼ぶ男　10:00～
      （石原裕次郎  北原三枝  出演・昭和32年）

②　伊豆の踊子　13:00～
      （吉永小百合  高橋英樹 出演
        ・昭和38年）

Ⓒ日活

チケット ONLINE

当館主催公演のチケットはイン
ターネットで購入できます。QR
コードから無料登録できます。

※表記のない場合、未就学児入場不可



2～5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

Bun　Bunねっと　No.85 5

主催：たじみ音楽でまちづくり市民協議会
　　　ON music project
共催：多治見市文化会館（1 月のみ）

会場：アートスペースホリエ 14：00～15：00

会場：大ホールロビー 14：00～15：00

会場：アートスペースホリエ 14：00～15：00

〈各回とも〉【全席自由】　1,000円

1月26日㊏

2月16日㊏

3月31日㊐

好評
発売中

会場：大ホール 会場：小ホール

会場：大ホール
会場：大ホール

5月12日㊐・19日㊐ 5月25日㊏

5月26日㊐ 6月16日㊐・23日㊐
※16日のみバレエマットあり

邦楽の部 器楽の部

合唱の部 ダンスの部

【募 集 数】各日とも20団体
【出演時間】1団体15分以内
【参 加 料】1団体につき団体参加料3,000円（入場券10枚付）と、
　　　　　出演者一人当たり1,500円の出演料（入場券6枚付）

【募 集 数】20団体
【演奏時間】1団体10分以内
【参 加 料】1団体につき団体参加料2,000円と、
　　　　　出演者一人当たり750円の出演料（入場券3枚付）

【募 集 数】20団体
【演奏時間】1団体10分以内
【参 加 料】1団体につき団体参加料2,000円と、
　　　　　出演者一人当たり1,000円の出演料（入場券4枚付）

【募 集 数】各日とも15団体
【出演時間】1団体30分以内（ソロ･デュオ部門5分以内）
【参 加 料】１団体につき団体参加料2,000円（15分ごと）と、出演者一人当たり

1,500円の出演料（入場券6枚付）　※ソロ＆デュオ部門3,000円

素敵な演奏家がバトンを繋ぎ、多治見の街をリレーします。
vol.9 （ピアノ）    （ファゴット）
加藤麻里×服部洋樹

vol.10（ファゴット）     （パーカッション）
服部洋樹×深堀賢太朗

vol.11（パーカッション）     （ピアノ）
深堀賢太朗×高木　伶

まるごと一日音楽の日inたじみ 2019
たじみオーケストラ合唱団　団員募集

夏休み ！  こどもパーク
ワークショップブース　出展者募集

第52回多治見市市民文化祭　出場団体募集

リレーコンサート多治見 ロビーde
マイコンサート

出演者募集
あなたが主役！
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
　　　　　（4 月～ 6 月の 3 カ月分を募

集します）
【募集開始】1 月４日（金）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（バロー文化ホールホーム

ページ掲載）をご覧ください。

まるごと一日音楽の日inたじみ」のメインコンサー
トに出演する合唱団のメンバーを募集します。
◎まるごと一日音楽の日 inたじみ　事業概要

【日　時】6 月 30 日（日）15：00 開演
【指　揮】齊藤順子、羽渕朋之ほか
【管弦楽】多治見市交響楽団
【プログラム】 第１部　合唱 ～テーマ『こころ』～
 第２部　オーケストラ演奏
 第３部　合唱 ～テーマ『ミュージカル』～
◎たじみオーケストラ合唱団　募集要項

【合唱指導】陶都楽友協会　
【参加料】一般 8,000 円（チケット 3 枚付）、高校生以下 1,000 円
【練習日】2 月 2 日（土）～ 6 月 29 日（土）　原則毎週土曜日
【内容・時間】 テーマ『こころ』10：00 ～ 12：00
  「心に花を咲かせよう」「心の瞳」「上を向いて歩こう」ほか
 テーマ『ミュージカル』13：30 ～ 15：30
  「踊り明かそう」「美女と野獣」ほか

毎年、夏休みに開催しているファミリーイベント
「夏休み！こどもパーク」で、子どものためのワー
クショップをしていただける方を募集します。

【日　時】
　8月3日（土）10：00～15：00

【募集内容】以下を満たすもの
　①遊びを通じて子どもたちの創

造性や表現力が刺激される
体験ができるもの

　②参加費は無料～ 100 円以内のもの（別途材料代が必
要の場合は 300 円以内）

　③ 1 人 1 回あたり15 分以内で参加・体験ができ、事前
申込が不要なもの

【募集数】25 ブース（出展場所は事務局で決定）
【使用できる広さ】180×360cm 程度（応相談）
【出展料】無料

※申込用紙はバロー文化ホール、ヤマカまなびパーク、多治見市立公民館にて配布中。バロー文化ホールのホームページからもダウンロードできます。

多治見市文化会館友の会
「たじとも Club」　
2019 年度会員募集

【受付開始日】2019年 3月 1日（金）
【有 効 期 間】2019年 3月 1日（金）
　　　　　　　～ 2020年 3月 31日（火）

【入　会　金】不要
【年 度 会 費】2,000円
【特　　　典】チケットの先行販売、割引販売、
　　　　　　イベントの情報提供など

【取扱い・問合せ】バロー文化ホール

受付中
2/15まで

受付中
5/1まで

好評
受付中
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NEW　！

の地球村に
宿泊しよう

地球村の山林を、クイズを解きながら歩いて回る
「クイズラリー」に新しく「体内編」が登場！
ポイントの位置も見直し、より気軽に
挑戦しやすいコースになります！

【対　象】どなたでも（１人で挑戦できる目安、小学生以上）
【持ち物】歩きやすい服装、飲み物など
申込不要・参加無料

クイズラリーに
新コース登場！
3月2日（土）スタート

本館ホールにこたつを設置！

↑レンジや炊飯器などの調理家
電を完備。ポット、給湯器もあり
お湯が欲しい時にすぐ使えます。

３棟のログハウスにはそれぞれに暖房機器を
完備しています。
２階ロフト付きのログハウスＢ・Ｃは１階部分
２階部分の両方にエアコンを設置しており、
暖房が十分行き渡るようになっています。

「地球村DIY倶楽部」は、利用者の安
全確保のため、今年度をもって終了
させていただきます。
ご愛顧いただきありがとうございま
した。

トイレも快適

設備充実のキッチン

ガスファンヒーター、
エアコンを完備　

特集 ログハウスは !暖 か い

子どもは冬でも元気！
でもずっと寒い外で遊ばせるのは心配だし
親には外は寒すぎる……。
そんなときは屋内で遊べる無料のちびっこ
ルームがおすすめ。
楽しい遊具で子どもたちも大満足！
【対　象】６歳以下
　　　　　※保護者同伴でご利用ください
【利用時間】9：00～17：00

大好評！ ちびっこルーム

【参加費】300円
地球村の魅力は外遊びだけじゃない！
館内で楽しめる工作メニューも
多数用意しています。
【受付】9：00～17：00

工作メニューに新顔
「地球村木のロボット」 が登場

男湯は岩風呂、女湯は木目調のタイル風呂
です。広い浴槽なら、手足をのばした楽な
体勢で、肩まで浸かれます。

・お風呂の利用について
【対　象】本館またはログハウスに宿泊の方
【利用時間】17：00～22：00
ボディソープ、シャンプー、ドライヤーを
用意しています。

冬は暖かいお風呂が最高

地球村は冬の間もご利用いただけます。
バーベキューを楽しんでログハウスに泊まれば
ちょっとしたキャンプ気分。
普段はホールを開放しており、
暖炉にあたりに来るだけの日帰り利用も大歓迎！
暖炉を囲んでのお弁当ランチや
冬山さんぽの拠点などに是非ご活用ください。
【日帰り利用時間】9：00～17：00

のの
宿泊宿泊冬

暖炉とこた
つを

まとめて味
わう贅沢！

冬だけのく
つろぎ空間

を

お楽しみく
ださい

３月中旬
ごろまで

こたつぬく
ぬく地球村で

地球村ＤＩＹ倶楽部
終了のお知らせ

NEW　！

【日帰り利用】9：00～17：00
【宿泊利用】 17：00～22：00
無料・申込不要
※共用スペースとなります

皆様ゆずりあってご利用ください

君
の
知
識
を

試
し
て
み
よ
う
！

三の倉市民の里　地球村 検　索

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
年末年始（12/29～1/3）は休館です
貸切利用時はホール等の共有スペースを
ご利用いただけない場合があります。
貸切利用状況につきましては
地球村のホームページを
ご覧ください。

Bun　Bunねっと　No.856



NEW　！

NEW　！

大人気

廿原町のイチゴ狩り

予約専用電話　（問合せを含む）
090　―　4262　―　4115（9：00～17：00）

ご予約は　㈲廿原ええのお　まで
（多治見市廿原472-1）

【営業時間】9：00~16：00　【定休日】金曜日
【入園料金】一般：1,700円　小学生：1,200円
　　　　　　幼児（4歳～小学生未満）：1,000円
　　　　　　団体割引…20名以上は各100円引き

地球村から車で３分の
おすすめスポット

【対　象】
Ａ…市内の青少年活動団体
小中学生を構成員とする団体が
対象です

Ｂ…市内の活動団体及び一般
Ｃ…市外の活動団体及び一般

【対　象】どなたでも
【講　師】多治見峰遊会
【参加費】無料
【申込み】不要
【持ち物】運動できる服装

３月24日（日）　Ａ　9：30～　Ｂ　11：00～　Ｃ　13：00～

事前受付調整会 のお知らせ

フリークライミング

【会　場】地球村　　　　　　【申込み】不要
・調整会参加時のご注意
当調整会にてご予約いただいた施設の使用料は、2019年4月中にお納めください。
当調整会にてご予約の施設のキャンセルはご遠慮ください。
万一キャンセルされた場合、キャンセル時期にかかわらず施設使用料の10割に
相当するキャンセル料をいただきます。

７月から10月の宿泊利用を希望されるお客様を
対象とした先行予約受付および調整会を開催します。

１月５日（土）、６日（日）、19日（土）
２月２日（土）、３日（日）、16日（土）
３月２日（土）、３日（日）、16日（土）
各日10：00～12：00、13:00～15：00

トップロープ
・

クライミング
に挑戦。

５メートルの
壁を

登ってみよ
う

地球村謎解きフィールドゲームとは？
例年ご好評いただき、今年で５回目！
コンパスと地図を頼りに地球村の山林を
探検し、謎解きや宝さがしに挑戦する
体験型のリアル謎解きゲームです。
クリアした方には賞品も ！？

春休み
子ども美術教室 焼きマシュマロをクラッカーで挟んだ

あったかスイーツ「サモア」を作って
食べよう

１月５日（土）スタート 10：00～16：00
【対　象】どなたでも　　【参加費】100円 
【申込み】不要　　　　　【予定数】100個 
※予定数に達し次第終了
※本館ホールの予約利用等により実施でき
ない場合があります

暖炉でサモア

プ
チ地球村 ハウス

和紙を染めて自然の絵を描こう

地球村 大人気大人気地球村地球村謎解きフィールドゲーム

【対　象】小学生以上
【参加費】１ゲームキットにつき300円※１

【受付時間】10：00～14：00
【持ち物】知力、気力、体力、想像力、ひらめき、防寒具
【申込み】不要

※１　１ゲームキットにつき、問題冊子と地図を１部ずつお渡しします。
１ゲームキットあたりの参加人数制限はありません。
ゲームキットをお持ちの方は、開催期間中いつでもゲームを中断し、
続きから再開できます。

【対　象】前編をクリアした方
【参加費】１ゲームキットにつき300円※１

◎後半は高難度の内容となっています

地球村の山中において
　宇宙から飛来したとみられる
　　金属板が発見された
　　　捜査員各員はこれを調査し
　　　　金属板の秘密を突き止めよ

前　編
１月12日（土）～３月31日（日）

UFOからの物体X 後　編
１月19日（土）～３月31日（日）

地球村の静止する日X

【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
【持ち物】防寒着など
実施の有無につきましては、当日17：00時点
でホームページ上で案内します。

サタデースターナイト
１月12日、19日、２月９日、16日、３月16日
（各土曜日）各日19：00～20：30　※雨天、曇天中止

空気の澄んだ冬、口径15㎝の屈折望遠鏡で
天体を見てみよう。
大人も聞き入る地球村星倶楽部の解説で宇宙
への関心が高まります！

2019

【対　象】小学生　　【定　員】10名
【講　師】中上敦士（岐阜県美術館職員）
【持ち物】汚れてもよい服装、筆記用具、
　　　　　はさみ、のり
【参加費】500円
【申込み】3月2日（土）9：00～
　　　　　窓口または電話にて

３月23日（土）　10：00～12：00

岐阜県美術館アウトリーチ事業

冬季はテニスコートの利用受付を休止します。利用受付再開の際は、ホームページ上でお知らせします。

冬季
限定　！

こどもの
　あそびば

ままごとしたり
絵本を読んだり、
座ってゆっくり
遊べます。

登場

指
令

地球村の静止する日

本館ホールに

美しい模様に染め上げた
和紙を、切ったり
ちぎったりして
地球村の植物や
風景を描きます。
素晴らしい自然に囲まれて
美しい作品を
つくってみませんか。

アート・デイ・キャンプ
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Kasahara cooking club

落語の世界 春風亭一之輔独演会

いま、最も聞いておきたい落語家「春風亭一之輔」。
爆笑の嵐と思えばたちまち、ほろりとする人情噺へ。表情豊かな「一之輔落語」を
ご堪能ください。

3月17日（日） 　　13：00　　　13：30開場 開演

【チケット】全席指定 一般 Ｓ席 2,500円
　　　　　  Ａ席 2,000円

高校生以下 各席500円引き
※未就学児入場不可

【プレイガイド】笠原中央公民館
TEL 43-5155
　　 Pコード：489-134
　　 TEL 0570-02-9999

チケット
発売中

【定　員】各24名　　【講　師】洞谷多美江　　【参加費】1,600円
【定　員】20名　　【講　師】洞谷多美江
【参加費】1,600円

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。

・フォンダンショコラ
焼いている間にお楽
しみおまけレシピ

2月12日（火）
19：00～21：00

4月9日（火） 19：00～21：003月12日（火） 19：00～21：00

洞谷式おいしい時短レシピ 手早く、安く、満足感のある美味しいおウチごはんを作りませんか？
ちょっとのアイデアで、楽ちんなのに、いつもの食卓が見違える！

・人気のかき揚げ丼 ・ごぼうと小魚のごま酢
・舞茸とサラダチキンのスープ ・お楽しみおまけの一品

・ひと手間チーズ入りハムカツ ・小松菜と桜えびの混ぜご飯
・豆腐と卵の中華スープ ・お楽しみおまけの一品

夜のお菓子教室

【対象・定員】3歳から大人まで・各時間帯10名
【講　師】安藤三記子
【参加費】5,000円

※開講の時間内で少人数レッスンを行います。

土岐市出身の水野貴文によるコンサート。名フィル客演
コンサートマスターである植村太郎を迎えて、ピアノの
調べを十分にお楽しみいただきます。
【プログラム】シューマン ピアノ四重奏曲

変ホ長調 作品47 他
【出　演】大光嘉理人（ヴァイオリン）、植村太郎（ビオラ）

山根風仁（チェロ）、水野貴文（ピアノ）
【チケット】全席自由 2,000円 ※未就学児入場不可
【チケット発売】3月16日（土）

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

誰でも一度は憧れるヴァイオリンをあなた
の手で弾いてみませんか。ヴァイオリンの
音色が大好きという方、楽器初心者・未経
験者大歓迎！楽器を持っていない方はご相
談ください。

現在名古屋音楽大学ピアノ演奏家コースに在
籍、バッハ国際コンクール（ヴュルツブルク）
等、数々のコンクールで入賞している藤原直
也によるピアノコンサート。若手実力派の演
奏を体全体でお楽しみください。

【出　演】藤原直也
【チケット】全席自由 1,000円 ※未就学児入場不可
【プログラム】インベンション・フランス組曲

5番・平均律第1巻24番　ゴー
ルドベルク変奏曲

【出　演】高橋誠（ヴァイオリン）　杉丸太一（ピアノ）　長谷川英喜（バス）
【チケット】全席自由 1,000円 ※未就学児入場不可　　【チケット発売】2月23日（土）

クラシックでの高
いテクニック、ジャ
ズでの即興性を兼
ね備え、ジプシー
音楽の情熱と悲し
み、そして希望を
表現する高橋誠に
よるヴァイオリン
コンサート。情熱の
心音をあなたに…。

2月9日・23日、3月9日・23日
（土曜・全4回）　①11：00～12：00

②13：00～14：00

6月23日（日）
　　15：30　　　16：00開場 開演

2月24日（日）
　　13：30　　　14：00開場 開演

5月26日（日） 　　13：30　　　14：00開場 開演

水野貴文の室内楽 Trio Pasión
～ 植村太郎を迎えてのピアノ四重奏 ～

高橋 誠 " 情熱の心
ハートハート

音
ビートビート

"
ジプシー&ジャズコンサート

小さい子から大人まで
はじめてでもだいじょうぶ！
ヴァイオリン教室

チケット
発売中

Vol.45

【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

100人のプレミアムなセカイ
～ 客席は舞台の上 ～

【申込み】1月5日（土）9：00～ 詳細はお問合せください

藤原直也 "オールバッハの調べ"
ピアノコンサート

Vol.44

©photo by キッチンミノル
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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
年末年始（12/29～1/3）は休館です



かさはらプレミアム講座大人女子向け

大 人 の シ ュ ミ カ ツ 図書館笠原分館
☎43-5157

カラダが硬い人のためのヨガ　Winter 大人の美容バレエエクササイズ　Winter

他にはないレッスン内容をお届
けします！

大人の女性に必要な筋力としなやかさを
維持するためのレッスンです。それぞれ
の、なりたい綺麗を目指して丁寧に指導
します。

【定　員】15名
【講　師】森あかね
【参加費】3,540円

【定　員】12名　　【講　師】鋒山亨
【参加費】700円
【協　力】カフェ ド ソレイユ
【申込み】1月5日（土）～

【定　員】
　各回20名
【講　師】
　小木曽智彦
【参加費】
　各1,600円
【申込み】
　1月5日（土）～

【定　員】15名
【講　師】横井真由　【参加費】5,400円

1月25日、2月1・8・15・22日、
3月1・8・15・22日、4月5日
（金曜・全10回）
19：30～21：00

1月22日、2月5・19日
3月5・19日、4月9日
（火曜・全6回）
10：00～12：00

ほのぼのあそびパーク
笠原中央公民館ロビー

「みて・さわって・かんがえる」
ことを大切にした、ふしぎな科
学工作などができます。
1/5・2/2・3/2
※毎月第１土曜日
11：00～12：00

笠原体育館

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。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。
1/21・2/18・3/18
※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

鉄棒・跳び箱の日

にこにことしょタイム
ご家族でゆっくり過ごしてく
ださいね。

毎週土曜日
10：00～12：00

保管期限の過ぎた雑誌を利用者
の皆様へ無料でお譲りします。
（応募形式となります）
・応募期間
1月5日（土）～27日（日）

・応募方法
笠原分館にて所定の用紙に
記入
※詳細はお問合せください

雑誌リサイクルフェア

お正月のお楽しみ！
むかし遊びや体験が待ってるよ～
みんな、遊びにおいでよ。

体やお肌に良いとさ
れる発酵食品の味噌。
がっつりお味噌のお
話とお味噌汁の食べ
比べをします。

1月20日（日） 9：30～12：00

3月27日（水） ①10：00～12：00
②13：00～15：00

3月5日（火） ①10：00～12：30
 ②17：30～20：00

マルコ醸造4代目直伝シリーズ

発酵食品 な～るほど！
～お味噌汁の食べ比べ講座～

お正月フェスティバル2019

春休み小中高校生限定！
カード＆ボードゲームをしよう！の日

グレイヘアを楽しむ
似合わせメイク似合わせメイク

大切な人に とっておきの1杯
ハンドドリップでコーヒーを コーヒーと本とおしゃべりと

俳句  俳句  はじめの一歩
〈ひな祭りで一句〉

今、グレイヘアへの関心が高まっ
てきています。
すてきなグレイヘアになるための
アドバイスとメイクのレッスンで
す。これからは、かっこよく新し
い自分を楽しみましょう。

丁寧にハンドドリップで淹れたコー
ヒーの香りと味を愉しみましょう。
ふんわり膨らんでくる粉の香りや最初
の一口に笑顔があふれますよ！
自宅でハンドドリップが楽しめるよう
にコツを習いませんか。
自分に、大切な人に、とっておきの
1杯を淹れましょう。

おいしいコーヒー　好きな雑誌や本
そして、会話があふれる温かな場所
ハンドドリップ講座で淹れたコーヒーと共に図書館の雑誌
や本を楽しめる1日限定のブックカフェ。（2階のトークス
ペースになります）
家族や友人とご一緒にスペシャルな時間をどうぞ！
館内に図書館分館がある笠原中央公民館ならではの企画です。

※詳細はお問合せください

俳句初心者向けの講座で
す。日々の生活の中から
出てくる言葉を大切にし
て、五・七・五にしませ
んか。
みんなで俳句をつくりま
しょう。

2月27日（水）
10：00～12：00

3月2日（土） 10：00～11：30 3月2日（土） 11：00～13：00

3月7日（木） 10：00～11：30

【対象・定員】女性・12名　【講　師】maya　【参加費】600円

【定　員】12名
【講　師】渡辺美晴
【参加費】500円

共催／笠原校区 青少年まちづくり市民会議

・むかしの遊びコーナー
・おもしろ工作コーナー
・ダンボール鉄砲
・読みきかせショー
・かさはら和太鼓クラブISAMI

・推理と洞察力が試される
人狼ゲーム

・あなたのボカロ知識度は？
ボカロイントロかるたとり

・ルールは簡単！対戦者求む！
ブロックス

1/16・2/20・3/13
11：15～11：30

笠原地域子育て支援センター
おはなしの会

絵本の読み聞かせや季節にち
なんだ工作を一緒に楽しみま
しょう！
1/19・2/16・3/16
※毎月第３土曜日
11：00～12：00

おはなしの会

申込不要・入場無料
（一部有料があります）

参加無料

【申込み】1月5日（土）9：00～ 詳細はお問合せください

【対　象】小・中・高校生ならどなたでも
【申込み】1月5日（土）～ ※当日参加可
【運　営】kasamate

みんなで集まって会話を楽しみながら
わいわいゲームをしよう！

内　容

※普段使っているメイク道具をお持ち
ください。
※ベースメイクのみでご参加ください。

【申込み】1月5日（土）9：00～ 詳細はお問合せください

ワンコイン
おためし

女性編

※各回募集！
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【出　展】中村太亮
【会　場】1階オープンギャラリー

【受　付】 1階総合案内で解答
用紙を受け取って、
館内のクイズを探し
てね。

【ご案内】 ６階市民活動交流支援センター
でも関連事業を行っています。

【出　展】SAITAMA ITSUMO BO-SAI

【対象・定員】乳幼児親子・20組（ママだけの参加も可）
【講　師】 鈴木里枝子
　　　　（認定NPO法人 はままつ子育てネットワークぴっぴ　副理事長）
【参加費】1,000円（資料代等含む）　【会　場】7階多目的ホール
【申込み】1月4日（金）9：00～窓口にて　13：00～電話取置も可

子どもがいる家庭だからこそ知って
おくこと・備えておくこと、災害が
起きて困ることや現実にあったこと
などを、子どものいる家庭と女性の
視点を中心にお伝えします。日常か
ら知っておけば、災害時の心構えに
も！非常食の試食もしますよ。

子どももママも守る！

防 災 講 座

乳幼児ママのための

東日本大震災から今年で8年目となりました。その
間にも、熊本や大阪、北海道などでも地震があり、
また各地で大きな災害もありました。復興へ向かう
現地に足を運んだ
高校生が見てきた
被災地の姿を紹介
するとともに、日
頃の備えについて
もお伝えします。

復興の過程、そして備え

「知ってるつもり」で実は知らない？「災害時」の
事。キミはちゃんと知ってるかな？クイズでチ
ェックして、〈もしも〉に備えよう！

〈もしも〉に備える！

防災クイズ
準備しておかなければ、と思いながらついつ
い先延ばしになりがちな「もしも」への備え。
グッズをそろえるのも大
切ですが、心構えや知識
も大事な備えです。クイ
ズで備えが万全か、チェ
ックしてみましょう！

図書館の2階、3階
でも防災についての
資料をご紹介してい
ます。ぜひ、ご覧く
ださい。

関連図書の
ご紹介クイズラリー

イツモ防災

いつ、どこで災害が起きてもおかしくない日本。大切な
自分と家族を守るためにできること、考えてみませんか？

2月27日（水）～3月24日（日）
9：00～21：30　※最終日は12時まで

2月27日（水）～3月30日（土）
9：00～16：00

2月27日（水）～3月30日（土）
1階から7階までの階段に掲示します

3月8日（金） 10：30～12：00

多治見市内にある高等学校文科系部活の作品発表の場として、1階オープンギャラリーで作品展を開催しています。力作の数々をご覧ください。
※画像は昨年度子ども情報センターで開催したときの様子です

　　　　　   まんが部作品展多治見西高校　　　　    文芸部作品展多治見高校
原石を発見!PARTⅢ

開催中 1月9日（水）まで
9：00～21：30
最終日は12時まで

1月11日（金）～2月13日(水）
9：00～21：30
最終日は12時まで

申込不要申込不要
参加無料参加無料

申込不要申込不要
参加無料参加無料

多治見市役所くらし人権課共催講座

原石を発見!PARTⅣ

防災

入場無料

：00

入門編 挑戦編

入場無料 入場無料

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）23　―　7022
開館時間　9：00～21：30
月曜休館（祝日を除く）
年末年始（12/29～1/3）は休館です

多治見市
学習館
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【発 売 日】1月4日（金）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。

1月15日、2月19日、3月19日
（火曜・全3回）10：00～11：30
【講　師】多々良恵子　【参加費】2,100円　【会　場】7階多目的ホール
【持ち物】動きやすい服装・靴・ヨガマット・スポーツタオル・飲み物

からだメンテナンス
めざせ！マイナス10才！ 若

-9

-8

-7

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

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。
歌ってスッキリ！歌って軽やかに！

FMPiPiの人気パーソナリティ 高橋和子氏による番組
「歌列車」内で、「ジーンズでコーラスを！」の皆さんの歌
声を放送しています。ぜひ一度聞いてみてください！

1月24日、2月28日、3月28日
（木曜・全3回）10：00～11：30

1月11日、2月1日・8日
3月8日・29日
（金曜・全5回）13：30～15：00

【定　員】50名   　【講　師】安田直幸
【参加費】1,500円　【会　場】5階学習室501

【講　師】水野妃佐子
【参加費】2,500円
【会　場】7階多目的ホール
※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

する万葉集恋

ジーンズでコーラスを！

60歳以上の方のための生涯学習講座「桔
大学」。学習講座のほかに、合唱や書

道などの趣味を楽しむクラブも活動して
います。新しい知識を学び、友人との活
動を楽しむ時間を大切にして、いつまで
も若々しく過ごしませんか。

お友達との相談や趣味の活動など、ちょっとした
スペースが欲しい、そんな時にはご相談ください！
まなびパークは、少人数での打合せに向いた部屋
から、大型の鏡や水道など多様な設備の部屋があ
ります。個人でのご利用はもちろん、企業の打合
せや研修なども可能です。
ぜひご利用ください！

配布場所／ヤマカまなびパーク5階事務所・1階受付
問合せ／多治見市学習館　☎23-7022
詳しくは募集要項をご覧ください。

２月１日（金）～2019年度
募集要項配布

桔
学 生

大
募
学
集

第2･4水曜日
11時～12時の
「歌列車」内

放送

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

お友達との相談や趣味の活動など、ちょっとした

10～13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。
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まなびの
【発 売 日】1月4日（金）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。

日嗣（ひつぎ）を巡る物語 平家物語を読む ～名場面集～

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。
「行幸」
大原野の鷹狩の場面は延喜（醍醐）の聖世を模しているとい
われる。源氏物語の冒頭文「いづれの御時にか～」を特定で
きる巻であろう。玉鬘は、大原野で求婚者の兵部卿の宮など
を見るが、冷泉帝の美しさに見とれてしまう。源氏は尚侍就
任を勧め、玉鬘は心動くのであった。
※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。

数奇な運命に翻弄されながらも自らの生を生き抜いた女流歌人
「柳原白蓮」、〈元始女性は太陽であった〉ではじまる言葉を残
した女性運動家「平塚らいてう」、近代を代表する詩人「北原
白秋」、芸術家岡本太郎の父で現代漫画の祖と言われる「岡本
一平」とその妻で小説家・歌人として活躍した「岡本かの子」。
近代から現代にかけて名を遺した彼らは実は岐阜県にもゆかり
のある人物です。講師が長期間
にわたりゆかりの地で現地取材
して得た、彼らの生きた証を作
品や生き方をご紹介しながらお
伝えします。

岐阜の文学
ー 郷土にゆかりの人から読み解く ー

「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。
※継続講座のため、途中からの開講となります。ご了承下さい。

神代における地上の統治権や、神武天皇以降の皇位継承には、
それを巡る争いが時おり絡んできます。時には力ずくで、時に
は譲り合って皇位は継承されてきました。今
回の講座では、いかに「日嗣（ひつぎ、皇位
継承）」が行われてきたか、古事記・日本書紀
に記されたエピソードを紹介し、解説します。

入洛を果たした義仲は、平家に代わって政権の長たらんとする
が、後白河院の期待は平家を都から追い出し、自らが再び院政
を行うことにあったため、政治に無知で教
養のない義仲は不要であった。ために鎌倉
の頼朝に義仲討伐を命じ、義仲はわずか半
年で鎌倉勢によって哀れな最期をとげる。

【受講料】1,500円　【会　場】7階多目的ホール

【受講料】500円
【会　場】7階多目的ホール

【受講料】1,000円　【会　場】7階多目的ホール

【定　員】65名 　【講　師】各務嘉洋
【受講料】500円　【会　場】5階学習室501

【定　員】65名
【講　師】いのぐち泰子（NHK文化センター 講師）
【受講料】2,500円　【会　場】5階学習室501　

1月10日、2月7日、3月7日
（木曜・全3回）13：30～15：30

3月15日（金）
13:30～15:30

1月18日、2月15日
（金曜・全2回）13：30～15：30

3月9日（土）10：00～11：30

1月23日、2月6日・20日・27日、3月6日
（水曜・全5回）13：30～15：00

1000年を生きる女

徒 然 草

源氏物語

古典文学講師  勝典子の年間講座

古典文学講師  勝典子の特別講座

－ 古事記・日本書紀より －

岡本かの子北原白秋 岡本一平

柳原白蓮

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）23　―　7022
開館時間　9：00～21：30
月曜休館（祝日を除く）
年末年始（12/29～1/3）は休館です

多治見市
学習館
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放送大学連携講座全身スッキリ！骨盤調整
～年齢に合った健康で美しい身体に～

体の中心に位置する骨盤のゆがみは、背
中・腹・手・足・顔にまでその影響が表
れます。姿勢、腰痛改善、自律神経の調
整、更年期障害の予防。骨盤底筋を意識
した全身調整で、本来あるべき姿に身体
を整えます。
年齢性別関係なくどなたでもご参加いた
だけますよ。ぜひお試しください。

【定　員】35名
【講　師】ユキ（ビューティー・ペルヴィス®認定講師）
【受講料】6,400円　【会　場】7階多目的ホール
【持ち物】運動しやすい服装、ヨガマット、飲み物

1月17日・24日・31日、2月14日・21日・28日、
3月14日・21日（木曜・全8回）13：45～15：00

再生可能なエネルギーとは利用しようとするエネルギーの源が
太陽や地球に由来し、地球上の自然界のバランスを保ちながら
享受できるエネルギーのことである。ここでは、エネルギーと
は何かをしっかりと理解し、分類されたいろいろな再生可能な
エネルギーの有効利用技術について考えてみる。特に太陽光発
電の原理と現在の問題点について考え、生活の中のエネルギー
との関わりの方向を探ってみる。
※全６回講座の途中回からの参加となります。

再生可能なエネルギーの有効活用

1月9日、2月13日、3月27日
（水曜・全3回）13：30～15：00

【定　員】20名
【講　師】山家光男（放送大学岐阜学習センター客員教授）
【受講料】無料　【会　場】6階視聴覚室　

寒い冬！動くのがつらいこの季節こそ、意識して運動しましょう！
分かりやすいと大人気のスタジオの講座なので、初めてでも安心！さあ、はじめましょう！

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）

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

【会　場】7階多目的ホール　【持ち物】運動しやすい服装、ヨガマット、飲み物

1月16日・23日・30日、2月6日・13日・20日・27日、
3月6日・13日・27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）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　【受講料】各6,400円
【講　師】ユウコ（スタジオ・ヨギー名古屋インストラクター）

1月11日・18日・25日、2月1日・8日・22日、
3月8日・22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

初級

初級

2019年4月生
募集のお知らせ

放送大学は、テレビ等の放送やインターネットで授業を行う通信制
大学です。さまざまな年代や職業の人たちへのニーズに応えられる、
約300もの多彩な科目（大学院科目含む）を用意しています。大学
の授業科目を１科目からでも気軽に学べるため、多くの社会人の方
が在籍しています。この機会に、放送大学で学んでみませんか。

学生の種類　全科履修生（卒業を目指す学生）･･･18歳以上（大学入学資格が必要）
　　　　　　選科履修生（１年間履修の学生）･･･15歳以上
　　　　　　科目履修生（半年間履修の学生）･･･15歳以上
入　学　料　全科履修生 24,000円・選科履修生 9,000円・科目履修生 7,000円
授　業　料　１科目（2単位）11,000円（テキスト代含む）
科　　　目　心理学・歴史・外国語など約300科目
　　　　　　（多治見分室での視聴や貸出は、科目数など若干の制限があります）
学　　　習　DVDまたはCDで授業の視聴とテキストを使用し学習します。BSデジタル放送、

インターネット、ケーブルテレビなどで視聴するなど、自宅での学習もできます。
出 願 期 間 第1回2月28日まで、第2回3月17日まで。
 郵送またはインターネット（http://www.ouj.ac.jp/）でお申込みください。

《放送大学説明会》を開催！
学習の進め方、入学手続き等についてお話します。
お気軽にご参加ください。（予約不要）

日　時：1月13日（日）　13：00～
会　場：ヤマカまなびパーク 6階視聴覚室

■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　※月曜休館

10～13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。

Bun　Bunねっと　No.85 13



多治見市美術展　結果発表

■日本画部門 
市 美 術 展 賞 栗田　孝子 犬 山 市
市 長 賞 名越十女子 名古屋市
市教育委員会賞 林　はる子 尾張旭市
市議会議長賞 神尾　純代 土 岐 市
林 雲 鳳 賞 水谷喜久子 一 宮 市

■洋画部門 
市 美 術 展 賞 山田　貞子 春日井市
市 長 賞 林　　由美 可 児 市
市教育委員会賞 古山　秀雄 可 児 市
市議会議長賞 後藤　君子 多治見市
林 雲 鳳 賞 大島　直美 多治見市
桔 賞 有賀　安南 多治見高校

■工芸部門 
市 美 術 展 賞 根﨑　隆博 土 岐 市
市 長 賞 本田　長𠮷 岡 崎 市
市教育委員会賞 石神　千里 多治見市
市議会議長賞 斉数　　真 土 岐 市
林 雲 鳳 賞 森崎　久子 可 児 市
桔 賞 大山　乃愛 多治見工業高校

■彫塑部門 
市 美 術 展 賞 土屋　秋廣 多治見市
市 長 賞 柴田　洋子 尾張旭市
市教育委員会賞 川上　堯由 知 多 市

■写真部門 
市 美 術 展 賞 武田　功司 瀬 戸 市
市 長 賞 稲垣　一弘 春日井市
市教育委員会賞 井戸　英夫 多治見市
市議会議長賞 宮地美和子 瑞 浪 市
林 雲 鳳 賞 大野　博司 多治見市

■書道部門 
市 長 賞 堀　　清渓 多治見市
市教育委員会賞 井村　陽翆 多治見市
市議会議長賞 上田　玉雲 多治見市
林 雲 鳳 賞 水野　夏夜 多治見市
桔 賞 髙木　佑菜 多治見高校

■デザイン部門 
市 美 術 展 賞 尾形　侑美 土 岐 市
市 長 賞 水田みさ子 名古屋市
市教育委員会賞 片山喜恵香 名古屋市
市議会議長賞 リーデル　レベッカ 岐 阜 市
桔 賞 柴　　彰汰 さくら国際高校
 ※桔 賞は中高校生を対象

第76 回多治見市美術展一般部・こどもの部が、11月9日～11日までセラミックパーク
MINOで開催されました。一般部は、市内外の中学生から成人まで7部門合計368点の応
募がありました。一般部の上位入賞者（敬称略）をご紹介します。

第52回
多治見市
文芸祭

産後ヨガは、お母さんたちの症状に合わせて行
います。恥骨痛・腰痛・腹直筋解離・手根幹痛
など無理せず動きましょう。

季節の絵本やわら
べうた、手遊びな
どで楽しみます。
第１木曜はお薦め
絵本の紹介もあり
ます。

多治見北高校美術部のみなさんの
作品を展示します。

ママヨガ おはなしのかいぽっぽ多治見北高校美術部

第３回「いろ色」展

【わくわく親子講座】   【たじみアグレッシ部】  

【対象・定員】1/16時点で2カ月～1歳までの赤ちゃんとお母さん・16組
【講　師】森あかね　【参加費】2,500円
【持ち物】飲み物、タオル、動きやすい服装、ヨガマ
ット(ヨガマット貸出あり。大判バスタオルでも可)
【申込み】受付中

毎月第１木曜・第３土曜
11：00～11：30

開催中 2月14日(木）まで
平日10：00～20：00
土日祝・第3木曜
10：00～18：00　※月曜休館

1月16日・30日、2月6日、3月6日・20日
(水曜・全5回)14：00～15：00

小小小小小小小さささささささなななななななおおおおおおおととととととともももももももだだだだだだだちちちちちちちのののののののたたたたたたためめめめめめめのののののののおおおおおおおはははははははなななななななしししししししののののののの会会会会会会会 おおおおおおおはははははははなななななななしししししししののののののの会会会会会会会

読み聞かせをお手伝いしてくださるボランティアも募集しています。図書館までお問合せください。

赤ちゃんの図書館デビューに。
就園前の小さなおともだちもど
うぞ♪
1月10日・24日、2月14日・28日
3月14日・28日（木）
11：00～12：00
【対　象】0歳～未就園児
【会　場】ヤマカまなびパーク1階サンルーム

幼稚園・保育園・小学校の大きい
おともだちはこちらへどうぞ♪
1月5日・19日、2月2日・16日、
3月2日・16日（土）
14：00～14：30
【対　象】3歳位～
小学校低学年位まで
【会　場】ヤマカまなびパーク2階図書館絵本コーナー

表彰式・講評会
上位入賞作品を表彰します。また、各部門に
わかれて審査員から作品への講評も行います。
2月24日(日)13：00
どなたでもご入場いただけます
【会　場】ヤマカまなびパーク7階多目的ホール

上位入賞作品展示
第52回多治見市文芸祭上位作品を展示し
ます。
2月20日(水)～2月24日(日)
9：00～21：30　最終日は17：00まで
【会　場】ヤマカまなびパーク1階オープンギャラリー

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
年末年始（12/28～1/4）は休館です

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
年末年始（12/28～1/4）は休館です

参加無料
申込不要

参加無料
申込不要

参加無料
申込不要
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市民が「教え」市民が「学ぶ」

プライベートカレッジ

54講座
29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・
　　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 1月5日（土）～1月19日（土）
ヤマカまなびパーク　5階事務所 ９：００～２１：３０　※月曜休館（1/14は開館）
各市立公民館は1/6（日）～1/19（土） ９：００～１７：００

★ お申込みと受講の際のご注意 ★
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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 冬 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 P17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）

趣味

R1 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

自分のペースで無理はしません。呼
吸で心と体を集中!!筋肉・内臓・骨
格を整えて爽快に!!

アドバイザー 磯谷淳子

日　程 2/12・2/26
3/12・3/19（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
ヨガマット又は大きめのバスタオル
汗ふき用タオル

R5 女性のための陰ヨガ
～体の内側からじんわりぽかぽかリラックス♬～

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
ながら、心身を深部からゆるめてい
きましょう。自然治癒力を引き出
し、血行促進。内側からじんわりぽ
かぽか♫。冬も健やかに美しく！

アドバイザー 下山真穂

日　程 2/5・2/12・2/19・2/26
3/5・3/12・3/19（全7回）

対象・定員 女性・16名
受講料+教材費 3,500 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

R6 夜の陰ヨガ
～じんわりポカポカ☆ぐっすりリラックス～

木曜 19：00～ 21：00 ヤマカまなびパーク 6階和室

陰ヨガは静かにゆっくりと、脱力しな
がら体の奥の方から心身をゆるめて
いくヨガです。心も深くリラックス。
じんわりぽかぽか夜はぐっすり☆

アドバイザー 下山真穂

日　程 2/7・2/21
3/7・3/21（全4回）

対象・定員 どなたでも・16名
受講料+教材費 2,000 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

R7 朝のめざめの陰ヨガ
～冬も元気に！じんわりぽかぽか～

土曜 10：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 6階和室

体の奥からじんわりぽかぽか♫。心
身をゆっくりとゆるめていきましょ
う。自然治癒力を引き出し、１週間
の疲れを癒しリフレッシュ♪笑顔が
あふれる毎日を！

アドバイザー 下山真穂

日　程
2/2・2/9・2/23
3/2・3/9・3/16・3/23
（全7回）

対象・定員 どなたでも・16名
受講料+教材費 3,500 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

R2 らくらくヨーガ
日曜 13：30～ 15：00 養正公民館 研修室

自分で「気持ち良いナー」と感じな
がら、おいしい呼吸と共に動きを
合わせて行います。「内臓」こそが
元気の「元」。呼吸で毒素を出して
スーッキリ!!

アドバイザー 磯谷淳子

日　程 2/17
3/17（全2回）

対象・定員 女性・10名
受講料+教材費 1,000 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）
汗ふき用タオル

リラクゼーション

R4 ママのためのHappyヨーガ
金曜 10：00～ 11：30 養正公民館 和室

毎日育児や家事で忙しいママ必見!!
リラックス＆リフレッシュヨガで、
ハッピーな子育てを♡ひとりひとり
のペースを大切に進めていきます。
※お子さま連れOKです

アドバイザー 中嶋あさこ

日　程 2/8・2/22
3/1・3/8（全4回）

対象・定員 女性・8名
受講料+教材費 2,000 円 +0円

持ち物
ヨガマット、フェイスタオル
動きやすい服装（スカート不可）
飲み物

R3 朝活！！目覚めのヨーガ
金曜 9：30～ 11：00 笠原中央公民館 和室

ゆったりとした呼吸でゆっくり動
き、体中に朝の新鮮な空気を取り入
れ♡スッキリ目覚めます。

アドバイザー 中嶋あさこ

日　程 2/1・2/15
3/15・3/22（全4回）

対象・定員 どなたでも・20名
受講料+教材費 2,000 円 +0円

持ち物
ヨガマット、フェイスタオル
動きやすい服装（スカート不可）
飲み物

NEW

R５・R６・R７　陰ヨガ

E1 クリスマスローズの楽しみ方・いろいろ
水曜 10：00～ 12：00 脇之島公民館 研修室

今クリスマスローズは一番輝いてい
ます。今回はクリスマスローズのい
ろいろな楽しみ方を学びます。当日
は50鉢以上のクリスマスローズを
展示します。
※全員にクリスマスローズの開花株
をプレゼントします

アドバイザー 奥政利

日　程 2/20（全1回）

対象・定員 どなたでも・30名
受講料+教材費 500円 +2,000 円

持ち物 筆記用具

E2 水彩画を描こう
水曜 14：00～ 16：00 笠原中央公民館 会議室2

水のにじみをとり入れたり、自由に
色を入れてみたり、楽しみながら描
くのが水彩。気軽に描きましょう。

アドバイザー 天野登功広

日　程 2/6・2/20
3/6（全3回）

対象・定員 成人・10名
受講料+教材費 1,500 円 +480円

持ち物 水彩絵の具一式、筆洗
画板（41cm×32cm以上の物）
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※申込みに関する注意事項はP15をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　1/5（土）～1/19（土）　9：00～21：30（月曜休館 1/14は開館）
市立公民館 1/6（日）～1/19（土）　9：00～17：00

親子

W5 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よい音
楽に合わせて活動します。赤ちゃん
が持っている色々な力を引き出し、
心と体をバランス良く育んでいきま
しょう。

アドバイザー 小川洋子&小嶋加奈代

日　程 2/7・2/21
3/7（全3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 1,500 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）

W6 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さ
らに五感を育てませんか？お母さん
の愛情と音楽の力で心と体を育みま
しょう！

アドバイザー 小川洋子&小嶋加奈代

日　程 2/7・2/21
3/7（全3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 1,500 円 +0円

持ち物 飲み物、動きやすい服装

W3 親子で楽しむ英語あそびBaby Foot English
金曜 10：00～ 11：00 笠原中央公民館 和室

簡単な英語の手遊びや歌などのアク
ティビティで、親子の触れ合いを楽
しみます。「えいごをおもちゃ」に
して一緒に遊びましょう。

アドバイザー 各務正枝

日　程 3/1・3/8（全2回）

対象・定員 0～ 2歳の親子・10組
受講料+教材費 1,000 円 +0円

持ち物 動きやすい服装

W4 親子でニコニコ（＾＾）ベビーマッサージ
金曜 10：30～ 12：00 バロー文化ホール 和室

赤ちゃんにもママにも良いことづく
しのベビーマッサージ♪触れ合い遊
びやお母さん同士の交流TIMEもあり
ます。赤ちゃんと笑顔溢れる楽しい
時間を過ごしませんか？
※予防接種後2日間はマッサージができ
ません。セサミオイルを使用します。
アレルギーの方はお申し出ください。

アドバイザー 小出ともみ

日　程 2/8・2/22
3/8・3/22（全4回）

対象・定員 2カ月～ 1歳までの親子・12組
受講料+教材費 2,000 円 +0円

持ち物 バスタオル

W7 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

リトミックとは、音大で音楽能力を
高めるために作られた教育法を、最
も効果が認められると言われる3歳
向けに作り直したものです。「音楽
ゲーム」を通し、表現力、注意力、
集中力、判断力、思考力を育てます。
ピアノ、バレエの導入期と合わせて
も役立ちます。

アドバイザー 古田恭子

日　程 2/2
3/2・3/16（全3回）

対象・定員 2歳半以降の親子・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
W４　親子でニコニコ ベビーマッサージ

W1 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

音楽の魔法で赤ちゃんの心と体をバ
ランスよく育てます！毎回ピアノ鑑
賞の時間もあります。どんな曲かは
その日のお楽しみ！生の演奏にご期
待ください。

アドバイザー 髙須しおり&堀江千穂

日　程 2/14・2/28
3/7（全3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 1,500 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、飲み物

W2 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！幼児期から英語に触れ「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 2/14・2/28
3/7（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

NEW

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
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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 冬 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 P17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）

H2 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
2/1・2/8・2/15・2/22
3/1・3/8・3/15・3/22
（全8回）

対象・定員 成人・13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
敷物（バスタオル）

H4 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

体が硬い方、運動が苦手な方も安心
して参加できる内容です。肩コリ、
運動不足を解消して美しい姿勢を目
指すレッスンです。某コンテスト優
勝者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
2/1・2/15・2/22
3/1・3/8・3/15・3/22
（全7回）

対象・定員 女性・16名
受講料+教材費 3,500 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

H6 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
操で血行を良くし、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
の時間も設けます。
※ダンベル無料貸出あり

アドバイザー 長野ますみ

日　程 2/1・2/8・2/22
3/1・3/15（全5回）

対象・定員 成人・20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
ヨガマット又はバスタオル
500g ～ 1㎏のダンベル（あれば）

H8 メンタルケア講座
土曜 19：00～ 20：30 ヤマカまなびパーク 学習室401

悩み、迷いの多い現代。1人で悩ん
でいないで気持ちを言葉にしてみま
せんか。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 2/2
3/2・3/16（全3回）

対象・定員 どなたでも・6名
受講料+教材費 1,500 円 +0円

持ち物 筆記用具

H10 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504

呼吸法は心身を健やかに保つ大変に
有効な方法として見直されてきてい
ます。また、体に無理なく費用もか
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礎
的な知識や利用法もお伝えします。

アドバイザー けいこあすか

日　程 3/2・3/9（全2回）

対象・定員 女性・6名
受講料+教材費 1,000 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、筆記用具

健康

H1 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/4回

アドバイザー 近藤加奈

日　程 2/13・2/27
3/13・3/20（全4回）

対象・定員 成人・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、ヨガマットまたはバス
タオル、バランスボール（あれば）

H3 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 2/7・2/14・2/28
3/7・3/14・3/21（全6回）

対象・定員 成人・13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
敷物（バスタオル）

H5 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 6階美術室
毎日が忙しくて運動不足や肩コリを
感じてませんか？そんなママ達がリ
フレッシュできるようなレッスンで
す。お子さま連れOK！某コンテス
ト優勝者と楽しくリフレッシュしま
せんか？
※素足でおこないます

アドバイザー 金山美沙

日　程 2/7・2/21・2/28
3/7（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

H7 気功を学んで軽やかな毎日を！
火曜 10：00～ 11：30 ヤマカまなびパーク 6階和室

気功とは何であるかを学習し、今の
生活にどのように取り入れるかを学
びます。

アドバイザー 伊藤敦子

日　程 2/12
3/12（全2回）

対象・定員 どなたでも・20名
受講料+教材費 1,000 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、大判タオル
飲み物、筆記用具

H9 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

運動不足気味だと感じてませんか？
マイペースでストレッチ、有酸素運
動、筋トレなどしてご自身の体をリ
セットし気持ちよく過ごしましょ
う!!

アドバイザー 上杉恵美

日　程 2/20
3/6・3/13・3/20（全4回）

対象・定員 成人・22名
受講料+教材費 2,000 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）
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※申込みに関する注意事項はP15をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　1/5（土）～1/19（土）　9：00～21：30（月曜休館 1/14は開館）
市立公民館 1/6（日）～1/19（土）　9：00～17：00

P3 シニア向けWin10/8/7　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 2/7・2/14・2/21・2/28
3/7・3/14（全6回）

対象・定員 パソコン・ワードの基本操作が
出来る方・10名

受講料+教材費 3,000 円 +1,540 円

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

P5 いまさらながらのAmazonあれこれ！
月曜 13：00～ 15：00 バロー文化ホール 練習室4

Amazonの提供しているサービス
の使い方から注意点まで、上手に活
用するために学びます。
※Wi-Fi環境あります

アドバイザー 近藤正隆

日　程 2/4・2/18・2/25
3/4・3/11（全5回）

対象・定員 成人（パソコンの基本操作ので
きる方）・8名

受講料+教材費 2,500 円 +500円

持ち物
ノートパソコン・タブレット・
スマホのいずれか（Wi-Fi専用可）
筆記用具

P2 シニア向けWin10/8　ワード2016/13中級（水）
時々インターネット・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 2/6・2/13・2/20・2/27
3/6・3/13・3/20（全7回）

対象・定員 パソコン・ワードの基本操作が
出来る方・10名

受講料+教材費 3,500 円 +1,540 円

持ち物
Windows10/8OS
Offi  ce2016/13/10 搭載のパソ
コン

P4 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 2/6・2/13・2/20
（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 Windows（10/8/7）のノートパ
ソコン、筆記用具

B1 終活セミナー
＝シニアのためのちょっと早目の老い支度＝

水曜 10：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 5階501北
終活に関連して、今を元気に生きる
方法、認知症・健康寿命対策、公的
年金を中心とした社会保障の知識を
はじめ、誰にでも訪れる死への準備
として、エンディングノート、遺言書
などの生前整理を元気な今のうちに。
ファイナンシャルプランナー・終活ア
ドバイザーの講師がお伝えします。

アドバイザー 八杉加津治

日　程 2/13・2/27
3/13（全3回）

対象・定員 シニア・30名
受講料+教材費 1,500 円 +540円

持ち物 筆記用具

教養

P1 エクセル・ワードを使い分けてみたい
（Office2010のサポートは2020年10月まで・ハイブリッドコース）

水曜 13：00～ 15：00 ヤマカまなびパーク 6階視聴覚室
会社で全ての文書、表をエクセルで
作成していた方、ワードの出来る方
でエクセルを使ってみたい方、いか
がですか。エクセル文書の簡単ワー
ド化、エクセルの表をワード化など
にチャレンジ。Windows7のサポー
ト終了まであと10カ月。その対策
も伝授します。

アドバイザー 小林正治

日　程 2/6・2/20・2/27
3/6・3/13・3/20（全6回）

対象・定員 パソコン・ワードの基本操作が
出来る方・10名

受講料+教材費 3,000 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

M2 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・童謡。
歌に込められた情景や思いを辿りな
がら一緒に歌いましょう。歌うこと
は有酸素運動に匹敵。楽しく歌って
ストレス解消・健康増進。
※新規の方歌集別途1,080円

アドバイザー 水野久仁子

日　程 2/6・2/20
3/6・3/20（全4回）

対象・定員 どなたでも・18名
受講料+教材費 2,000 円 +100円

持ち物 飲み物、歌集（継続受講の方）

音楽

M1 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 2/6・2/13・2/20
3/6・3/13・3/20（全6回）

対象・定員 成人・10名
受講料+教材費 3,000 円 +0円

持ち物 弾きたい曲の楽譜

M3 ウクレレをやってみよう
月曜 14：00～ 16：00 小泉公民館 研修室小

音楽が楽しくなる楽器ウクレレ。
元気になりましょう。
※ウクレレ貸出希望者1,000円／月

アドバイザー ケンシュウ竹橋

日　程 2/4・2/11・2/18・2/25
3/4・3/11・3/18（全7回）

対象・定員 成人・10名
受講料+教材費 3,500 円 +700円

持ち物 ウクレレ（あれば）、筆記用具

M２　うたの広場 ～歌ってスッキリ愛唱歌～

NEW
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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 冬 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 P17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）

ダンス

D5 はじめてのフラ
金曜 14：00～ 15：30 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く美
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 2/8・2/15・2/22
3/1・3/8・3/15（全6回）

対象・定員 成人女性・13名
受講料+教材費 3,000 円 +200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）

D3 気軽にフラガール
エンジョイハワイアン♪

金曜 19：00～ 20：30 根本交流センター 会議室1

踊ってみたいけどちょっと自信がな
くて… 大丈夫です!! 楽しく冬の運
動不足を解消しましょう。
※CD、歌詞希望者別途250円

アドバイザー 伊藤早苗

日　程 2/1・2/8・2/15
3/1・3/8・3/15（全6回）

対象・定員 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、タオル
パウスカート（あれば）

D4 ゆるっとハワイアンフラ
水曜 13：30～ 15：00 市之倉公民館 研修室

フラの基礎的な動きを取り入れなが
ら身体を動かし、基本を楽しく学び
ます。ゆっくりペースで少しずつフ
ラに親しんでください。

アドバイザー 毛利恭枝

日　程 2/13・2/20
3/6・3/13・3/20（全5回）

対象・定員 成人女性・10名
受講料+教材費 2,500 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、飲み物、タオル
パウスカート（あれば）

D1 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 2/4・2/18
3/4・3/18（全4回）

対象・定員 中学生以上の女性・16名
受講料+教材費 2,000 円 +0円

持ち物 動きやすい服装

D2 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 2/12・2/26
3/5・3/12・3/19（全5回）

対象・定員 中学生以上の女性・16名
受講料+教材費 2,500 円 +0円

持ち物 動きやすい服装、バレエシューズ

子ども

K3 子ども書写教室
土曜 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。ペン字（鉛筆）の練習も併せ
て学んで頂けます。

アドバイザー 日置濤雲

日　程 2/2・2/9・2/16・2/23
3/2・3/9・3/16・3/23（全8回）

対象・定員 年長～中学生・16名
受講料+教材費 4,000 円 +100円

持ち物 書道道具、半紙、新聞紙
墨を拭くもの

K2 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 2/2・2/9
3/2（全3回）

対象・定員 年少～年長児・6名
受講料+教材費 1,500 円 +0円

持ち物 特になし

K4 『０』から始めるプログラミングの基礎講座
金曜 18：30～ 19：30 笠原中央公民館 視聴覚室

小学生向けのプログラミングの基礎
（プログラミング検定エントリー級
程度）を学習する講座です。パソコ
ンなどは不要ですのでどなたでもお
気軽にご参加ください。

アドバイザー 安藤攻

日　程 2/1・2/15
3/1（全3回）

対象・定員 小学生・10名
受講料+教材費 1,500 円 +800円

持ち物 筆記用具

K1 ダンボール工作　パターゴルフ場を作ろう
土曜 10：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 6階工作室

床にしいて遊べるパターゴルフ場を
作ります。つなげてロングコースに
したり、いろいろアレンジして楽し
めます。

アドバイザー 村田祐一郎

日　程 2/2（全1回）

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

持ち物 はさみ、木工用ボンド

K１　ダンボール工作　パターゴルフ場を作ろう

NEW
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※申込みに関する注意事項はP15をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　1/5（土）～1/19（土）　9：00～21：30（月曜休館 1/14は開館）
市立公民館 1/6（日）～1/19（土）　9：00～17：00

A1 ハーバリウム（植物標本）を作りましょう
土曜 13：00～ 14：30 根本交流センター 実習室

きれいなままで長く楽しめるハーバ
リウム（植物標本）を作って、部屋に
かざって楽しみましょう。

アドバイザー 荒木真奈美

日　程 3/16（全1回）

対象・定員 どなたでも・20名
受講料+教材費 500円 +1,500 円

持ち物 新聞紙、はさみ

クラフト

J1 茶道（表千家）
金曜 10：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 6階和室

心静かに一服のお茶をいただきませ
んか？是非、茶の湯を楽しんで下さ
い。

アドバイザー 山本宗甫

日　程
2/8・2/15・2/22
3/1・3/8・3/15・3/22
（全7回）

対象・定員 成人・6名
受講料+教材費 3,500 円 +2,100 円

持ち物 ソックス（白）

和道

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

これから3月、4月といろんな式典
があります。今後は着物で出席しま
せんか。新しい発見に出会ってくだ
さい。

アドバイザー 大竹幸子

日　程 2/2
3/2・3/16（全3回）

対象・定員 成人女性・10名
受講料+教材費 1,500 円 +0円

持ち物
着物（小紋・付け下げ）、帯（袋）
長襦袢、ひも 6本、伊達〆 2本
タオル2枚、衿芯、帯板、帯〆
帯揚、帯枕、足袋

J5 気軽に着物を楽しみましょう
火曜 10：00～ 12：00 笠原中央公民館 茶室1

卒業式や入学式に着物があるのに着
方を忘れてしまった方。少しのアド
バイスと着る練習をしたら、お出か
けするのが楽しくなりますよ。着物
が好きなら着てみましょう。

アドバイザー 鈴木里美

日　程 2/19・2/26
3/5・3/12・3/19（全5回）

対象・定員 成人女性・6名
受講料+教材費 2,500 円 +0円

持ち物
着物、名古屋帯、袋帯、肌着（ワ
ンピース・二部式）、長襦袢、衿芯
足袋、伊達〆、タオル3枚、帯板
帯揚、帯〆、帯枕、クリップ3個

J2 ふれてみよう　楽しい三味線
金曜 10：30～ 12：00 南姫公民館 和室

先ず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 2/1・2/15・2/22
3/1・3/8・3/22（全6回）

対象・定員 どなたでも・6名
受講料+教材費 3,000 円 +300円

持ち物 三味線、駒、バチ、指すり
筆記用具、飲み物

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 5階504

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 2/6・2/13・2/20
3/6・3/13・3/20（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

J6 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 2/6・2/13・2/20・2/27
3/6・3/13・3/20（全7回）

対象・定員 高校生以上・16名
受講料+教材費 3,500 円 +100円

持ち物 書道道具、半紙、新聞紙
墨を拭くもの

語学

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

初級段階のハングルを基本的な文法
とともに習得しましょう。
※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
2/1・2/8・2/15・2/22
3/1・3/8・3/15・3/22
（全8回）

対象・定員 成人・6名
受講料+教材費 4,000 円 +0円

持ち物 筆記用具

L3 洋画・ドラマを字幕なしで観たい
金曜 10：00～ 11：30 ヤマカまなびパーク 6階視聴覚室

初級レベル対象のクラス。誰もが一
度は触れたことのある日本の昔話を
題材に、英語のリスニング力と語彙
力を向上させます。いつか字幕や吹
き替えなしで観たいと思っていらっ
しゃる方のためのきっかけになるク
ラスです。

アドバイザー 山北和恵

日　程 2/1・2/8・2/15・2/22
3/1・3/8（全6回）

対象・定員 成人・12名
受講料+教材費 3,000 円 +100円

持ち物 筆記用具

L2 ポーシャと楽しく英会話（中級）
金曜 19：00～ 20：30 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 2/1・2/8・2/15・2/22
3/1・3/8・3/15（全7回）

対象・定員 成人・8名
受講料+教材費 3,500 円 +500円

持ち物 筆記用具

NEW
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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 冬 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 P23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）

※申込みに関する注意事項はP15をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　1/5（土）～1/19（土）　9：00～21：30（月曜休館 1/14は開館）
市立公民館 1/6（日）～1/19（土）　9：00～17：00

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。

プライベートカレッジへようこそ！

3 何歳からでも始められるピアノレッスン
水曜 10：00～ 12：00 市之倉公民館 研修室

ピアノ初心者の方、楽譜が読めない
方でも丁寧に教えます。弾いてみた
い曲を私と一緒に練習しましょう。
※楽譜希望の方別途1,000～1,500
円程度

アドバイザー 池田千明

日　程 2/13・2/27
3/13（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 弾きたい曲の楽譜（あれば）

音　楽

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

ピアノが毎日の潤いとなりますよう
に。それを実現できるよう、美しく楽
しく弾けるように丁寧にアドバイスい
たします。
※テキスト希望者別途1,200円程度

アドバイザー 国枝直子

日　程 2/13・2/27
3/13（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）

音　楽

4 はじめてみましょうピアノ♪
火曜 13：00～ 14：30 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 2/12
3/12（全2回）

対象・定員 成人・3名
受講料+教材費 2,000 円 +0円

持ち物 使用したいテキストか楽譜（あれば）

音　楽

6 鳴らせてみようセラリーナ
木曜 10：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 6階視聴覚室

セラリーナは多治見生まれの縦型オ
カリナです。小学生が手にするリコー
ダーとほぼ同じ指使いで、誰でも簡
単に優しい音色の音を出せます。仲
間と合奏すればもっと楽しめます。
※セラリーナ無料貸出あり

アドバイザー 竹下孝昭

日　程 2/7・2/28
3/7・3/14（全4回）

対象・定員 成人・4名
受講料+教材費 4,000 円 +200円

持ち物 机上本立て又は譜面台
セラリーナ（あれば）

音　楽

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

初級を終えて中級に入った方向け。
文法を体系的に学んでいきます。
※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
2/7・2/14・2/21・2/28
3/7・3/14・3/21
（全7回）

対象・定員 成人・3名
受講料+教材費 7,000 円 +0円

持ち物 筆記用具

語　学

2 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 2/6・2/13・2/20・2/27
3/6・3/13（全6回）

対象・定員 どなたでも・4名
受講料+教材費 6,000 円 +300円

持ち物 筆記用具

語　学
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※申込みに関する注意事項はP15をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　1/5（土）～1/19（土）　9：00～21：30（月曜休館 1/14は開館）
市立公民館 1/6（日）～1/19（土）　9：00～17：00

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

9 冬の陰ヨガ
～内側からじんわりぽかぽか～

土曜 15：00～ 16：45 ヤマカまなびパーク 5階506

冬をより健やかに暮らしていくための
座学＆陰ヨガ。ご自分と静かにゆっく
りと向き合いながら陰ヨガで自然治
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 2/2・2/9・2/23
3/2・3/9・3/16・3/23（全7回）

対象・定員 どなたでも・4名
受講料+教材費 7,000 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

8 やってみよう楽しいダンス「フラ」
火曜 17：00～ 18：30 市之倉公民館 研修室

リズムに楽しくのり体幹を鍛えます。
今回はノリノリＥｎｇｌｉｓｈ Ｓｏｎｇでフラ
をおどります。子どもさんから大人
までご参加いただけます。
※パウスカート無料貸出あり

アドバイザー ＮＡＯ

日　程 2/5・2/12・2/19
3/5・3/12（全5回）

対象・定員 小学生以上の女性・4名
受講料+教材費 5,000 円 +200円

持ち物 動きやすい服装、飲み物
パウスカート（あれば）

7 Windows7はあと10カ月で
インターネットが安全に使えなくなります

火曜 10：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 6階視聴覚室

使いなれたWindows7を使い続け
たい 方。Offi  ce2010も2020年 秋
にはサポートが終了します。インター
ネット検索を安全に利用するための
対策をお伝えします。

アドバイザー 小林正治

日　程 2/5・2/12・2/19・2/26
（全4回）

対象・定員 Windows7 を利用中の方・4名
受講料+教材費 4,000 円 +500円

持ち物 ご使用中のパソコン

10 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

着物の布を使って洋服を作ります。
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 2/14
3/14（全2回）

対象・定員 成人・3名
受講料+教材費 2,000 円 +0円

持ち物 裁縫道具、ミシン（あれば）
着物又は反物

11 和布で小物作り
木曜 13：00～ 15：00 ヤマカまなびパーク 5階503

和風の布を使って、おひな様や猫の
ぬいぐるみなどを作ります。
※布の希望者別途1,000円～

アドバイザー 林みどり

日　程 2/14
3/14（全2回）

対象・定員 成人・4名
受講料+教材費 2,000 円 +0円

持ち物 裁縫道具、ミシン（あれば）
手持ちの布

12 プリザーブドフラワーで
コサージュを作りましょう

金曜 10：00～ 11：30 南姫公民館 研修室A

プリザーブドフラワーのバラの花を
使ってコサージュを作ります。入学・
卒業式などに使用できます。

アドバイザー 荒木真奈美

日　程 2/22（全1回）

対象・定員 どなたでも・4名
受講料+教材費 1,000 円 +2,000 円

持ち物 持ち帰り袋

NEW13 ＵＶレジンで小物作り
水曜 10：00～ 11：30 ヤマカまなびパーク 5階503

ＵＶレジン液を使って小物づくりをし
ましょう。基本的な作り方から綺麗に
仕上げるコツをお伝えします。お子
さま連れでもOKです。

アドバイザー 榊原美奈

日　程 2/6・2/20（全2回）

対象・定員 成人・4名

受講料+教材費 2,000 円 +1,000 円

持ち物 特になし

クラフト

クラフトクラフト

クラフト

パソコン ダンス

リラクゼーション

13 UVレジンで小
物作り
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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 冬 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 P23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）

20 こころを元気にする
ホリスティックアロマセラピー

土曜 10：00～ 11：30 ヤマカまなびパーク 5階503

植物のエッセンス＝精油を使ってホリ
スティックに、毎日の生活のなかで心
と身体を元気にしていくコツとヒント
を紹介します。アロマルームスプレー
をつくります。

アドバイザー 水谷和子

日　程 3/23（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

健　康

21 背骨コンディショニングで
坐骨神経痛を克服

水曜 9：30～ 11：00 ヤマカまなびパーク 5階506

誰でも簡単にできる運動プログラム
「背骨コンディショニング」で痛みの
原因となる背骨の歪みを整え、筋力
up、坐骨神経痛の克服を目指します。

アドバイザー 藤原規行

日　程 2/6・2/13・2/20
3/6・3/13（全5回）

対象・定員 どなたでも・4名
受講料+教材費 5,000 円 +400円

持ち物
動きやすい服装、ヨガマットな
ど下に敷くもの、大きめのバス
タオル、フェイスタオル

健　康

18 チャレンジ！頭を使って
世界のボードゲームをやってみよう！

日曜 13：00～ 15：00 ヤマカまなびパーク 1階101

世界には個性的で楽しいボードゲー
ムが沢山あります。今、都市圏で大
ブームになっている世界中のゲーム
で遊びながら、色々な文化にふれて
みませんか？
※小学3年生以下は保護者同伴でお
願いします

アドバイザー 高橋雄蔵

日　程 2/3
3/3（全2回）

対象・定員 小学生（親子参加可）・4名
受講料+教材費 2,000 円 +0円

持ち物 特になし

子ども

NEW

22 女性のための
アロマdeストレッチ

土曜 10：00～ 11：30 ヤマカまなびパーク 5階506

無農薬・無化学な植物100％のオー
ガニックアロマの香りでリラックスしな
がら、体幹や骨盤を中心にストレッチ。
ストレスを和らげる香りやホルモンバ
ランスに働きかける香りなど自分の体
調に合わせたブレンドオイルを作って
セルフケアをしましょう。

アドバイザー 月森優

日　程 2/2（全1回）

対象・定員 成人女性・4名
受講料+教材費 1,000 円 +800円

持ち物 ヨガマットまたはバスタオル

健　康

NEW

19 えいごdeキッズヨガ☆
日曜 10：00～ 11：00 ヤマカまなびパーク 5階506

かんたんな英語を使ってヨガをしま
す。遊びを交えて呼吸法、体幹、柔
軟性を養い、子ども達のキラキラ輝
く成長をサポートします！！
※オールイングリッシュではありま
せん。ヨガマット無料貸出あり。

アドバイザー 中嶋あさこ

日　程 2/10・2/24
3/10（全3回）

対象・定員 年長～小学生（年中児は応相談）
4名

受講料+教材費 3,000 円 +0円

持ち物 ヨガマット、動きやすい服装（ス
カート不可）、飲み物

子ども

NEW

17 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「いけばな」を学び
ましょう。
※申込時に教材費を集めます

アドバイザー 浦野忍花

日　程 2/9
3/2（全2回）

対象・定員 小学生～高校生・4名
受講料+教材費 2,000 円 +2,000 円

持ち物 花器、剣山、ぞうきん
花ばさみ（あれば）

子ども

16 ダンボール工作
大きなコロコロ迷路

土曜 10：00～ 12：00 ヤマカまなびパーク 6階工作室

60㎝×60㎝のダンボール板を使っ
て、大型迷路を作ります。

アドバイザー 村田祐一郎

日　程 3/2（全1回）

対象・定員 幼児～小学生（親子参加可）
4組

受講料+教材費 1,000 円 +500円

持ち物 はさみ、木工用ボンド

子ども

14 ふれあいベビーマッサージ＆
育児がラクになるプチ講座

金曜 10：30～ 12：00 ヤマカまなびパーク 7階和室

赤ちゃんにもママにも良いことづく
しのベビーマッサージ♪＆育児の“こ
れってどうなの!?”を解消し、子育て
に対して前向きになれる“プチ講座”
で心もスッキリしませんか？
※予防接種後2日間はマッサージができ
ません。セサミオイルを使用します。
アレルギーの方はお申し出ください。

アドバイザー 小出ともみ

日　程 2/1
3/1・3/15（全3回）

対象・定員 ２カ月～１歳までの親子・4組
受講料+教材費 3,000 円 +0円

持ち物
バスタオル、ミルク
オムツ、おしりふきなどおでか
けセット

親　子

15 ワクワク プレバイオリン
金曜 10：00～ 11：00 ヤマカまなびパーク 7階音楽室

もしかしたらバイオリンに興味をもつ
かも？！とお考えの幼児親子向けコー
スです。バイオリンの音であそんだ
り、ママといっしょに箱バイオリンを
作ってみましょう。バイオリン弾きた
い！の一言がきけたら、さあ弾いて
みましょう。

アドバイザー 加藤菜津子

日　程 2/8・2/15・2/22
3/1（全4回）

対象・定員 2～ 4歳児親子・4組

受講料+教材費 4,000 円 +400円

持ち物 特になし

NEW
親　子

21 背骨コンディショニングで
　 坐骨神経痛を克服

16 ダンボール工作　大きなコロコロ迷路
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※申込みに関する注意事項はP15をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　1/5（土）～1/19（土）　9：00～21：30（月曜休館 1/14は開館）
市立公民館 1/6（日）～1/19（土）　9：00～17：00

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「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！」

お申込み
・

26 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 2/5・2/12・2/19
3/5・3/12・3/19（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

24 三味線を弾くテクニック
水曜 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、ハジキ、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 2/6・2/13・2/27
3/13・3/20（全5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 5,000 円 +250円

持ち物 三味線及び小道具一式
筆記用具

28 インテリア書道（デザイン書）
火曜 10：00～ 11：30 ヤマカまなびパーク 4階401

日常使っている文字に少し変化をつ
ける事で面白いおしゃれな文字にな
ります。

アドバイザー 蓮風

日　程 2/5・2/12・2/19・2/26
3/5（全5回）

対象・定員 成人・4名
受講料+教材費 5,000 円 +1,500 円

持ち物 書道道具一式、新聞紙、タオル
汚れてもよい服装

27 ザ・マジック
土曜 19：00～ 21：00 養正公民館 和室

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 2/9・2/16・2/23
3/9・3/16・3/23（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、両面テープ
スティックのり、筆記用具

25 尺八で唱歌・古典曲を演奏しよう
土曜 18：00～ 20：00 ヤマカまなびパーク 7階音楽室

日本の伝統楽器尺八の演奏を習得し
日本の唱歌や尺八古典曲を演奏しま
しょう。
※尺八の無料貸出あり

アドバイザー 大重普竹

日　程 2/2・2/9・2/23
3/2・3/16・3/23（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 尺八（あれば）

29 海外個人旅行のススメ
（10代～30代限定）

日曜 10：00～ 12：00 養正公民館 和室

まだ一歩が踏み出せない若い世代に
向けて、楽しく、美味しく、安心・
安全、経済的な海外個人旅行の作り
かたを解説し、どんな疑問にもこた
えます。講師は、48カ国歴訪の個
人旅行愛好家です。

アドバイザー 明野玉城

日　程 2/3（全1回）

対象・定員 海外旅行に行きたい 10代～ 30
代の方・4名

受講料+教材費 1,000 円 +0円

持ち物 筆記用具

和　道

和　道和　道

趣　味

趣　味

趣　味

23 相続で困らないための知識
～民事信託とは～

日曜 10：15～ 11：45 ヤマカまなびパーク 5階505

相続はどなたでもいずれ直面するも
のです。相続の基礎から一緒に学び、
近年注目されている「民事信託」に
ついてご紹介します。

アドバイザー 岩田章裕

日　程 2/10（全1回）

対象・定員 どなたでも・4名
受講料+教材費 1,000 円 +1,000 円

持ち物 筆記用具

教　養

29 海外個人旅行のススメ

Bun　Bunねっと　No.85 25



興味のある方は、
是非一度お問合せを！

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
　　　様々な　　　　が誕生しています！同好会

健康（太極拳）

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）

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」
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）

自彊術
姿勢改善でアンチエイジング。自彊術で美肌・美姿
勢を手に入れ、いつまでも若々しく。いつでも見学
できます。

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）

ダンス（バレエ）

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）

健康（ヨガ）

根本ＤＥナイト☆ヨガ
姿勢や動作を自力で改善したい方、今までとは
ちょっぴり違うヨガを体験してください。１日から
の参加もＯＫ！
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・木
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
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）

健康（ヨガ）

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）

料理

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）

趣味（書道）

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

垂季
きしょう

粧 問合せ 090-7950-6205（岩垂）

ダンス（故里踊り）

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　10：00～ 12：00
会　場 養正公民館
対　象 どなたでも 参加費 500円 /回
問合せ 090-1622-9204（小島）

ダンス（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）

健康（ヨガ）

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）

音楽（三味線）

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）

趣味（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）

健康（体操）

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（体操）

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）
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パタパタ恐竜の工作や多治見市図書館職員によ
る恐竜絵本や大型絵本の読み聞かせを、親子で
お楽しみ下さい。

日時日時●2月10日（日）　13：00～14：00
対象・定員対象・定員●3歳～小学生親子・20組程度
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●はさみ
申込み申込み●精華公民館　窓口または電話にて
共催共催●多治見市図書館

親子で本にふれあい
パタパタ恐竜をつくろう！

親育ち 4・3・6・3 たじみプラン協賛事業

おやこ一緒に楽しく体を動かして遊びながら、
リズム感や体の軸を鍛えよう！

日時日時●3月10日（日）　10：00～11：00
対象・定員対象・定員●幼児（年少～年長）と保護者・20組
講師講師●永井亜紀
参加費参加費●親子1組500円
持ち物持ち物●室内シューズ、飲み物、タオル
申込み申込み●2月3日（日）　9：00～
　　　　参加費を添えて窓口にて

おやこでリズム体操♪
　

手作りみそは難しそうに思えますが、実は意外
に簡単で家庭でも手軽に作れます。今回は基本
の米みそを作ります。

日時日時●1月23日（水）　10：00～13：00
定員定員●10名
講師講師●勝泉
参加費参加費●2,000円
持ち物持ち物●エプロン・三角巾・
　　　　ふきん2枚・タオル・
　　　　お持ちの方は圧力鍋
申込み申込み●1月4日（金）
　　　　10：00～ 窓口にて
　　　　11：00～ 電話も可

発酵食生活始めませんか？
「手作りみそ講座」

養正 大人の大学

ワクワクドキドキ☆不思議なマジックをいっ
しょに楽しみましょう！

日時日時●3月11日（月）　14：30～15：30
対象・定員対象・定員●未就学児親子・50組程度
出演出演●伊藤鈴子
参加費参加費●無料
申込み申込み●無料整理券を配布中

おしゃべりサロン
「こどもマジックショー」

プロの庭師から、芽吹きの季節に必要な知識と
技を学びます。

日時日時●2月23日（土）　9：30～12：00
定員定員●20名
講師講師●安藤秀章
参加費参加費●400円
持ち物持ち物●タオル、軍手、剪定ばさみ
申込み申込み●1月26日（土）

9：00～ 窓口にて、10：00～ 電話も可

庭木の手入れ　早春
　

ホールで思い切りメロディーを奏でてみません
か？グランドピアノをご利用いただけます。

日時日時●2月17日（日）　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
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

毎月第4月曜は、楽しくおしゃべりをしながら
季節の花や小物を折りましょう。

日時日時●1月28日、2月25日、3月25日
（毎月第4月曜）　10：00～11：30

参加費参加費●1回100円
申込み申込み●不要

折り紙サロン
　

災害時、停電、断水…すぐ困ることはトイレ。
今回は “出す ”ことの対策を学びます。

日時日時●3月17日（日）　13：30～15：00
定員定員●50名
講師講師●かにNPOセンター事務局長　山口由美子
参加費参加費●300円（資料・お土産付き）
申込み申込み●2月17日（日）

　9：00～ 窓口にて
10：00～ 電話も可

災害時のトイレ対策
防災講座

多治見市が誇る永保寺を訪ねます。年に一度の
宝物のご開帳に合わせ貴重な文化財を見学しま
す。

日時日時●3月15日（金）　9：00～12：00
　　　虎渓公園展望台前集合　現地解散
案内人案内人●多治見観光ボランティアガイド
定員定員●20名
参加費参加費●無料
服装服装●歩きやすい服装・
　　　運動靴・飲み物
申込み申込み●受付中

多治見の名所めぐり
～虎渓山永保寺国宝御開帳～

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

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。
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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

パパと一緒にリトミックで楽しみ
ましょう♪

安心して自分の気持ちを言える場
所、評価や批判をすることなく、
自分の気持ちを聞いてもらえる場
所です。どうぞお気軽にご参加く
ださい。

①大人の塗り絵を楽しみます
②折り紙で傘を作りましょう

多治見西高ダンス部の皆さんの演
技を楽しみましょう。

日時日時●2月17日（日）
　　　10：30~11：30
対象・定員対象・定員●未就園児～小学2年の親

子・20組
講師講師●リトミックにじの会
参加費参加費●500円
持ち物持ち物●動きやすい服装で
申込み申込み●受付中

日時日時●2月14日（木）
　　　10：00~11：30
対象・定員対象・定員●未就園児をもつお母さん・

15名
講師講師●牧野民賀（一般社団法人日本

産業カウンセラー協会　産業
カ ウ ン セ ラ ー・No body's 
Perfect Japan 認定ファシリ
テーター）

参加費参加費●無料
申込み申込み●不要

日時日時●①1月25日（金）
　　　②2月22日（金）
　　　10：00~12：00
定員定員●各20名
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●①色えんぴつ
　　　　②折り紙、スティックのり（大）
申込み申込み●不要

日時日時●3月17日（日）
　　　13：30開場　14：00開演
定員定員●60名
出演出演●多治見西高ダンス部
参加費参加費●無料
　※ドリンクを飲まれる方は100円
申込み申込み●不要

パパと一緒に
歌ってあそぼ！

キラキラキッズサロン
子育て相談会

クラフトかふぇで楽しく 西高ダンス部

大人気講座！美しいピアノの音色に合わせて、唱歌や童謡を気持ちよく
歌ってみませんか？

日時日時●1月8日・22日、2月12日・26日、3月12日・26日
　　　（火曜・全6回）
　　　10：00～11：30
講師講師●齊藤順子（陶都楽友協会会員）
参加費参加費●1,800円
申込み申込み●受付中

愛唱歌を歌おう！冬
　

誰でも知っているラジオ体操で、健康づくり習慣を始めませんか？
正しいラジオ体操を教わりながらしっかり取り組みます！

日時日時●第1週を除く金曜　9：30～9：45
講師講師●平瀬泰宏、深尾由美（多治見市ラジオ体操連盟）
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●室内シューズ、飲み物
申込み申込み●不要　直接お越しください

みんなでラジオ体操
　

畝づくり、植付け、土寄せ、草取り…。
じゃがいも作りに挑戦！手間ひまかけた分、
収穫の喜びは絶大です！

日時日時●3月9日（土）　9：30～
定員定員●70区画（1家族2区画まで）
講師講師●南姫公民館活性化委員
参加費参加費●700円（1区画）
持ち物持ち物●軍手、スコップ、鍬
申込み申込み●1月5日（土）～ 窓口にて

じゃがいもを育てよう
健康維持と仲間づくりに、楽しい朝の習慣は
いかがでしょうか♪

日時日時●体操：毎週月曜 9：30～（15分程度）
　　　　　　体操の後はお茶タイム♪
　　　囲碁将棋：毎月第2・4月曜 9：00～12：00
講師講師●体操：長野ますみ

囲碁将棋：南姫公民館活性化委員
参加費参加費●無料
申込み申込み●不要

体操と囲碁将棋
ひめの朝時間

親育ち4・3・6・3たじみプラン協賛事業 サロンかふぇ オアシスかふぇ

菜っぱ会の会員になって、野菜作りをしましょ
う。区画は5m×6m。貴重な草木堆肥を使っ
て美味しい野菜ができます。

期日期日●2019年4月1日（月）
　　　～2020年3月31日（火）
定員定員●3区画
参加費参加費●1区画 年間3,000円
申込み申込み●受付中　2月20日（水）頃まで

2月24日（日）9：20より
説明会および勉強会

菜っぱ会　会員募集
スローライフ事業

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

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



自分の体を自分自身でケアします。人と比べず、
頑張らず、心地よさを感じながら歪みを整え自
然治癒力を高めましょう。

日時日時●1月10日・17日・24日、
2月7日・14日・21日、
3月7日・14日・21日（木曜・全9回）
13：30～15：00

定員定員●20名程度
講師講師●神ノ川惟香子
　　　（自力整体ナビゲーター）
参加費参加費●4,500円
持ち物持ち物●飲み物、タオル、
　　　　ヨガマット（貸出あり）
申込み申込み●受付中

セルフケア 
自力整体で体も心も Happy  冬

まなびの扉

体操のプロ集団「きのいい羊達」のお兄さんと
一緒に親子で運動あそびを楽しみましょう。

日時日時●3月9日（土）
　　　①10：00～10：50　②11：00～11：50
対象・定員対象・定員●年少・年中・年長児とその保護者
　　　　　　①②各30組
講師講師●鈴木健太（㈲きのいい羊達）
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●飲み物、タオル、
　　　　動きやすい服装で
　　　　（スカート不可）
申込み申込み●2月3日（日）

　9：00～ 窓口にて
10：00～ 電話も可

園児のためのワクドキカーニバル！
親育ち4・3・6・3たじみプラン協賛事業

大人気和菓子講座のアンコールに
お応えして今年も不老柿を習いま
す。本格的な不老柿に舌鼓。

今さら聞けないあなたへ！ LINE
の基本から使えておもしろい小技
やテクニックを学びます。

大好評の男料理教室のこの冬は、
中華料理に挑戦。
【メニュー】基本の餃子、エビチリ、

中華おこわ 他

初心者の方を対象とした着付け教
室です。タンスの中に眠っている
着物に袖を通してみませんか？

日時日時●3月4日（月）
　　　10：00～12：00
定員定員●18名
講師講師●井上りつ子
参加費参加費●500円
持ち物持ち物●エプロン、三角巾、ふきん
申込み申込み●1月10日（木）

9：00～ 窓口にて

日時日時●2月8日・22日、3月8日・
22日（金曜・全4回）
13：00 ～ 15：00

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

日時日時●2月23日（土）
　　　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
申込み申込み●受付中

日時日時●2月14日・28日、3月7日・
　　　14日（木曜・全4回）
　　　10：00～11：30
対象・定員対象・定員●女性・10名
講師講師●武田和子
参加費参加費●1,000円
持ち物持ち物●着物、半幅帯、長襦袢、肌襦

袢、伊達〆、足袋、腰ひも5
本、タオル3枚

申込み申込み●受付中

楽しい和菓子づくり
「もう一度不老柿」

今日からあなたも
スマホ名人！ Part2

你好！
満腹中華で大満足！

今日からあなたも
着物美人

　 男塾：料理 　 ワンコインで活き活き Life　  

タイニートットを使った体あそびのコーナーや
カプラ（魔法の積み木）などで遊びましょう。
ご家族そろってお出かけください。

日時日時●2月9日（土）　10：00～11：45
対象対象●どなたでも（未就学児は保護者同伴で）
参加費参加費●無料
申込み申込み●不要
協力協力●ねもとプレジャー★スター

プレジャールームへ行こう！
三ツ星ファミリー事業

★展示部門………公民館活動団体による作品展。
★ステージ部門…公民館活動団体によるステージ
　　　　　　　　発表会。

●展示部門●展示部門
日時日時●2月23日（土）　9：00～17：00

2月24日（日）　9：00～16：00
●ステージ部門●ステージ部門
日時日時●3月3日（日）　開演12：30

第 25 回
精華公民館まつり

公 民 館 まつり

根本交流センターを利用する活動団体やクラブ活動の子
どもたちの発表会。楽器の演奏やコーラス、ダンスなど
様々なジャンルが勢ぞろいします。交流センターならで
はのアットホームな
ステージをお楽しみ
ください。

日時日時●2月24日（日）
開演12：30

第 6 回 根本交流センターまつり
スマイルステージ

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

根本町3-55-1♥☎ 27-5500♥http：//www.tajimi-bunka.or.jp/nemoto/根本交流センター

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。
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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。



多治見市保健センター受託事業 運動チャレンジ講座

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

5つの神社を巡ります。精華地
区を見守る神様に新年のご挨拶
をしませんか？

根本交流センターから諏訪神社までウォーキ
ングします。ゲームやクイズ王決定大会など
楽しいイベントがいっぱい。あたたかい豚汁
もありますよ。

育児による肩こりなどの体の症状の改善を通して心の
リラックスをはかります。託児つきですが、託児不要
の方もご参加ください。

医療機関（病院、医院、クリニック等）を上手に受診するために、医師とは違
った立場から現状の医療を踏まえて分かりやすくお話しします。

ただの足の病気と考えがちですが、本当
は怖い病気が潜んでいるかもしれません。
そのあたりをわかりやすくお話しします。

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。

狭心症、心筋梗塞の治療法の一つにカテーテル治療
があります。今回は、狭心症、心筋梗塞の原因と症状、
カテーテル治療の実際についてわかりやすく解説し
ます。

日　　時  1月20日（日）
9：30（精華公民館集合）

参　加　費  無料
持　ち　物  飲み物、帽子、タオル、

歩きゃ～カード
（あれば）

申　込　み  不要

日　　時  3月3日（日）
集合 9：00　出発 9：20

対　　象  どなたでも（未就学児は保護者同伴）
集合・解散  根本交流センター
参　加　費  無料
持　ち　物  動きやすい服装、飲み物、帽子、タオル
申　込　み  1 月 20日（日）　9：00～ 窓口にて

10：00～ 電話も可
協　　力  ねもとレインボー☆キッズ　グリーン

日　　時  1月27日（日）　10：00～11：00
対　　象  子育て中のママ（パパと一緒の参加もOK）
定　　員  20名（託児は先着10名　※1家族1名）
講　　師  木村紀子（健康運動指導士）
参　加　費  無料
持　ち　物  バスタオル、飲み物、子どもケア用品（託児希望者のみ）
申　込　み  受付中　笠原中央公民館　☎43-5155

日　　時  ①1月22日（火）　14：00～15：00　②2月12日（火）　13：30～14：30
定　　員  各会場20名程度
会　　場  ①脇之島公民館　②笠原中央公民館
講　　師  県立多治見病院　医療連携相談課職員
申　込　み  ①不要　直接お越しください　②受付中　笠原中央公民館 ☎ 43-5155

日　　時  1月31日（木）　13：30～14：30
定　　員  50名程度
会　　場  根本交流センター
講　　師  県立多治見病院　循環器内科部長

堀部秀樹
申　込　み  受付中　☎27-5500

日　　時  3月1日（金）　13：30～14：30
定　　員  100名
会　　場  旭ケ丘公民館
講　　師  県立多治見病院　薬剤部長　堀内正
申　込　み  受付中　☎27-6826

日　　時  2月21日（木）　14：00～15：00
定　　員  50名程度
会　　場  小泉公民館
講　　師  県立多治見病院　循環器内科部長　堀部秀樹
申　込　み  受付中　☎29-1377

多治見市保健センター共催事業多治見市保健センター共催事業
精華地区の

五社詣でウォーク

根本まちづくり共催事業根本まちづくり共催事業
みんなで歩こう会

笠原中央公民館コース（日曜）笠原中央公民館コース（日曜）
子育てママの心と体の

リラクゼーション（託児あり）

上手な病院のかかり方
～事務、看護師、技師の立場から～

動脈硬化と足の病気
～本当はこわい足の病気～

健康食品とくすりの
使い分け

狭心症、心筋梗塞の
カテーテル治療

公民館ウォーキング

市民のための健康講座

今年も日曜日に大ホールを開放します。
ご家族やお友達と楽しく卓球しましょう !おひとりでの参加もOK！
アドバイスを受けられる日もありますよ。

日時日時●2月10日・24日、3月3日・10日（日）　10：00～16：00
アドバイザーアドバイザー●野田邦夫
参加費参加費●1人1時間100円（小学生50円）
持ち物持ち物●飲み物、動きやすい服装、運動靴、
　　　　卓球ラケット（お持ちの方）
申込み申込み●受付中
※定員は同時間に卓球台3台で利用できる
人数

やってみよう　卓球！

すぐに大きくなってしまう、おててとあんよ。手形・足形をペンやマス
キングテープで可愛い動物さんに変身させてみませんか！

日時日時●3月29日（金）　10：00～12：00
対象・定員対象・定員●生後3カ月以上の親子・15組
講師講師●土岐ひとみ
参加費参加費●500円（兄弟で参加の場合追加200円）
持ち物持ち物●タオル、はさみ、おもちゃ
申込み申込み●1月4日（金）9：00～

手形＊足形アートでお子さんの成長を
可愛く残しましょう

県立多治見病院の医師・看護師・薬剤師などが講師となり、健康づくりに役立つ講座を開催しています。

足は第2 の心臓と言われています。「足の血管の健康」には案外、
無関心、無頓着な人が多いですが、でも本当は怖い病気なんです。
足の血液循環の話と足の運動の方法についてお話しします。

日　　時  ① 1月31日（木）　14：00～15：00
②3月　7　日（木）　13：30～14：30

定　　員  各会場50名程度
会　　場  ①精華公民館　②養正公民館
講　　師  県立多治見病院　循環器内科統括部長　日比野剛
申　込　み  受付中　精華公民館 ☎ 25-1533　養正公民館 ☎ 25-3622

第 2 の心臓と言われている足を守りましょう

参加無料

 歩きゃ～カード達成者　●スタート編　鈴木年子さん
　　　　　　　　　　　　●上級編　松森東二さん・中島幸雄さん
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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。



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）　●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。

多治見の山が呼んでいる － 4・5・6
①弥勒山　正月登山で今年の誓いを正月登山で今年の誓いを
②笠原富士　冬のたじみの景色冬のたじみの景色
③高社山　多治見の西にそびえ立つ山　珍しい華立断層が見えます多治見の西にそびえ立つ山　珍しい華立断層が見えます

魅惑の黄金ルート散策 － 3・4・5
①たじみ再発見　南姫地区　神社・史跡巡り神社・史跡巡り
②たじみ再発見　大原地区　文化財を参拝　普賢寺御開帳文化財を参拝　普賢寺御開帳
③たじみ再発見　自然の多い三郷を巡る
　　　　　　　　　　　　　歴史的な話を聞きながらの散策歴史的な話を聞きながらの散策

かんさつ館講座 － 10・11・12
①天体　宇宙を知ろう宇宙を知ろう
②地名　多治見の地名今昔8多治見の地名今昔8
③昆虫　生態系って何だろう－昆虫観察からの自然理解－生態系って何だろう－昆虫観察からの自然理解－

日時日時●①1月6日（日）　②2月3日（日）　③3月3日（日）
　　　10：00～14：30　受付　9：30～
対象対象●一般（小4以下は保護者同伴）
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●昼食、飲み物、歩きやすい靴、帽子、防寒具
申込み申込み●電話にて

日時日時●①1月20日（日）　②2月10日（日）　③3月17日（日）
　　　10：00～14：30　受付　9：30～
対象対象●一般（小4以下は保護者同伴）
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●昼食、飲み物、歩きやすい靴、帽子、防寒具
申込み申込み●電話にて

日時日時●①1月11日（金）　②2月8日（金）　③3月8日（金）
　　　18：30～20：00　受付　18：00～
対象・定員対象・定員●一般（小4以下は保護者同伴）・20名
講師講師●①井戸英夫　②西川重信　③横井洋文
参加費参加費●無料
申込み申込み●電話にて

カモたちが北へ帰り、ツバメたちが南から来る季節カモたちが北へ帰り、ツバメたちが南から来る季節
土岐川自然観察会 － 4　河川敷の野鳥たち

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/

日時日時●3月23日（土）
9：30～11：30　受付　9：00～

対象対象●一般（小4以下は保護者同伴）
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●あれば双眼鏡
申込み申込み●電話にて

まちづくりで活躍するグループの人たちの
「ハンパない」お話を聞き、寒い季節に心が熱
くなる交流会。今年はあなたもぜひご参加を！ 災害時に困るトイレ問題に関する役立つ展示や、いつでも参加できる

楽しい○×クイズがあります。
日時日時●1月27日（日）　13：00～16：00
対象・定員対象・定員●どなたでも・50名
場所場所●5階学習室501
アドバイザーアドバイザー●原美智子（ぎふNPOセンター）
参加費参加費●無料
申込み申込み●受付中

日時日時●2月26日（火）～3月28日（木）
9：00～17：00

場所場所●6階市民活動交流支援センター

たじみのまちづくり　ハンパないって！ 防災をトイレから考える
～うんちのうんちくから始めよう～

市民活動団体交流会 まなびパーク「知っててよかった！防災」連携事業

地域の皆さまに支えられセラミックパークMINO自主企画事業「セラパーク楽々市」は
15周年を迎えることができました。皆さまお誘いあわせの上、ぜひご来場ください。

セラパーク楽々市
15周年記念特別企画あきんど市 新春大感謝祭

［［会場・問合せ会場・問合せ］］　セラミックパークMINO　多治見市東町4-2-5　☎28-3200

大道芸人のパフォーマンス
くす田博士サイエンスコメディくす田博士サイエンスコメディ
アクロバットショーアクロバットショー
①13：00～　②15：10～

ノルディックウォーキング体験会
10：00～11：00（先着10名・要事前申込・500円）
健康チェック　10：00～
らくらく筋力アップ体操　13：50～

1月26日（土）
アメリカ人アーティスト サミエル
耳かきピアノコンサート耳かきピアノコンサート
①　9　：30～　②11：30～
③13：00～　④15：50～

●甘酒のふるまい
（無料）
11：00～
先着100名

●ワークショップ
（有料）
●子ども向け謎解き
ゲーム（有料）

モリゾー・キッコロ グリーティング　10：00～ 随時開催
TGKステージ　10：30～
バードウォッチングと写真鑑賞　10：00～11：30（要事前申込）
ミナモダンスステージ　14：00～
ビンゴ大会　14：40～（14：00より配布・先着100名）

1月27日（日） 両日開催

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。

1月26日（土）・27日（日）1月26日（土）・27日（日）
10：00 ～16：0010：00 ～16：00

入場無料

～うんちのうんちくから始めよう～～うんちのうんちくから始めよう～

まなびパーク「知っててよかった！防災」連携事業まなびパーク「知っててよかった！防災」連携事業まなびパーク「知っててよかった！防災」連携事業まなびパーク「知っててよかった！防災」連携事業

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。
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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。
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齊藤順子新春コンサート

コンサート「歓び」Vol.60
～春の日に…～

遠藤和さんを迎え、有賀韶子さんの朗
読とともにヴァイオリンコンサートを
開催します。

午後のひととき、スイーツ＆コーヒー
を味わいながら素敵な演奏をお楽しみ
ください。

日　　時  1 月 20日（日）　開場13：30　開演14：00
定　　員  150名程度
出　　演  齊藤順子（ソプラノ）、卯野杏実（ピアノ）
入　場　料  前売り800円　当日1,000円（全席自由）
チケット  販売中

日　　時  2 月 24日（日）
開場13：00　開演13：30

定　　員  150名
出　　演  遠藤和（ヴァイオリン）

有賀韶子（詩）
有賀宣美（絵）

入　場　料  無料
申　込　み  不要

日　　時  3 月 9日（土）
開場13：45　開演14：00

定　　員  100名程度
出　　演  アンサンブルジョカーレ

【吉積光二（ホルン）、藤掛幹奈子（ピアノ）、
芦田修（ヴァイオリン）】

入　場　料  600円（ケーキ・コーヒー代含む）
チケット  発売中

根本交流センター　☎27-5500

小泉公民館　☎29-1377 市之倉公民館　☎22-3776

時　間  9：00～17：00（入館は16：30まで）　 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
休館日  月曜日（祝日の場合は翌平日）　※高校生以下、身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳の交付を受けている方とその付添いの方1名は入館無料

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

日本とフィンランドの修交100周年を
記念した展覧会。日本で初めてフィン
ランドの陶芸を体系的に紹介する。

本展では、食生活が大きく向上した江戸時代に
おいて、社会の変化とともに形を変えながらや
きものを生産し続けた美濃焼の歴史と、その食
卓器を用いて庶民に親しまれた江戸の食文化を
紹介します。

茶入とは、抹茶を入れる陶器製の壺です。茶の湯
では、茶入には「濃茶」を、茶器には「薄茶」を
入れるなどの使い分けがなされています。
本展では、生産地の観点から考古学的な調査結果
を基に、大窯期に入る戦国期から江戸初期までに
つくられた茶入を年代順に紹介します。

1月 19日（土）～5月12日（日）
1月19日（土）～5月26日（日）

美濃が支えた
江戸時代の食卓 戦国桃山の茶入

美市見治多 濃焼ミュージアム

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

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）

小企画展 企画展

おはようサロン　特別企画
ほんわかコンサート

精華公民館　☎25-1533

2月 24日（日）まで
10：00～18：00

フィンランド陶芸
芸術家たちのユートピア展覧会

ビルゲル・カイピアイネン　《飾皿（テーブルのある部屋）》　1980年代
アラビア製陶所　コレクション・カッコネン

＠KUVASTO, Helsinki & JASPAR, Tokyo, 2018 C2428

ⓒ渓斎英泉　十二ヶ月の内　六月　門ト涼（国立国会図書館蔵）

フィンランドを代表するテキスタイルメーカーを
紹介する展覧会。新作ほか、マリメッコ監修の茶
室も展示。

2月 24日（日）まで
10：00～18：00

マリメッコ・スピリッツ
フィンランド・ミーツ・ジャパン展覧会

マイヤ・ロウエカリ
《桜の花の雨》

2017年
マリメッコ・スピリッツ展のためのデザイン

ⓒ織部茶入（美濃焼ミュージアム蔵）

南修治コンサート
歌うカウンセラー南修治によるコン
サートです。「何があっても生きる意味
はある」歌が答えをくれました。
日　　時  2 月 16日（土）

開場13：00　開演13：30
定　　員  100名程度
出　　演  南修治
入　場　料  無料　整理券配布中
※市之倉校区青少年まちづく
り市民会議共催事業

新年のはじまりにふさわしい名曲の世界を
お楽しみください。

公民館コンサート

『ギターカンタービレ』がマンドリン、マンドラ、ギターで
“ちょっと ”懐かしい音楽をお届けします。お楽しみに！

日　　時  2 月 11日（月祝）　10：00～11：00
出　　演  ギターカンタービレ
入　場　料  無料　整理券配布中

心にビタミン
カフェコンサート
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