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Bun　Bunねっと　No.872

夏 を楽しもう！を楽しもう！思いっ思いっ
きり

遊びながら「思考力」「コミ
ュニケーション力」が高ま

ると、ボードゲーム人

気が急上昇！ルールが簡単
なものから駆け引きを楽し

むものまで友達や親子で

テーブルを囲んでワイワイ
楽しもう！① 7月7日㊐

　　13：00～17：00
　　会場：根本交流センター

② 7月28日㊐
　　13：00～17：30
　　会場：ヤマカまなびパーク

③ 8月18日㊐
　　12：30～17：00
　　会場：笠原中央公民館

まなびパーク 夏の子ども講座　【申込み】7月3日（水）9：00～窓口にて　13：00～電話取置可

【対　象】どなたでも
　　　　 （小学 3年生以下は保護者同伴）
【定　員】各回 24名
【参加費】高校生以下 300円
　　　　 大人 1名または親子で 500円
【申込み】
①受付中
　詳細は根本交流センター ☎ 27-5500 へ
② 7月 3日（水）9:00 ～電話にて
　多治見市学習館 ☎ 23-7022
③ 7月 1日（月）9:00 ～電話にて
　笠原中央公民館 ☎ 43-5155

主催：ボードゲームまいたーん！　　共催：根本交流センター・多治見市学習館・笠原中央公民館

ボードゲームフェスタ　まい
たーん！

世界のボードゲームで遊ぼう！ なつの
キャラバン！

夏休みこども工作夏休みこども工作

自分で自分でラジオラジオをを
 つくっちゃおう！ つくっちゃおう！

親子で学ぶ親子で学ぶ

プログラミング
  教室体験会教室体験会

名城大学出前講義名城大学出前講義

 万華鏡 万華鏡をつくろう！をつくろう！

※この事業は、岐阜県電波適正利用推進員協議会の
周知・啓蒙活動として開催します。

昨年大人気の講座が再び
開催決定！
音が出る仕組みや電波を
キャッチする仕組みなど
を学びながら、ラジオを
自分の手で組み立ててみ
よう！

ゲーム制作を通じ
てプログラミング
を学びます。「プロ
グラミング的思考」
とは何か？を親子
で楽しく体験して
みませんか？

しくみを学びながら、ビー玉万華鏡を作ろ
う！できあがった万華鏡の像はとてもきれ
いです。でも、どうし
てこんなきれいな像を
結ぶのかな？
クイズに答えながら、謎
をときあかそう！

【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員協議会
【参加費】無料
【会　場】ヤマカまなびパーク6階美術室

【対象・定員】小学 5年～中学 3年生親子
　　　　　　 （4年生以下は応相談）・
　　　　　　 15組（子どもだけでの受講も可）
【参加費】1,000 円
【会　場】ヤマカまなびパーク6階視聴覚室
【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

【対象・定員】小学 3年生以上・20名
【講　師】谷口正明
　　　　　（名城大学教職センター 准教授）
【参加費】300円（材料費として）
【会　場】ヤマカまなびパーク6階美術室
【持ち物】筆記用具・メモ帳

7月21日㊐　13:30～16：00 7月28日㊐　10：00～11：307月20日㊏　10：00～11：30
ググ



●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。

小泉公民館 ☎ 29-1377

クレイ粘土で貝殻を作り、木のBOXにはりつけていきます。
あなただけの夏休みの思い出を入れてね！

キラキラの「リールキーホルダー」をつくります。

今年もたすけます。苦手な宿題も先生の指導でポイントがわかり、
バッチリ書けます！

お子さんの成長の記念に、今話題の手形足形アートを作りましょう。

楽しく和太鼓をたたこう！ホールに響き渡る太鼓の音がサイコー！
だね。

ダンボールを使って、メリーゴーランド
を作ります。

バスで行きます！小里川ダム見学、湯舟沢川で生き物観察！（雨天：
中津川市子ども科学館）小学生のための夏休み環境ツアー！

楽しく、ヒップホップダンスを踊りましょう！

【期　日】7月30日（火）　【時　間】10：00～12：00
【対象・定員】小学生・16名
【講　師】荒川直美
【参加費】500円
【持ち物】木工ボンド、お手ふき、

作品につけるビーズ等
（必要な方）

【申込み】受付中

【期　日】7月29日（月）
【時　間】10：00～12：00
【対象・定員】小学生・20名
【講　師】太田めぐみ
【参加費】1,000円
【持ち物】飲み物
【申込み】受付中

【期　日】7月23日（火）・24日（水）
【時　間】9：30～11：00（全2回）
【対象・定員】小学5年～6年生・

12名
【講　師】田口敬子
【参加費】500円
【持ち物】本（必ず読んでくる）、

筆記用具、飲み物
【申込み】受付中

【期　日】7月11日（木）
【時　間】10：00～11：30
【対象・定員】 2歳児までの親子・

10組
【講　師】有本祐美
【参加費】300円
【持ち物】のり、はさみ
【申込み】受付中

【期　日】7月25日、8月22日・29日（木曜・全3回）
【時　間】17：45～18：45
【対象・定員】3歳～小学生・20名
【講　師】吉村純一（火明太鼓）
【参加費】500円
【持ち物】タオル、飲み物、

シューズ（素足でも可）、
バチ（お持ちの方）

【申込み】受付中

【期　日】7月23日（火）
【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】のり、はさみ
【申込み】受付中

【期　日】8月8日（木）　【時　間】8：40～16：10
【対象・定員】小学生・20名　【参加費】300円
【持ち物】お弁当、飲み物、帽子、敷物、川に入る靴（運動靴）、

着替え（下着含む）、タオル、お菓子（200円以内）、
筆記用具

【申込み】6月30日（日）　9：00～窓口にて
申込みは本人もしくは保護者に限ります

【協　力】国土交通省 中部地方整備局 庄内川河川事務所

【期　日】8月2日・9日・23日（金）、
9月8日（日）

【時　間】10：00～11：30
【対象・定員】小学生・20名程度
【講　師】大野綾太　【参加費】1,200円
【持ち物】飲み物
【申込み】受付中

作る喜びと入れる楽しみ！ 夏休み思い出BOX

リトルカレッジ アクセサリーをつくろう

バスで行く！ 多治見のまちを守る小里川ダム

リトルカレッジ ヒップホップダンスを踊ろう

宿題おたすけ隊 読書感想文 カッコイイよ！たたいてみよう和太鼓

リトルカレッジ ダンボール工作
メリーゴーランドをつくろう

市之倉公民館 ☎ 22-3776

キラキラキッズサロン 手形足形アート

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夏夏のの子ども 講座
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「うながっぱのおこづかい帳」で
お金の大切さを学びましょう。

身近な河川にはどんな魚が棲んでいるか知っていますか。在来種と外来種、
絶滅危惧種についてのお話もおもしろいですよ。

「たじみの魚を知ろう」の講演会とともに、多治見市
内の魚たちの写真パネルを展示します。
夏休み自由研究を応援します。

災害時に停電・断水したら、困ることはトイ
レです！トイレ対策を親子で学びましょう。

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）

【期　日】7月31日（水）
【時　間】10：00～11：00
【対　象】小学生・30人程度
【講　師】多治見市役所 くらし人権課

消費生活相談員
【参加費】無料
【持ち物】筆記用具
【申込み】受付中

【期　日】8月10日（土）　【時　間】13：30～
【対象・定員】どなたでも・60名　【参加費】無料
【講　師】山本真行（土岐川観察館 館長）
【申込み】7月1日（月）10：00～窓口・電話にて

【期　日】8月7日（水）～30日（金）
【時　間】9：00～21：30
【協　力】土岐川観察館

【期　日】8月4日（日）
【時　間】10：00～11：00
【対象・定員】小学生親子・20組程度
【講　師】山口由美子（かにNPOセンター事務局長）
【参加費】300円（資料・おみやげ付き）
【申込み】受付中

【期　日】8月13日（火）・14日（水）・
15日（木）・16日（金）

【時　間】①10：00～12：00
②12：00～14：00
③14：00～16：00

【対象・定員】小中学生の親子・各4台
（1台4人位まで）

【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

夏休み子ども教室
お金の大切さを学ぼう

土岐川観察館講演会　 たじみの魚を知ろう 土岐川観察館展

夏休み親子防災講座
トイレはどうする？ 親子で卓球をしよう！！

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科で同時
開催します。　共催：多治見工業高校

様々な色の折り紙を使って自分だけ
のペン立てを作ります。夏休みの作
品やプレゼントにもぴったりです！

日本の伝統文化である茶道に親しみ、
お茶のいただき方と点て方を体験し、
おもてなしの心を養います。

【期　日】7月25日（木）【時　間】9：30～12：00
【対象・定員】小学生・各科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（水）
【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6枚以上）
【申込み】受付中

【期　日】8月4日・18日（日曜・全2回）
【時　間】9：00～11：30
【対象・定員】小学生・15名
【講　師】工藤宗佳（表千家）
【参加費】1,000円
【持ち物】靴下（着用）、お持ちの方は

ふくさ、腰ひも（又はベルト）
【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

養正 子どもの大学
折り紙教室 ペン立てを作ろう

養正 子どもの大学
子ども茶道体験教室

精華公民館 ☎ 25-1533

脇之島公民館 ☎ 25-5611

入場無料
申込不要

ト、
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【期　日】7月28日（日）
【時　間】10：00～12：00
【対象・定員】3歳～小学生・20名

※未就学児は保護者同伴
【講　師】ラ・ブリヤンス
【参加費】1,200円
【持ち物】タオル、飲み物、

持ち帰り袋
【申込み】7月2日（火）9：00～

カラーサンドとデコパーツをつめてオリジナルオブジェが作れます！
キャンドルかPOPスタンドが選べます。

夏休みの作品にピッタリ！！ サンドアート

【期　日】8月8日（木）
【時　間】13：00～15：00
【対象・定員】3歳～小学生・20名

※未就学児は保護者同伴
【講　師】村田祐一郎
【参加費】650円
【持ち物】飲み物、はさみ、木工ボンド、

カラーペン
【申込み】7月2日（火）9：00～

ダンボールを使ってスマートボールゲームを作ります。
でき上がったらビー玉で遊んでみよう！

【期　日】7月19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】栄養のおはなし：保健センター

簡単エアロビ：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】8月4日（日）
【時　間】19：00～21：00
【定　員】60名

（小学生は保護者同伴、中学生以上は要送迎）
【講　師】地球村星倶楽部
【参加費】無料　　【申込み】受付中

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。

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

星空観望会 プラネタリウムがやってきた！

12万個の星空を体感でき
るプラネタリウムは最高！
屋外では土星・木星も観
察できます。
（雨天時はプラネタリウム
のみ行います）

●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。
●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。

ー

夏祭りにむけて盆踊りの練習をしま
しょう。

夏の運動会を楽しみましょう！ 夏休み子ども座禅会。姿勢を正し、精神を統
一して集中力を高め、心を鍛えましょう。

【期　日】7月25日（木）、8月1日（木）
【時　間】15：30～16：30
【参加費】無料
【持ち物】飲み物、タオル
【申込み】不要

【期　日】8月8日（木）　
【時　間】10：00～11：30
【対象・定員】小学生・40名程度
【参加費】無料
【持ち物】飲み物、上靴　【申込み】受付中
【協　力】ねもとプレジャースター

ねもとママーズクラブ

【期　日】8月20日（火）
【時　間】9：00～10：00（受付8：30より）
【対　象】小学生
【会　場】元昌寺（集合・解散）　【参加費】無料
【持ち物】飲み物　【申込み】受付中
【共　催】根本校区青少年まちづくり市民会議

キッズチャレンジ
ワクドキ☆タイム
～ みんなで盆踊り ～

ダンボール工作でスマートボールゲームを作って遊ぼう！

キッズチャレンジ　
ワクドキカーニバル2019 子ども座禅会

勤労者センター ☎ 29-2283

南姫公民館 ☎ 29-4880

根本交流センター ☎ 27-5500

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

Bun　Bunねっと　No.876

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）

Lコード　43989

Lコード　43988

Lコード　42768

会場：小ホール
開場 18:30 ／開演 19:0011月8日㊎会場：大ホール

開場 15:30 ／開演 16:0011月17日㊐

会場：大ホール
開場 18:00 ／開演 18:30

11月22日㊎
会場：大ホール
開場 16:30 ／開演 17:00

10月27日㊐

アコースティックギター1本
で表現する “ ソロ・ギター ”
の世界。国内外から高い評価
を受ける話題の若手実力派ギ
タリスト２人が夢の共演！ 
井草さんは平成26年よりア
ウトリーチ「おんがくのたね
♪」で市内小学校を訪問。

今や邦楽界をリード
するまでとなった、
三味線界の大本命・
吉田兄弟。20 年の
時を経て今なお進化
し続ける吉田兄弟が
お送りする、珠玉の
ステージ。

三谷幸喜×戸田恵子、伝説
のタッグ再び！
映画「オズの魔法使」で全
世界のスターとなったジュ
ディ・ガーランド。彼女に
寄り添った付き人のジュ
ディ・シルバーマンを戸田
恵子が熱演します。構成・
演出を三谷幸喜が手掛けた
舞台が多治見で蘇ります。

伊勢正三・太田裕美・大野
真澄の３人によるユニット
「なごみーず」。ほのぼのと
したコンサートは全国各地
で大好評！「22才の別れ」
「木綿のハンカチーフ」「学
生街の喫茶店」等、時を経
て今もなお心に残る名曲の
数々をお届けします。

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

【全席指定】　一般  6,000円
　　　　　　（Club会員　5,000円）
　　　　　　高校生以下  500円

【全席指定】　一般  5,000円（Club会員　4,500円）
　　　　　　高校生以下  2,000円

【全席指定】　一般  6,000円
　　　　　　（Club会員　5,500円）
　　　　　　高校生以下  500円

「おんがくのたね♪」感謝企画
小学生先着30名ご招待！
（要整理券／保護者同伴※）
7月6日（土）10：00～受付開始
※保護者の方はチケットが必要です

井草聖二＆松井祐貴
ギターライブ

吉田兄弟
20周年記念　三味線だけの世界

三谷幸喜×戸田恵子
虹のかけら～もうひとりのジュディ

なごみーず
アコースティックナイトin多治見

［発売日］　 8 月24日 (土)

［発売日］　 7 月 6 日 (土)

Pコード　144-773　　　　Lコード　43670

［Club会員先行発売］　 7 月 7 日 (日)～10日（水）
［一般発売］                 7 月14日 (日)

［Club会員先行発売］　 7 月21日 (日)～24日（水）
［一般発売］                 7 月28日 (日)

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
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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

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 2020 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
■オンラインチケットサービス
　・バロー文化ホール チケットONLINE（初日は 7:00 ～）
　・イープラス（10:00 ～）
■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（初日は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 ～）
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Pコード　144-771　　　　Lコード　43412 Pコード　146-187　　　　Lコード　43811

会場：大ホール
開場 16:00 ／開演 17:007月6日㊏

会場：大ホール
開場 18:30 ／開演 19:008月21日㊌

会場：大ホール
開場 17:00 ／開演 17:30

7月28日㊐

昨年開催されたアコースティッ
クライブが好評につき 2019
年再び開催！名曲の数々が、こ
の夏、多治見でよみがえります。
トークも魅せる、おいしいライ
ブに乞う御期待！

エンターテインメント性溢れる
ライブで、ジャズを誰もが楽し
める音楽へと進化させ続けるピ
アノトリオ。多治見公演は全国
ロングツアーの初日。盛り上が
ること間違いなし！

和太鼓の波にマリンバの響
きが乗り、マリンバのメロ
ディーに和太鼓がアクセン
トをつける。
多治見公演のために書き下
ろした新プログラム。ここ
でしか観られません！

【全席指定】　一般  5,000円（Club会員　4,500円）
　　　　　　高校生以下  2,000円　※当日500円増

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

【全席指定】　6,500円
　　　　　　※当日500円増

3歳以下入場不可　4歳以上チケット必要

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、旭ケ丘公民館、精華公民館

未就学児入場不可

工藤静香
Acoustic Live Tour 2019 POP IN 私とピアノ ～Deep Breath～

H ZETTRIO
TOUR 2019 ─気分上々─

和太鼓×マリンバG
ガ ナ

ONNA
～Blood～

たじみワンコイン寄席
其の拾四・拾五

会場：大ホール舞台上
開場 13:00 ／開演 13:30

7月10日㊌
9月11日㊌

気軽に落語を楽しみたい方のための、
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（7月）・柳家緑君（9月）
【全席自由】　各500円（250枚限定）

託

児あ
り要申

込

好評
発売中

好評
発売中

好評
発売中

好評
発売中

好評
発売中

スイーツタイムミュージックvol.14
梅田智也 ピアノリサイタル

会場：大ホール舞台上
開場 13:00 ／開演 13:3010月26日㊏

御嵩町出身。2018年の浜
松国際ピアノコンクール
で日本人作品最優秀演奏
賞を受賞。今、もっとも
聴くべきピアニストの一
人です。
【プログラム（予定）】
ドビュッシー：前奏曲 第 1集より
リスト：詩的で宗教的な調べより第７曲「葬送 1849年 10月」
シューベルト：ピアノ・ソナタ 第 19番 ハ短調 D.958 他
【全席自由】
1,000円（お茶・お菓子付き）
※当日200円増（150枚限定） Lコード　42211Lコード　42137 託

児あ
り要申

込

【全席自由】　500円（共通券）

第4回 昭和のスター ワンコインシネマ館

古田友哉と巡る！ た・じ・ミュージック♪

会場：小ホール10月14日㊊㊗
昭和のスターの映画を上映します。ワンコインで
2作品鑑賞できる、お得な映画会です。

多治見市出身のピアニスト古田
友哉がプロデュース！毎回若手
音楽家と二人でひとつのテーマ
を持って多彩なプログラムが楽
しめるコンサートシリーズです。

好評
発売中

好評
発売中

愛と死をみつめて　10:00 ～
吉永小百合  主演（昭和 39年公開）

東京流れ者　14:30 ～
渡哲也  主演（昭和 41年公開）

Ⓒ日活

会場：大ホールロビー
時間：13:00 ～ 14:20

会場：大ホールロビー
【全席自由】1,000円

開演
19:00

開演
14:00

《出演》羽山園美
　　　　（ナビゲーター）
           藤掛幹奈子
　　　　（ピアノ）

10月14日㊊㊗
昭和の歌声喫茶

【料金】200円（お茶付き）
申込不要

vol.1
二重奏の夜明け

vol.2
偉大なる大地、灰色のロマンス

7月17日㊌

9月23日㊊㊗

《出演》
古田友哉、篠山春菜（ヴァイオリン）

《出演》
古田友哉、大澤愛衣子（ヴァイオリン）

Ⓒ浜松国際ピアノコンクール事務局

託

児あ
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込

託
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込
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バロー文化ホール 検　索

Bun　Bunねっと　No.878

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）

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

共催：インプレサリオ東京

3歳以上有料　2歳以下大人1名につき1名の膝上鑑賞可（ただし席が必要な場合は有料）

3歳以上有料　2歳以下大人1名につき1名の膝上鑑賞可
（ただし席が必要な場合は有料）

共催：サンライズプロモーション東京

陶芸工房のろくろから生まれた粘土のキャラ
クターと 4つの手が生み出す物語

粘土や土を使ったワークショップが楽しめます。
・アニマルデコ　・光る泥団子
・オーブン陶土　・左官体験
・粘土でブローチづくり

8 月 3 日（土）元気キッズの想像力、表現力を刺激する
一日。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。

粘土
キャラクター劇「ア・マノ」

粘土・ネンド・ねんど

今年の夏はバロー文化ホールへ GO!今年の夏はバロー文化ホールへ GO!

会場：大ホール舞台上
開場 13:15 ／開演 13:30

恐竜どうぶつ園2019
～Erth's Dinosaur Zoo～

0才からの本格クラシック 特別編
GONNAと音であそぼう！

サンクトペテルブルグ 国立舞台サーカス

舞台で遊ぼうジュニア ドラム講座

会場：大ホール舞台上
開場10:00／開演10:30

会場：大ホール
① 12:30 開演　② 15:00 開演7月25日㊍8月22日㊍

8月9日㊎ 8月7日㊌

全館
10:00 ～ 15:00

8月3日㊏

和太鼓とマリンバの響きを体全体で
感じ、親子で盛り上がろう！
本公演では大ホール舞台上にじゅう
たんを敷いて客席を作ります。
（椅子席はありません）

スタンプ3個で「引換券」をプレゼント
「引換券」1枚で、小人料金の入場券1枚と
交換！（主催事業に限る）
【引換期間】9月1日～2020年3月31日

今年の夏休みは、古き良きクラシック・サーカス♪
きらびやかな衣装に身を包んだ、サーカスおなじみのキャラクタ―が勢ぞろい！
※動物の出演はございません

かわいい赤ちゃん恐竜
から走り回る大きな肉
食恐竜、巨大昆虫まで
登場！家族全員で見
て、触れて、学べる大
人気恐竜ショー！

普段は見ることのでき
ない、華やかな舞台の
裏のうら。ワクワクド
キドキの舞台裏の世界
へ冒険に出かけよう！

ジュニア向けの音楽講
座がスタート！なかな
か触れる機会のないド
ラムでの演奏に挑戦し
てみよう。

【体験メニュー】
・キミの声が大変身！
・なりきり照明オペレーター　ほか
【定　員】各回とも親子 10組（1組 4名まで）
　　　　小学4年生以上は子どものみの参加も可
【持ち物】懐中電灯（ペアで1つ）、動きやすい服装・
　　　　スニーカーで

【対　象】小学 4年～中学生
　　　　  保護者の同伴はご遠慮ください
【定　員】5名
【講　師】山﨑洋一
【受講料】1,500 円

【全席自由】　小学生以上  500円
　　　　　　0歳～未就学児  200円
　　　　　　（200枚限定）

【全席指定】　一般  2,800円（Club会員　2,600円）
　　　　　　小学生以下  2,600円

 購入特典
リハーサル見学＆バックステージツアー
10：00～11：00（参加無料／要申込）

【全席指定】　3,000円
　　　　　　（Club会員　2,700円）

会場：大ホール
① 13:00 開演
② 15:30 開演

① 10:00 ～ 11:30
② 13:00 ～ 14:30
③ 15:00 ～ 16:30

集合場所：大ホールロビー
（木曜・全 3回）
19:00 ～ 21:00　場所：練習室 2

【全席自由】
一般  2,000円
（Club会員　1,800円）
3歳～中学生　500円
2歳以下入場不可

（推奨年齢6歳以上）

Pコード　641-992　　　　Lコード　41453

Pコード　641-824　　　　Lコード　45068Lコード　42221

LINEチケット
参加無料
【申込み】7/7（日）11:00～窓口・電話にて【申込み】7/7（日）10:00～窓口・電話にて

入場無料

好評
発売中

好評
発売中

好評
発売中

好評
発売中

8月8日・22日・29日

購入特典

左マークのイベント
に参加して入場券
をゲットしよう！

クイズ大会、ブラス
バンド演奏など楽しい
プログラムが目白押
し！

うきうき
 エリア

工作で魚つり、手形
アート、紙ヒコーキな
どなどもりだくさん

わくわく
 エリア

無料～400円以内

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
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老いも若きもこぞってハレルヤ！

クリスマスコンサート
参加者募集

12/15（日）開催のクリスマスコンサートで
オーケストラが奏でる演奏に合わせて歌って
みませんか？子どもから大人まで大歓迎です。
リハーサル 12/14（土）　本番 12/15（日）
メサイアクワイア
【練　習】11/3・10・17・24、
　　　　  12/1・8（日曜・全 6回）
【時　間】17:00～ 20:00
【会　場】バロー文化ホール内
【対　象】小学 3年生以上（男女問わず）
　　　　　※大人も歓迎します
【参加費】2,500円
【講　師】多治見少年少女合唱団　柘植洋子ほか
詳細はバロー文化ホールまでお問合せください

主催：TAJIMI CHOIR JAPAN　共催：多治見市文化会館

「ロビーde
マイコンサート」

10 月～ 12月出演者募集
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？
※出演条件など詳細は募集要項
　（ホームページ掲載）をご覧ください

ふらっとコンサート 　会場：大ホールロビー
開場18:30／開演19:00 入場無料

フルートとチェロ、異色
の組み合わせで紡ぎだす
メロディーは癒しのエッ
センスがたっぷり。
【出演】
東明日菜（フルート）
近藤悠叶（チェロ）

東海地区で活躍する
「東海木管六重奏団」
が爽やかに奏でます。
【出演】
鈴木信輝（フルート）
ほか

vol.29 音の風
～ウインドストリームコンサート～

vol.28 フルートとチェロの夕涼み

7月26日㊎ 9月20日㊎

8月25日㊐

9月22日㊐ 10月9日㊌

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。

音楽ライブ×クラフト市
ファミリーでゆるりと楽しめる１日。

日本の伝統芸能に挑戦してみませんか。2020年2月23日
（日）に舞台で発表します。なお、9月16日（月・祝）13：00～
15：00、狂言を除く全コース共通の発声講座があります。
【対象】高校生以上（原則発表会に参加できる方）
【定員】各15名　　【受講料】6,000円

【申込み】7/7（日）13:00 ～窓口・電話・FAXにて

市内外のハンドメイド作家が「お
月見」をテーマに大集合！洋・和菓
子の販売やキッチンカーも来場。
楽しいワークショップもあります。

助成：（一財）地域創造

全館
11:30 ～ 17:309月14日㊏1

じゅうきゅうおといち

9音市
ミュージック
ジャングル

お月見マルシェ

◉狂言コース
【日　時】
10/6（日）、11/17（日）、12/4（水）・18(水）、
1/8（水）・15（水）・25（土）、2/5（水）・19（水）
　日曜 18:00～ 20:30
　水曜 18:30～ 21:00
　土曜 14:00～ 17:00
【講　師】茂山逸平
【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）
※発表会当日に装束料が必要です（10,000円程度）

◉講談コース
【日　時】
9/16（月・祝）　16:00～18:00
10/18（金）　19:00～21:00
11/16（土）、12/1（日）・15（日）
1/11（土）・19（日）、2/2（日）・22（土）
14:00 ～ 16:00
【講　師】宝井一凛　
【教材代】1,000円（張り扇をお持ちでない方）
【持ち物】張り扇、扇子、手ぬぐい

◉落語コース
【日　時】
9/11（水）、10/16（水）、11/13（水）、
12/11（水）・25（水）、1/15（水）・29（水）、
2/12（水）　19:00 ～ 21:00
2/22（土）　14:00 ～ 16:00
【講　師】柳家勧之助
【持ち物】扇子、手ぬぐい

◉演劇コース
落語と講談が一体となった舞台を作ります。
【日　時】
9/16（月・祝）　19:00～21:00
10/19（土）、11/17（日）、12/22（日）
14:00 ～ 16:00
1/11（土）・25（土）
2/6（木）・20（木）・22（土）　19:00～21:00
【講　師】みつ輪りん

和芸フリースクール「たじみde和芸」

入場無料

未就学児
入場可

【申込み】9/1（日）10:00～窓口、11:00～電話にて（①は受付中）
　　　　申込時に希望時間をご選択ください。
【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（合唱はグループ練習可能）
【注意事項】
・①は合唱の練習に、②③はピアノの練習（連弾・アンサンブル可）にご利用ください
・会場内は身内の方や友人など関係者による入場可
・当日、設定以上の照明・電気、音響は使用できません

【料金】1枠1,000円（連続2枠まで申込可）
【利用できるもの】ピアノ、指揮者台、譜面台

【定員】12名
【料金】1枠1,000円
【使用ピアノ】
スタインウェイD274

【料金】無料
【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）

【定員】
大・小ホール
各12名

会場：大ホール　10:00 ～ 18:00

会場：大ホール
9:00 ～ 21:00

会場：大・小ホール
9:00 ～ 21:00

反響板、ピアノ、ひな壇を設置してあります。

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。
反響板や照明も完備し、特別な空間をひとり占め！

お客様感謝DAY
①合唱の日

②ピアノの日 ③ピアノ無料開放
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お弁当
１人前 1,200円から（税込）

４人前から注文可能
ご希望日の1週間前までに
電話でお申し込みください
※雨天を理由としたキャンセルはできません

本館のテラス席に、新たにサン
シェードを取り付けました。
涼しい日陰の下で、読書や
コーヒータイムをお楽しみください。

７メートルの竹樋で、団体で流しそうめんをお楽しみいただけます

家族で楽しめるテーブル付きのバーベキ
ューコンロを、キャンプ場に期間限定で
特設します。

日帰りバーベキュー

期 間 限 定 ！

販売スター
ト

期　　間　８月13日（火）～18日（日）
利用時間　10：00～15：00

【場　　所】　地球村キャンプ場　※本館から離れています
【席　　数】　テラスエリア４卓、テントエリア４卓

（各６人掛け、８人まで）
【持　ち　物】　材料、食器、炭などはご持参ください

※一部窓口販売あり
【利用料金】　１卓毎１日の利用につき1,500円
【申　込　み】　7月6日（土）9：00～電話または窓口にて

家族で楽しむ

参加無料・申込不要

販売スター
ト

販売スター
ト

販売スター
ト

販売スター
トバーベキュ

ーセット

多治見市街より２～３度涼しい地球村では、夏を涼し
く過ごせるサービスやアクティビティを揃えて、皆様
のご利用をお待ちしています！

地球村で

お弁当の発注できます

アイス販売中熱中症
対策に

シェード付きのテラスで
リゾート気分

進化し続ける本館宿泊室
お部屋や本館通路の壁紙を、
より華やかでリゾート感の
あるものに刷新。
さらに各お部屋にミニ冷蔵庫
を設置しました。
くつろぎのスペースで気軽に
飲み物をお楽しみ
いただけます。

【対　　象】どなたでも（夏休み中は宿泊のお客様のみ）
【利用料金】１レーン１時間1,500円（最大２レーン）
【申　込　み】受付中　電話または窓口にて

期　　間　９月30日（月）まで
利用時間　10：00～15：00

【対象】宿泊のお客様

お部屋の中でもお手軽に
涼しさを感じられるアイテムを
貸出中です。

流しそうめんマシーン

カレーライス、パスタなどの軽食も販売しています。

暑いときは火を使った調理はしたくないもの。
合宿などで人数分の食事を用意するのは大変。
そんな時はお弁当の配達サービスをご利用ください！

ふわふわかき氷機
↓ふわふわ
　かき氷機
　【利用料】
 １回１００円

↑流しそうめん
　マシーン
　【利用料】
 １回3００円

貸出中

１人前　1,900円
セット内容
牛肉、ソーセージ、
カット野菜、焼きそば、
焼き肉のたれ、等
（割りばし、紙皿付き）

要予約
※
画
像
は
イ
メ
ー
ジ
で
す

屋根付きなので、雨天でも
お楽しみいただけます。
テラス、テント、２種類の
テーブルから選べます。

※要予約

お客様利用満足度向上事業

暑さに
負けるな！

オードブルなども用意できます。
詳しくは電話またはホームページで。

ミストで涼し
い

　　ウォー
ターパーク

⬅
テ
ラ
ス
エ
リ
ア

夏季限定地球村で流しそうめん

『わくわくハッピーランド』
　計画実行中！

夏を涼しく!!

本館ホールに大人も横になってくつろげる
畳を設置しました！
※共有スペースですので譲りあってご利用ください

本館ホールに
畳スペースが登場！

夏季限定

テーブルから選べます。

※画像はイメージです

※画像はイメージです

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　夏休み期間中（7/23～8/20）
　　　　　は火曜も臨時開館します。

※施設点検のため火曜から
　水曜にかけての宿泊は
　できません。

Bun　Bunねっと　No.8710



地
球
村
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８月７日（水）　10：00～12：00
【対　象】 小学生　（２年生以下は保護者同伴)
【定　員】12名
【参加費】300円
【持ち物】汚れてもよい服装
【申込み】7月13日(土)9：00～電話または窓口にて

自然の木の実や枝などを接着し
て自分だけのオリジナル作品を
作ろう！

（２年生以下は保護者同伴)

7月13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　(材料費込)
【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６日（土）9：00～
 電話または窓口にて

７月21日（日）10：00～15：00

10月５日(土）　※雨天決行
①10　：　　00～　②10　：　　30～
③11　：　　00～　④15　：　30～

ほれとれ祭り秋の食べ物

【講　師】　多治見峰遊会
【持ち物】　運動できる服装

フリークライミング
７月６日（土）、７日（日）、20日（土）
８月３日（土）、４日（日）、17日（土）
９月７日（土）、８日（日）、21日（土）
各日10：00～12：00、13：00～15：00

サタデースターナイト
５
メ
ー
ト
ル
の
人
工
壁

登
り
切
る
こ
と
が

で
き
る
か
な
？

７月13日、20日
９月14日、21日（各土曜）
19：30～　雨天、曇天中止
※中止の際は当日17：00までにホームページ上で
　告知します。

吉
例秋の星見世

９月７日（土）　※雨天・雲天時も実施
18：45開場、19：00開始

７月下旬から土星が観えるようになります。
天文台の望遠鏡で、土星の輪を観察してみよう！

【会場・受付】　地球村天文台
【講　師】　地球村星倶楽部

【定　員】　50名
【講　師】　地球村星倶楽部

空気のきれいな秋、
木星、土星、秋の星たちを
観望してみよう。
星倶楽部の先生による解説付きの
プラネタリウムも体験できるよ。

夏の工作お助け隊

夏休み

岐阜県博物館アウトリーチ事業

【対象・定員】小学生・20名
【講　師】渡邉寛樹

（岐阜県博物館職員）
【参加費】500円
【申込み】7月7日（日）９：00～電話または窓口にて

岐阜県博物館の先生が地球村にやって
きます！化石レプリカ作りと化石取り
出し体験にチャレンジしてみよう。
７月30日（火）　13：00～15：00

昆虫採集　●
標本つくり教室

＆

午前中は虫採り、
午後からはトンボの

標本つくりに挑戦しよう！

地元の方々が育てた秋の味覚、サツマイモと
里芋の収穫を体験しよう。 協力：㈲池田南営農

新しい工作メニュー 本館ホールのプチハウスに
可愛いキッチンが登場

続々
登場

地球村の果樹園に
　新たに植樹しました

【会　場】三の倉体験農園
【定　員】各回10組
【参加費】各１口600円（サツマイモ：１口５株、里芋：１口２株）
 ※一組につきサツマイモ５口、里芋２口まで
【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）
【申込み】 ９月14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

参加無料
申込不要参加無料

申込不要

参加無料
申込不要

恐竜サイエンス いろいろな標本が地球村にやってくる

7月20日（土）～9月8日（日）
10：00～16：00

昆虫展　in　地球村

観覧無料
協力：多治見昆虫会

標
本
で
昆
虫
を

　
じ
っ
く
り
観
察
し
て
み
よ
う

工作のメニューに、じっくり取り
組む大人向けのラインナップを追
加しました。
金属のフレームを組み合わせ、飛
行機などを作れます。

キンカンやブルーベリーなど、新たに７種類の
果樹を植えました。
果実が採れるようになるのはまだまだ先の事で
すが、今から楽しみですね！

小さなお子さんがあそべるスペース「プチハウス」に、本格的な
見た目のままごとキッチンが登場！
雨の日でも遊びの選択肢が増え、ますます使いやすくなりました。
児童館がお休みの雨の月曜日は、ぜひ地球村をご活用ください。

ほくほく
　おいしい
　　紅あず

ま！

秋の天体観測イベント

※開始まで本館ホールで待たれる際は専用の待機席をご利用ください

Bun　Bunねっと　No.87 11



Kasahara cooking club

11月24日（日）
 　　13：30　　　14：00開場 開演

【定　員】各24名　【講　師】洞谷多美江　【参加費】各1,600円
【定　員】12名
【講　師】洞谷多美江　【参加費】1,950円

【定　員】
12組 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】1,950円

②10月8日（火）
19：00～21：00

①9月10日（火）
19：00～21：00

8月31日（土） 10：00～12：30

8月24日（土） 9：30～13：00

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～
パンとお菓子と パスタ

エリコ先生のおいしいパン教室

・カボチャのカレー
・ごま風味コールスロー
・おからサラダ
・お楽しみおまけの１品

・トマトご飯
・和風おろしハンバーグ
・ちくわとキャベツのピリ辛和え
・お楽しみおまけの1品

・ちくわパン
・昔ながらのナポリタン
・わらび餅

・焼きカレーパン
・マンゴーゼリー

7月13日（土） 　　13：30　　　14：00開場 開演

男声アンサンブルグループ　E
イ ー バ タ ー ズ

-BUTTERS
～ GOLD TIME 21 ～

誰でも参加できる音楽劇 Vol.8

『我らのシェークスピアが転んだ !?』

【申込み】7月1日（月）9：00～　詳細はお問合せください

アイデア豊富な洞谷先生が、2次発酵からのパン
作りと焼いている間のお菓子作りを伝授します。
チャチャッと作れるパスタも作って、大満足！

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！

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。

【プログラム】千の風になって ほか
【出　演】加藤和郎・加藤洋司

水野達也・市川太一
加藤武志・加藤真洋
和田輝夫・加藤隆将

【指　導】江端智哉　【ピアノ】市原実小代
【チケット】発売中 全席自由 1,000円　※未就学児入場不可

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

チャチャッと

誰でも参加できる音楽劇第８弾は、シェイクスピアの作品がモチーフとなっ
たオリジナルな舞台！市民の方々が約半年をかけて創りあげます。ぜひご覧
ください！！

【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24日（土）
【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

【対象・定員】女性・12名
【講　師】maya（メイクアップアーティスト）
【参加費】600円
※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

8月4日（日） 13：00～17：00（予定）

8月3日（土） 13：00～17：00（予定）

7月31日（水） 　　 13：00　　　 13：30開場 開演

男声8人のアンサンブルグループ。
個性豊かなメンバーたちのハー
モニーを心ゆくまでお楽しみく
ださい。

好評につき第2弾！素敵なグレイヘアに
プラスして、より自分らしくイキイキとし
た印象になるメイクを習います。同窓会
やお食事会に輝く笑顔で出かけましょう。

9月11日（水）
10：00～12：00

10月27日（日）
10：00～15：00

7月24日、8月28日、9月25日
（水曜・全3回） 10：00～11：30

俳句　はじめの一歩グレイヘアを楽しむ
同窓会メイク

こだわりスタの祭典出展者募集
～そのこだわりがセカイをおもしろくする！～

俳句初心者のための講
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。

【定　員】12名
【講　師】渡辺美晴
【参加費】1,560円

かさはらいこまい祭 2019
8月3日（土） オープニング・模擬店は16：00～
テーマ『ファースト令和～新時代を迎えて～』
中学生プロデューサーがアイデアと心意気で祭りを盛り上げます！

【定　員】40名　【参加費】300円 ※観覧無料
【申込み】7月25日（木）〆切
※ランキング、賞品等はありません。

【定　員】40名　【参加費】無料 ※観覧無料
【申込み】7月25日（木）〆切
※決勝戦あり。上位者には賞品を用意。　※練習日はありません

【定　員】30名　【参加費】1,000円 ※観覧無料
【申込み】受付中。所定の用紙に記入の上7月10日（水）〆切
※舞台は簡易なセットになります。ご承知おきください。

アニメソング・特撮ヒーロー・ボ
カロ曲限定のカラオケ大会。好き
な曲を歌ってみんなで大合唱！！
採点・順位付けはありません。と
にかく歌うことを楽しみます！！

アニメソング・特撮ヒーロー・ボ
カロ曲限定のカラオケ大会。得
点によって順位を競います。夏
の暑さをその歌声で吹き飛ば
せ！！コスプレも大歓迎です！

新しい時代を迎えて、
アザレアホールの舞
台でのびのびと歌声
を響かせてみません
か？

♪いこまい後夜祭アニソンカラオケ祭 ～フリー部門～

♪完全燃唱！アニソンカラオケフェスティバル ～採点部門～

♪かさはらのど自慢大会

【対象・定員】自分の“好きな物や好きなこと”を発信し
たい方・10名程度

【会　場】笠原中央公民館ロビー　【出展料】無料
【申込み】9月1日（日）～30日（月）
※販売がメインの方は同時開催の産業フェスタをご案内する
場合があります
※応募多数の場合は抽選

KASAHARAマルシェ

あなたの“こだわり”を募
集！集めているものや好
きなものをこの機会に発
信しましょう！！屋外で
は、かさはら産業フェス
タが同時開催。

いこまい祭協賛事業 カラオケ 　 出場者募集！

大 人 の シ ュ ミ カ ツ 【申込み】7月1日（月）9：00～

●笠原町発信！のタイルボードゲーム
『モザイク』で遊ぼう
●おばけ屋敷
●いっしょにゲームしよう！ ほか

ホールイベント

●木全靖陛ライブペイント
●大道芸　オマールえび・Kei
●ミニＳＬ・盆踊り・
大抽選会・
フェスティバルマーケット・
水鉄砲バトル　ほか

屋外イベント屋内イベント

●完全熱唱！アニソンカラオケフェスティバル
真夏を熱い歌声で乗り切ろう！

コーナーにより
時間が異なります

※内容は変更になる場合があります

入場無料　13：00～

絵本×大道芸ライブ　14：00～
笠原中央公民館・図書館分館共催

15：00～21：00

いこまい祭協賛事業
入場
無料む

Bun　Bunねっと　No.8712

多治見市笠原中央公民館 検　索

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



かさはらプレミアム講座大人女子向け

子ども講座
図書館笠原分館

☎43-5157

9月4日（水） ①10：00～12：30
 ②18：30～21：00　※各回募集

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

リメイクＴシャツ フェイクの多肉植物でカワイイ！
デコ・アイスづくり

ボードゲームフェスタ with kasamate
いっしょに遊ぼう！ゲームの日

びっくり切り紙
とびだす「妖怪」つくっちゃおう！

ちょっとだけ古代人！？
自分だけの勾玉を作ろう！

穏やかな心を育む
～ 子ども座禅会 ～

子ども手芸教室「ぷっち」
“小さなともだち くつしたねこ”

スターウォッチ＆プラネタリウム2019
 in KASAHARA

大人の美容バレエエクササイズ

「ポーズ」にとらわれず、呼吸
を整えながら「体の感覚」を大
事にして、気持ちよさを重視
したヨガ。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】各20名（最少催行人数12名）
【講　師】 小木曽智彦
【参加費】各1,600円　【申込み】7月1日（月）9：00～

【定　員】15名
【講　師】横井真由
【参加費】5,400円

7月22・29日、8月5・19・26日、
9月2・9・30日、10月7日
（月曜・全9回）　19：30～21：00

7月23日、8月6・20日、9月3・17日、
10月1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

毎回大人気！「みて・さわって・
かんがえる」を大切にした、
ふしぎな科学工作ができます。
7/6・8/3・9/7
毎月第1土曜日
11：00～12：00

参加無料

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。
7/15・8/19・9/16

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
※付添の大人は
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

7月26日（金） 13：00～16：00
7月14日（日）・21日（日）、8月18日（日）・
24日（土）、9月14日（土）、11月9日（土）
基本／9：30～12：00
※この日程以外にも販売の
準備日があります

　　  10月27日（日）出店日

7月27日（土） 10：00～12：00

7/17・8/21・9/18
毎月第3水曜日
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！
7/20・8/17・9/21

毎月第3土曜日
11：00～12：00

おはなしの会

【申込み】7月1日（月）9：00～ 詳細はお問合せください

Summer Summer
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
絞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。

必要なお金の知識を学び、
計画を立て、地域の祭で販
売する『リアルお店体験』をします。

アイデアいっぱい・楽しさいっぱい
ぬって！はって！飾って！「リメイクＴシャ
ツ」。お気に入りをつくりましょう。

【対象・定員】小学3年～6年生・12名
【講　師】山口久子　【参加費】500円
※Ｔシャツのデザイン画を描いてお持ちください
【申込み】7月1日（月）9：00～

【対象・定員】小学4年～中学生・15名
【参加費】1,000円
【協　力】 とうしん地域活力研究所・㈲永大

笠原町商工会・NPOまいて
東濃信用金庫笠原支店・マルナカストアー㈲

【対　象】どなたでも
【ゲームマスター】kasamate　【参加費】無料
当日参加可ですが、申込者優先での参加となります
【申込み】7月1日（月）9：00～

【対象・定員】
小学生・15名
【参加費】300円

【講　 師】地球村星倶楽部

※プラネタリウムは1回約20分
要整理券　当日18：30から配布

※雨天時は19：00からプラネタリウムと星の
話を実施

参加無料・申込不要

【対象・定員】小学生以上・20名
【参加費】100円
【申込み】7月1日（月）9：00～

【対象・定員】小学4年生以上・6名
※手縫いができるお子さんが対象
【参加費】100円
【申込み】7月1日（月）9：00～

【対象・定員】小学生以上・20名
※1・2年生は保護者同伴
※夏休みの工作・研究として写真撮影希望の保護
者はご自分のお子さんの撮影OK

【講　師】水野豊
【参加費】500円
※1・2年生の保護者同伴の方は1組につき500円

【対象・定員】小中学生・20名
【講　師】小川多津子　【参加費】800円
【申込み】7月1日（月）9：00～

夏休みの子ども工作。かわいいフェイク
のデコ・アイスを2個作ります。

笠原中央公民館で行われるボードゲーム
フェスタと同時開催。高校生がゲームマ
スターとなった
「人狼ゲーム」や中
学生がつくった
「ボカロ曲かるた」
ほか、いっしょに
なって遊べるゲー
ムを開催！

折って起こして
組み立てると、
紙から「妖怪」
が飛び出すびっ
くり切り紙。学
年に応じて難易
度が選べます。

笠原にある狐塚古墳
にも埋葬されていた
勾玉。かわいく・かっ
こよく自分の手で
作ってみよう！夏休
みの宿題にぜひ！

一休さんもやっていた座禅！！なが～い夏休
みの最後に座禅体験で新学期へ向けて集中
力をつけま
しょう。姿
勢を正して
精神統一！

小学生の手芸教室を始めます。
子どもだけで作
れて、すぐ使え
る小物作りを中
心にした教室で
す。まずは、く
つしたを使った
カワイイ「ねこ」。
おともだちにし
てね！

公民館前広場での
星空観察とロビーで
のプラネタリウムを
開催。土星と木星を
観てみよう！この夜、
星の世界があなたを
待っています。

8月18日（日） 12：30～17：00

9月14日（土） 9：30～12：00
8月25日（日）
　　　 　　19：30～21：00
　　　 　　19：00～
観望会

プラネタリウム8月19日（月） 10：00～12：00
※9：30笠原中央公民館集合

8月9日（金） 10：30～14：00
7月28日（日）
10：00～12：00

運営：笠原中央公民館・kasamate笠原中央公民館・図書館分館共催

開催場所／白雲山清昌寺（笠原町）

子どもヨノナカ研究所 お金編

設立！こども会社 受付中

受付中 受付中

※詳細はお問合せください

日）
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●イベント内容は変更する場合がございます
●詳しくは主催者に直接お問合せください



【対　象】未就園児親子
【出　演】つつみあつき（クラリネット奏者） ほか
【入場料】500円　※0歳からチケットが必要です
【会　場】7階多目的ホール
【販　売】7月3日（水）9：00～窓口にて　13：00～電話取り置き可
【共　催】多治見市図書館

【定　員】各日30名
【料　金】200円/1日
【申込み】	利用日に5階受付へ

【会　場】1階サンルーム前

0歳からの
おはなし♬コンサート

夏休み！みんなで一緒にまなびパークに森を作ろう！
折り紙の昆虫やお花、夏にぴったりのTシャツを飾ったら、
ここだけのステキな森が出来上がるよ！たくさん折って
飾って、元気いっぱいの「まなびの森」を作ってね。

集中して勉強したい、作業をした
い、そんなニーズにお応えして有
料学習席を開始します！
コンセントもあるので、快適に
作業や勉強
をすること
ができます
よ。
※飲食は１階ロビーをご利用ください
※都合により予期なく変更する場合があります

7月23日（火）～8月31日（土）
9：00～16：00

期日は下記日程
9：00～20：00

9月27日（金）
10：30～11：30

毎回完売の大人気コンサートが多治
見に初登場！みんなの大好きな絵本
と、すてきなクラリネットを一緒に
楽しめるコンサートです。小さなお
子さんから参加していただけるの
で、初めてのコンサートにも！

申込不要
参加無料

昨年好評をいただいた、多治見工
業高校デザイン科の学生さんによ
る作品展です。力作の数々をご覧
ください。

全国の様々なファッションコンテ
ストで、グランプリをはじめ入賞
した作品を展示します。細部まで
こだわって作られた作品をぜひお
近くでご覧ください。

多治見工業高校デザイン科
生徒作品展

アンファッションカレッジ
入賞作品展

まなびの　　をつくろう!森

7月17日（水）～8月27日（火）
9：00～21：30　最終日は12:00まで

開催中～7月15日（月・祝）
9：00～21：30

welcome1

暑い夏は
涼しいまなパで！

有料学習席
� 始めます！

月 火 水 木 金 土 日

7/22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 8/1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 9/1

♪音楽と絵本「きんぎょがにげた」
　五味太郎 作　福音館書店刊　水野みか子 作曲
♪音楽と絵本「オニじゃないよおにぎりだよ」
　シゲタサヤカ 作　えほんの杜刊　小塚憲二 音楽
♪手遊び歌「こぶたぬきつねこ」「パンダうさぎコアラ」
♪グリーグ作曲　ペールギュント組曲より
　「朝」「アニトラの踊り」「山の魔王の宮殿にて」 ほか

プ
ロ
グ
ラ
ム

夏休み企画

オープンギャラリーオープンギャラリー

入場無料入場無料

※昨年の様子※ファッションショーの写真です

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）

多治見市
学習館

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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【発 売 日】7月3日（水）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　

・「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。

※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。

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16日、8月20日、9月17日
（火曜・全3回） 10：00～11：30

7月12日・19日、8月2日・9日
9月13日（金曜・全5回）
13：30～15：00

【講　師】多々良恵子
【受講料】2,100円
【会　場】5階学習室501
【持ち物】動きやすい服装・飲み物・靴・ヨガ

マット・スポーツタオル

【講　師】水野妃佐子
【受講料】2,500円
【会　場】7階多目的ホール
※対象年齢70代まで
※新規の方は別途教材費2,650円が必要です

からだメンテナンス
めざせ！マイナス10才！

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18日、8月22日、9月26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
【会　場】5階学習室501

する万葉集恋
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！

ジーンズで
コーラスを！

東海地方でも屈指の歴史がある多治見市
美術展を今年度も開催します。
多治見市では、文化芸術振興を通じて、市
民の皆様が元気に、そしてまちが元気にな
ることを目指しています。皆様のご応募お
待ちしております。

今年度より、出品申込みは事前受付のみと
なります。詳細は募集要項をご覧ください。

一般の部　作品募集
【部　　門】　日本画・洋画・工芸・彫塑・写真・書道・デザイン
【応募資格】　中学生以上
【応募点数】　1部門につき1人1点
【規格・応募方法・搬入日】　募集要項をご確認下さい。募集要項はヤマカまなび

パーク、バロー文化ホール、各市立公民館にて7月中旬より配布予定。
【申込日時】　令和元年9月1日（日）～10月27日（日）9:00-17:00（郵送申込可）
【申込窓口】　ヤマカまなびパーク1階総合受付（月曜休館）
　　　　　　バロー文化ホール事務所（火曜休館）
【出 品 料】　一般1,000円、中高生400円　【各　　賞】　市美術展賞 ほか

子どもの部（公募展）
【部　　門】　絵画デザイン、書（半紙・条幅）
【応募資格】　市内に在住または在学・在園の年少～中学3年生
【応募点数】　1部門につき1人1点
【規格・応募方法・搬入日】　事務局までお問合せ下さい
【出 品 料】　無料　【各　　賞】　優秀賞 ほか

事務局・問合せ先　多治見市学習館　TEL（0572）23-7022

【期　日】　令和元年11月8日（金）～10日（日）
【時　間】　9:00－18:00（最終日は16:30まで）
【会　場】　セラミックパークMINO

会期

「幸せな人生」は身体的だけで
なく、精神的にも健康な状態
である事。心身の若さを保持
する為のヨガを、体験してみ
ませんか？

こころメンテナンス
9月4日・18日

（水曜・全2回） 13：30～15：00

【定　員】30名　【講　師】半谷明美
【受講料】1,400円
【持ち物】動きやすい服装・ヨガマット
【会　場】7階多目的ホール

60代
倶楽部
さあ！人生後半戦です。
チャレンジすることが
新たな一歩に。

多治見市美術展
第77回

14～17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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まなびの森
【発 売 日】7月3日（水）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。

平家物語を読む
～名場面集～
平家の公達あはれ

生田・一ノ谷の合戦

寿永3年2月7日、雪の散る早暁、源氏軍の猛
攻撃にもかかわらず、平家の大手「生田の陣」
も、からめ手「一ノ谷の陣」も、びくともせぬ
構え。しかし義経による、両陣の中央突破奇
襲により、崩れ始め、平家の公達9人が美し
くも哀れな最期をとげ、重衡が捕虜となる惨
敗。安徳天皇・建礼門院らも船に逃げ転がっ
た。一人一人の公達
の最期によりそって
読み進む。

【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

7月17日、8月28日、9月4日・18日・
25日（水曜・全5回）13：30～15：00

ある時は歴史を動かし、ある時は歴史に翻弄された女性たちの生き方を振り返
り、現代に生きる私たちの生き方と照らしてみたいと思います。
7月…藤原彰子　 8月…建礼門院右京大夫　 9月…北条政子
秋期以降は、お市と淀君・出雲阿国・じゃがたらお春を
順次取り上げます。

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。
今年度は真木柱を取り上げます。
※継続講座のため、巻の途中（真木柱）からの開講となります。ご了承下さい。

【受講料】年間4,500円（夏期のみ1,500円）　【会　場】5階学習室501

【受講料】年間4,500円（夏期のみ1,500円）　【会　場】7階多目的ホール

夏期　7月19日、8月16日、9月20日
（金曜・全3回） 13:30～15:30　秋期以降は毎月第3金曜

夏期　7月4日、8月1日、9月5日（木曜・全3回） 13:30～15:30
秋期以降は毎月第1木曜（2020年1月のみ第2木曜）

1000年を生きる女

時代を生きた女たち

源氏物語

古典文学講師　勝典子の年間講座

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）

超入門ヨガのポーズ、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

共通事項 【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

※パワーヨガ（ベーシックレベル2）は定員未達分のみの募集となります。お問合せ下さい。

7月12日・19日、8月2日・9日・
23日・30日、9月13日・20日

（金曜・全8回）
18：30～19：45

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】55名　【受講料】5,000円
【講　師】アツシ（スタジオ・ヨギーインスティチュート認定インストラクター）

【定　員】30名　【受講料】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）

【定　員】30名　【受講料】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）

7月10日・17日・24日・31日、8月7日・
21日・28日、9月11日・18日・25日

（水曜・全10回）
18：30～19：45

7月12日・19日、8月2日・9日・
23日・30日、9月13日・20日

（金曜・全8回）
20：00～21：15

ステップアップ・
ヨガ

中級初級

多治見の暑い夏！外では活動しにくいですが、室内なら涼しく運動できますよ。
名古屋の人気スタジオの講座なので、初めてでも安心して参加いただけます！

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）

多治見市
学習館
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注目のニット作家ガー
ナ先生がやってくる！
好きな毛糸で、自分だ
けのアイツくんコース
ターを作ってみよう！

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。

ニットなアイツ ママヨガ
【編み物ワークショップ】  【わくわく親子講座】  

【対象・定員】どなたでも・各回10名
【講　師】ガーナ先生（ニット作家）
【参加費】500円（材料費込）　【持ち物】なし
【申込み】受付中

【対象・定員】8/7時点で2カ月～1歳の親子・16組
【講　師】森あかね
【参加費】2,500円(5回分)
【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】7月10日（水）10：00～窓口にて
　　　　   　　　　11：00～電話にて

7月21日(日) ①13:00～13:50
 ②14:00～14:50
 ③15:00～15:50

8月7日・21日、9月4日・18日、10月2日
(水曜・全5回) 14：00～15：00

ノートまとめが得意になる！新聞づくりを通し
て文章やノートのまとめ方のコツやポイントを
身につけよう！

朝日小学生新聞、朝日中高生新聞の
社員が教える

文章・ノートまとめ術

 

【対象・定員】	小学生～高校生(小学生は保護者同伴)・20組
【講　師】市野修平（朝日学生新聞社）
【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

8月3日（土） 13:00～15:00

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

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

多治見市に生まれ育つ子どもたちはもちろ
ん、これまで図書館のご利用がなかった
方々へ、図書館の魅力をお伝えするトショ
カンフェス。図書館内に様々なイベントブ
ースを設置し、スタンプラリーで繋ぎます。
夏休み最初の土曜日は家族そろって図書館
でお過ごしください！

【イベント内容】
手作り絵本巡回展、はらぺこあおむし大型
布絵本読み聞かせ＆ワークショップ、おは
なしの会スペシャル、図書館探検ツアー、
英語絵本読み聞かせ、古地図ぬりえなど。

7月20日（土）10：00～17：00

大人気の古文書講座を今年も開講します。今回は、
はじめて古文書に触れる人にもなじみやすい「古文
書初級講座」と、多治見市所蔵の歴史資料や書籍か
ら多治見の歴史を学ぶ「タジミ学」の２本立てとなっ
ています。
家にある古文書を読んでみたい方、多治見の歴史に
興味のある方、お気軽にご参加ください。

「古文書初級講座」　10：00～11：30
①8月10日（土） ②11月9日（土） ③2月8日（土）

「タジミ学」　10：00～11：30
①7月13日（土） ②1月11日（土）
【講　師】岩井美和（文化財保護センター学芸員）
　　　　渡部誠一（郷土資料室長）
【参加費】各回200円　【持ち物】筆記用具　【申込み】不要
【問合せ】多治見市図書館郷土資料室
　　　　☎0572（23）3783

古文書講座図書館の魅力をお伝えする

トショカンフェス
参加無料
申込不要

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】5,600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

7月11日・18日・25日、8月22日・29日、9月12日・19日
（木曜・全7回）13：45～15：00

元年度10月生 募集のお知らせ
放送大学では、令和元年度第2学期（10月入学）の学
生を募集しています。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。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。

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

14～17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.87 17

【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、お気軽にご参加ください。
●日時：8月3日（土）13：00～
●会場：ヤマカまなびパーク　1階学習室101



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

市民が「教え」市民が「学ぶ」

プライベートカレッジ

5050講座講座
2626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？

 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4日（木）～7月18日（木）
ヤマカまなびパーク　5階事務所 ９：００～２１：３０　※月曜休館（7/15は開館）
各市立公民館は7/5（金）～7/18（木） ９：００～１７：００

★ お申込みと受講の際のご注意 ★
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※申込みに関する注意事項はP18をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　7/4（木）～7/18（木）　9：00～21：30（月曜休館　7/15は開館）
市立公民館 7/5（金）～7/18（木）　9：00～17：00

クラフト

ダンス

教養

A1 夏のミニフォトブックを作ろう !
木曜 10：00～12：00 ヤマカまなびパーク 4階401

スクラップブッキングの要領で、ミニ
フォトブックを作ります。夏の思い出
を素敵に演出しましょう。写真はご自
宅で貼って仕上げていただきます。
大きさは15㎝四方です。

アドバイザー 横江美和

日　程 8/1（全1回）

対象・定員 小学4年生以上・6名
受講料+教材費 500円＋2,500円

持ち物 はさみ、スティックのり

A3 オリジナルのハーバリウムと
ハーバリウムボールペン作り

金曜 10：15～12：00 子ども情報センター 研修室
オリジナルのハーバリウム（植物標
本）をお部屋に飾りませんか？好き
なお花を選んで作ってみましょう。
2回目はハーバリウムボールペンを
2本作ります。自分用、プレゼント用
にどうぞ。

アドバイザー SAKU

日　程 8/9・8/16（全2回）

対象・定員 どなたでも・10名
受講料+教材費 1,000円＋2,900円

持ち物 はさみ

B2 ウチんたらぁの自分史講座
水曜 9：00～11：00 脇之島公民館 研修室1

「いつか書きたいと思っていたんで
す。」そのいつかが今やってきました。
私は迷わず飛び込みます。そして、
ついに書き上げます。私の自分史。

アドバイザー 武山康弘

日　程 8/7・8/21・9/4・9/18
10/2（全5回）

対象・定員 シニア・10名
受講料+教材費 2,500円＋1,000円

持ち物 ノートパソコン、筆記用具

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 8/5・8/26・9/9・9/23
10/14・10/21（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
バレエシューズ（あれば）

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
8/6・8/13・8/20・8/27
9/3・9/10・9/17・9/24
10/1・10/8・10/15・10/22（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

D3 はじめての　ハワイアンフラ
水曜 10：30～12：00 ヤマカまなびパーク 1階101

基本のステップから練習します。曲
に合わせて踊りながら、リフレッシュ
しましょう。運動不足の解消や、脳ト
レにもなりますよ。
※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 8/21・8/28・9/4・9/25
10/2（全5回）

対象・定員 女性・8名
受講料+教材費 2,500円＋20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

D4 ビューティー・バレエ
木曜 10：00～11：30 ヤマカまなびパーク 1階101
美容と健康のためにバレエを始めて
みませんか。ストレッチで体をほぐし、
バレエのレッスンをシンプルにした簡
単な運動をします。音楽に合わせて
リフレッシュできます。
※バレエシューズ希望者
　別途2,000円程度

アドバイザー 辻沙織

日　程 8/22・9/5・9/19
10/3・10/17（全5回）

対象・定員 成人・10名
受講料+教材費 2,500円＋0円

持ち物 動きやすい服装、タオル、飲み物
バレエシューズ（あれば）

A2 涼やかなハーバリウムを作りましょう
土曜 9：30～10：50 勤労者センター 大研修室

暑い季節、涼しげなインテリアを作
成してみませんか。

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・30名
受講料+教材費 500円＋1,500円

持ち物 新聞紙、はさみ

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＝

木曜 9：00～11：00 ヤマカまなびパーク 4階401
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 8/22・9/12・10/10（全3回）

対象・定員 シニア・12名
受講料+教材費 1,500円＋540円

持ち物 筆記用具

B3 子どもの成長に役立つコミュニケーション
土曜 10：00～11：30 ヤマカまなびパーク 4階401

子育てが難しいと思っている方でも、
自分の考え方や行動を変えることは
できます。そのために「気持ち」に
焦点をあてたコミュニケーション法を
学んでみませんか？

アドバイザー 丸山悟

日　程 9/7・9/14・9/28・10/5（全4回）

対象・定員 どなたでも・12名
受講料+教材費 2,000円＋0円

持ち物 筆記用具
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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

・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 P18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

E1 本格的水彩画を体験
月曜 14：00～16：00 笠原中央公民館 会議室2

アーティスト向け水彩絵の具を使用
し、色の使い方や着色の手順など学
生時代に学んだ水彩画とは少し違う
体験をしていただけます。

アドバイザー 天野登功広

日　程 8/5・9/2・10/7（全3回）

対象・定員 成人・6名
受講料+教材費 1,500円＋700円

持ち物 特になし

H4 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
8/2・8/16・8/23
9/6・9/13・9/20
10/4・10/11・10/18（全9回）

対象・定員 成人・20名
受講料+教材費 4,500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～1kgのダンベル（あれば）

健康

H1 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
く身体を動かし、身体を目覚めさせ
て元気を取り戻しましょう。

アドバイザー HANA

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

対象・定員 成人（40～60代）・15名
受講料+教材費 6,000円＋0円

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

H3 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 8/14・8/28・9/11・9/25
10/9・10/23（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）

H2 転ばぬ先のイス体操
金曜 10：00～11：30 根本交流センター 会議室1

イスに座ったまま、体を動かします。
脳トレや筋トレも。健康に長生きしま
しょ。

アドバイザー megu

日　程 9/13・9/27・10/11（全3回）

対象・定員 シニア・15名
受講料+教材費 1,500円＋300円

持ち物 動きやすい服装、飲み物

NEW

E2 海外個人旅行のススメ+近年の旅事情
日曜 14：30～16：00 脇之島公民館 研修室
海外ひとり旅の留意点とともに、民
泊や現地SIMの利用、LCC等の新た
な動向も知っておきたい…ですよ
ね？世界50カ国を旅してきた40代
前半の個人旅行愛
好家が情熱的に
（？）解説します。

アドバイザー 明野玉城

日　程 9/8・10/13（全2回）

対象・定員 どなたでも・15名
受講料+教材費 1,000円＋1,000円

持ち物 筆記用具

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 9/6・9/20・10/4（全3回）

対象・定員 小学生・12名
受講料+教材費 1,500円＋800円

持ち物 筆記用具

K3 すてきな花かざり（草月流）
土曜 13：30～15：00 ヤマカまなびパーク 6階美術室

夏休みにいけばなを体験してみましょ
う。自分の花かざりをつくり家にかざ
りましょう。
※申込時に教材費を集めます

アドバイザー 浦野忍花

日　程 8/10（全1回）

対象・定員 小学生～中学生・15名
受講料+教材費 500円＋700円

持ち物 ぞうきん、花ばさみ（あれば）
持ち帰り袋

K2 楽しくピアノとリトミック♪
土曜 13：00～14：00 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 9/7・9/21・10/5・10/19
（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

子ども

K1 ダンボール工作　野球盤を作ろう
日曜 10：00～12：00 ヤマカまなびパーク 6階工作室
ダンボールやフエルトなど身近な素
材で野球ゲームを作ります。ビー玉
をはじいて
遊べる野球
盤です。

アドバイザー 村田祐一郎

日　程 8/11（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 木工用ボンド、はさみ、新聞紙
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※申込みに関する注意事項はP18をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　7/4（木）～7/18（木）　9：00～21：30（月曜休館　7/15は開館）
市立公民館 7/5（金）～7/18（木）　9：00～17：00

H6 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

運動が苦手、体が硬い方でも安心!!
美しい姿勢を目指すプログラムです。
某コンテスト優勝のインストラクター
と楽しくレッスンしませんか？
※お子さま連れOKです

アドバイザー 金山美沙

日　程 8/2・8/23・9/6・9/20
10/4・10/18（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

H8 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

ストレッチ、有酸素運動、筋トレをし
ています。曲に合わせて声を出し体
を動かすと、心も身体もリフレッシュ
できますよ!!

アドバイザー 上杉恵美

日　程 8/28・9/11・9/25・10/23
（全4回）

対象・定員 成人・20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）

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

子育てが忙しくて家に閉じこもってい
ませんか？そんなママ達が楽しく体
を動かしながらおしゃべりしたりリフ
レッシュするプログラムです。某コン
テスト優勝のインストラクターと楽し
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 8/1・8/22・9/5・9/19
10/3・10/17（全6回）

対象・定員 子育て中の女性・16名

受講料+教材費 3,000円＋0円

持ち物
動きやすい服装、タオル
飲み物、ヨガマット又はバスタオル
お子さんのおもちゃや絵本など

H7 週末のリラックス太極拳
金曜 19：30～21：00 旭ケ丘公民館 中会議室

金曜の夜、心と体の「コリ」をほぐ
して1週間の疲れを取りませんか？

アドバイザー 大脇裕子

日　程 8/2・8/9・8/23・8/30
9/6（全5回）

対象・定員 成人・10名

受講料+教材費 2,500円＋0円

持ち物 動きやすい服装（スカート不可）
飲み物

H9 心と身体にやさしい呼吸法とハーブ
水曜 10：00～12：00 ヤマカまなびパーク 4階401

呼吸法は心身を健やかに保つのに大
変に有効な方法です。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 9/11・9/18（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

R2 らくらくヨーガ
日曜 13：30～15：00 養正公民館 和室

内臓は元気の「元」。「ハッハッハッー」
「フッフッフッ」など声を出しながら、
体を動かして柔軟な「わ・た・し」に
なりましょう。

アドバイザー 磯谷淳子

日　程 8/18・9/15・10/20（全3回）

対象・定員 女性・12名
受講料+教材費 1,500円＋0円

持ち物 ヨガマット、タオル、飲み物

R4 おやすみ前の陰ヨガ
～夏もぐっすりリラックス☆～

金曜 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
ながら深部からじんわりと心身をゆる
めていきます。夏も健やかに深～く
リラックス。夜はぐっすり☆笑顔があ
ふれる毎日を☆

アドバイザー 下山真穂

日　程
8/2・8/9・8/23・8/30
9/6・9/13・9/20・9/27
10/4・10/11（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
ヨガマット、タオル、ブランケッ
ト、飲み物、動きやすく体温調
整しやすい服装

R3 女性のための陰ヨガ
～内側から輝く美しさ～

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。色々なバランスを整え、自
然治癒力を引き出し、うるおいUP♡
夏バテ・夏の冷え対策にも♡

アドバイザー 下山真穂

日　程
8/6・8/20・8/27
9/3・9/10・9/17・9/24
10/1・10/8・10/15（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
ヨガマット、タオル、ブランケッ
ト、飲み物、動きやすく体温調
整しやすい服装

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

自分のペースでムリはしません。
呼吸にあわせて自分に集中します。
体を曲げたり伸ばしたり、捻ったり。
ストレス解消しましょう。

アドバイザー 磯谷淳子

日　程
8/13・8/20・8/27
9/10・9/17・9/24
10/1・10/15・10/22（全9回）

対象・定員 女性・13名
受講料+教材費 4,500円＋0円

持ち物 ヨガマット、タオル、飲み物

リラクゼーション

R5 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
体の奥から心身をゆっくりと心地よく
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
8/3・8/17・8/24・8/31
9/7・9/14・9/21・9/28
10/5・10/12（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
ヨガマット、タオル、ブランケッ
ト、飲み物、動きやすく体温調
整しやすい服装
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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

・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 P18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）

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・童謡。
歌に込められた思いや情景を辿りな
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 8/7・9/4・9/18・10/2
10/16（全5回）

対象・定員 どなたでも・18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）

M3 一五一会を弾いてみよう
水曜 13：00～14：30 ヤマカまなびパーク 6階美術室

手軽に楽しめる弦楽器「一五一会」を
使って、弾き語りができるまでを指導
します。
※一五一会無料貸出あり

アドバイザー Yasubei

日　程 8/7・8/21・9/4・9/18
10/2・10/16（全6回）

対象・定員 中学生以上・10名
受講料+教材費 3,000円＋200円

持ち物 筆記用具

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
8/7・8/21
9/4・9/11・9/18
10/2・10/16・10/23（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

W1 赤ちゃんとおはなししよう！
ベビーサイン講座

火曜 10：30～11：30 ヤマカまなびパーク 6階和室

ベビーサイン協会殿堂入りマスター
講師によるベビーサインレッスン。
おててを使って、お歌、絵本、会話
を楽しくサインで伝えてみましょう。
手作りおもちゃも作ります。

アドバイザー 小川のりこ

日　程 10/1（全1回）

対象・定員 生後 3カ月～ 1歳半までの親子
15組

受講料+教材費 500円＋200円

持ち物 バスタオル
（ねんね期の赤ちゃんのみ）

W3 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 9/5・9/19・10/3（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

W5 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で、こち
らはそれを最も効果が認められると
言われる3歳向けに作ったものです。
「音楽ゲーム活動」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、バレエの基礎能
力を特に育てます。

アドバイザー 古田恭子

日　程 8/3・8/17・8/31
9/7・9/21・10/19（全6回）

対象・定員 2歳半～4歳年少児親子・10組
受講料+教材費 3,000円＋0円

持ち物 動きやすい服装、飲み物

W7 ０歳からのリトミック（プチクラス）
木曜 11：10～12：10 市之倉公民館 和室

歩きたい！動きたい！触りたい！好
奇心旺盛なこの時期、リトミックで
いっぱい動きましょう！お母さんの愛
情と音楽の力で、お子さんの心と身
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 9/19・10/3・10/17（全3回）

対象・定員 しっかりあんよ～
24カ月の親子・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

W2 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 9/5・9/19・10/3（全3回）

対象・定員 首すわり～あんよ前位の親子
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 五感を使って探Q力をきたえよう！
金曜 9：00～11：00 根本交流センター 実習室

日常のふしぎ（Q）を探し、自分なりに
答えを探します。遊びから学びを導
きます。生活の中で手と目を使って
のびのび探Qして、たくましく生きま
しょう。

アドバイザー 長谷川園子

日　程 9/13・9/27・10/11（全3回）

対象・定員 2歳～未就学児の親子ペア・6組
受講料+教材費 1,500円＋1,500円

持ち物 お手ふき、汚れてもよい服装
探Q心

W6 ０歳からのリトミック（ベビークラス）
木曜 10：10～11：10 市之倉公民館 和室

私達のリトミックは、音楽の力を借
りて親子のスキンシップを更に深め
ることを目指しています。活動内容
は、ご家庭に帰っていつでもできま
すよ！赤ちゃんの限りない能力を引
き出し心と身体をバランスよく育ん
でいきましょう。

アドバイザー 小川洋子&小嶋加奈代

日　程 9/19・10/3・10/17（全3回）

対象・定員 4カ月（首すわり）～よちよち
あんよの親子・10組

受講料+教材費 1,500円＋0円

持ち物 動きやすい服装、バスタオル
（お子さんの敷物）、飲み物

音楽

親子
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※申込みに関する注意事項はP18をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　7/4（木）～7/18（木）　9：00～21：30（月曜休館　7/15は開館）
市立公民館 7/5（金）～7/18（木）　9：00～17：00

和道

パソコン

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

ひとときの人と人のふれ合いを大切
に、お点前を学びおいしい一服のお
茶をいただきましょう。

アドバイザー 山本宗甫

日　程 8/2・8/9・8/23・8/30
9/13・9/27・10/11（全7回）

対象・定員 成人・6名
受講料+教材費 3,500円＋2,450円

持ち物 白のソックス

P1 ワードで遊ぶ
火曜 10：00～12：00 根本交流センター 会議室2

文字入力ソフト、ワードを使って、簡
単な写真加工、お絵かき、風景画を
学びます。ワードアート、図形の基
本的な使い方を勉強します。（ワード
の文章編集の講座ではありません）

アドバイザー 兼松夕起雄

日　程 8/6・8/13・8/20（全3回）

対象・定員 成人・10名
受講料+教材費 1,500円＋600円

持ち物 ノートパソコン（ワード 2010
～ 2019搭載）、筆記用具

P3 シニア向けWin10/8 ワード2019/16/13中級（水）
時々インターネット・写真入り年賀状・旅のフォトアルバム

水曜 10：00～12：00 ヤマカまなびパーク 5階505

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
真入り年賀状はがき作り、宛名印刷、
住所録作成なども学びます。
※マイクロソフト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
8/21
9/4・9/11・9/18・9/25
10/2・10/9・10/16・10/23（全9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 4,500円＋1,540円

持ち物 Windows10/8OS
Offi  ce2019/16/13 搭載のパソコン

P5 Windows10　あれこれ
月曜 13：00～15：00 バロー文化ホール 練習室4

パソコンの基本的に押さえておきた
いことや、メンテナンス、新しい機
能など、この機会に整理しましょう！

アドバイザー 近藤正隆

日　程 8/5・8/19・8/26・9/2・9/9
（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＋1,000円

持ち物 Windows10搭載のパソコン
筆記用具

J3 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
8/7・8/14・8/21・8/28
9/4・9/11・9/18・9/25
10/2・10/9・10/16・10/23（全12回）

対象・定員 高校生以上・16名
受講料+教材費 6,000円＋100円

持ち物 書道道具、半紙、新聞紙
墨を拭くもの

J2 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

8月から袷せを練習すると、講座の
終盤頃には季節となじんで着るのが
楽しくなりますよ。ご一緒に学びま
せんか。

アドバイザー 大竹幸子

日　程 8/3・8/31・9/7・9/21
10/5・10/19（全6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
タオル2枚・着物（袷せ・ウール・紬、
たれもの）・長襦袢、下着、足袋、衿芯、
帯板、帯（名古屋、袋）、帯揚げ、帯〆、
ひも 6本、伊達〆 2本

P2 エクセル・ワードを使い分けてみたい
（Windows7・オフィス2010使用期限後は?)

水曜 13：00～15：00 ヤマカまなびパーク 6階視聴覚室

文書、表をエクセルで作成していた方、ワード
のできる方でエクセルを使ってみたい方向け。
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・
Offi  ce2010は2020年にサポートが終了、イ
ンターネットへの接続が危険になります。危険
性や対策についてもお話します。

アドバイザー 小林正治

日　程 8/21・8/28
9/4・9/11・9/18・9/25（全6回）

対象・定員 パソコン・ワード・エクセルの
基本操作ができる方・10名

受講料+教材費 3,000円＋1,000円

持ち物
Windows10/8/7OS、マイクロ
ソフト Offi  ce2019/16/13/10
搭載のパソコン

P4 シニア向けWin10/8/7 ワード2019/16/13/10中級（木）
デジカメ写真を取り込んだ年賀状・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

デジカメ写真をワードで利用。高度
な画像編集機能を使い令和2年年賀
状を作成します。宛名住所録、旅の
フォトアルバム作成印刷について学
びます。
※マイクロソフト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・8/29
9/5・9/12・9/19・9/26
10/3・10/17・10/24（全9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 4,500円＋1,540円

持ち物 Windows10/8/7OS
Offi  ce2019/16/13/10 搭載のパソコン

P6 Pay を知ろう！
金曜 13：00～15：00 バロー文化ホール 練習室4

今後のPayシステムの広がりに遅れ
ないようにしましょう。

アドバイザー 近藤正隆

日　程 9/20・9/27・10/4・10/11
（全4回）

対象・定員 成人・8名
受講料+教材費 2,000円＋500円

持ち物 スマートフォン

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 8/7・8/21・9/4・9/18
10/2・10/16（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）
新聞紙、タオル
※初回に道具の説明をします
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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

・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 P18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）

2 何歳からでも始められる
ピアノレッスン

火曜 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。
※楽譜希望者
　別途1,000円～1,500円程度

アドバイザー 池田千明

日　程 9/10・9/17・9/24
10/8・10/15・10/22（全6回）

対象・定員 成人・4名
受講料+教材費 6,000円＋0円

持ち物 弾きたい曲の楽譜（あれば）

1 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 7階音楽室

セラリーナはリコーダーによく似た
多治見生まれの縦型オカリナです。
誰でも簡単にやさしい音色を出せま
す。仲間と合奏して楽しみましょう。
※セラリーナ無料貸出あり

アドバイザー 竹下孝昭

日　程 8/8・8/22・9/12・9/26
10/10・10/24（全6回）

対象・定員 成人・4名

受講料+教材費 6,000円＋200円

持ち物 机上本立て又は譜面台
セラリーナ（あれば）

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プライベートカレッジへへようこそ！ようこそ！

5 初めての一五一会
火曜 13：00～14：30 ヤマカまなびパーク 6階工作室

手軽に弾ける一五一会を使って、楽
しく弾き語りができるまで指導いたし
ます。
※一五一会無料貸出あり

アドバイザー Yasubei

日　程 8/6・8/20・9/3・9/17
10/1・10/15（全6回）

対象・定員 中学生以上・4名
受講料+教材費 6,000円＋200円

持ち物 筆記用具

音　楽

7 民事信託って何だろう
～相続で困らないために～

日曜 10：15～11：45 ヤマカまなびパーク 4階401

近年注目を浴びている「民事信託」
について一から一緒に学びましょう。

アドバイザー 岩田章裕

日　程 9/8（全1回）

対象・定員 どなたでも・4名
受講料+教材費 1,000円＋0円

持ち物 筆記用具

6 メイクが苦手な方の
新しい自分になるメイク講座

火曜 10：00～12：00 ヤマカまなびパーク 4階401

メイクが苦手な方、メイクから遠ざ
かっていた方にオススメ。派手にな
る、自分じゃなくなる、そんな方も
ご安心ください。適切な自己表現と
なるメイクをお伝えします。

アドバイザー 伊藤真喜子

日　程 9/3・9/17・10/1・10/15
（全4回）

対象・定員 女性・4名
受講料+教材費 4,000円＋100円

持ち物 タオル、スタンド式鏡
ご自身のメイク道具

8 フランス語講座
土曜 11：30～13：00 ヤマカまなびパーク 5階504

フランスを旅してフランス人とカフェ
で会話してみたい！でもフランス
語って難しそう…。そんな方に使え
るフランス語をお教えします。美し
いフランス語の響きを楽しんでみま
せんか？

アドバイザー 大村絹子

日　程 8/24・8/31
9/7・9/14・9/21（全5回）

対象・定員 高校生以上・4名
受講料+教材費 5,000円＋100円

持ち物 筆記用具

3 はじめてみましょうピアノ♪
水曜 12：30～14：00 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いただ
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 8/21・9/25・10/23（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）

4 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。美しい音で楽しく練習できるよう
に、その道筋を丁寧にアドバイス致
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 8/14・9/11・10/9（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 音　楽

音　楽 音　楽

教　養

教　養 語　学
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※申込みに関する注意事項はP18をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　7/4（木）～7/18（木）　9：00～21：30（月曜休館　7/15は開館）
市立公民館 7/5（金）～7/18（木）　9：00～17：00

15 ダンボール工作 キッチンを作ろう
日曜 10：00～12：00 ヤマカまなびパーク 6階美術室

ダンボールを使って遊べるキッチン
セットを作ります。
高さ約45cmです。

アドバイザー 村田祐一郎

日　程 9/22（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＋500円

持ち物 木工用ボンド、はさみ、新聞紙

16 子ども（ケイキ）のハワイアン
土曜 11：00～12：00 ヤマカまなびパーク 4階403

基本のステップを使ってハワイの曲
に合わせて踊ってみましょう。

アドバイザー 伊左次美保

日　程 8/3・8/17・9/7・9/21
10/5（全5回）

対象・定員 4歳～12歳・4名
受講料+教材費 5,000円＋0円

持ち物 動きやすい服装（Ｔシャツとス
カートなど）、飲み物、筆記用具

17 子ども書道教室
土曜 13：00～14：30 ヤマカまなびパーク 5階504

正しい筆の持ち方、筆順、そして美
しい字型を勉強します。硬筆、毛筆
を同時に行います。美しい字は一生
の宝です。必ず役立ちます。

アドバイザー 水野和香

日　程 8/3・8/17・9/7・9/21（全4回）

対象・定員 小学生・4名
受講料+教材費 4,000円＋0円

持ち物 書道道具、新聞紙、タオル

13 ～香りと出会う～
初めての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

香りと出会うことから始めましょう。
植物のエッセンス＝精油を使ってハッ
ピー＆ごきげんな心のつくり方を紹
介します。教材はアロマライフが楽
しめるエアーフレッシュナーをつくり
ます。

アドバイザー 水谷和子

日　程 10/19（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

18 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

楽しく日本の伝統文化を体験してみ
よう。
※申込時に教材費を集めます

アドバイザー 浦野忍花

日　程 8/10・9/7・10/12（全3回）

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

持ち物 花器、剣山、花ばさみ（あれば）
雑巾、持ち帰り袋

14 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 4階403

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 10/19（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
動きやすい服装

12 またよが
骨盤底筋を意識したヨガ

金曜 10：00～12：00 ヤマカまなびパーク 6階美術室

加齢や出産による、気になるおまた
のしまりを改善します。

アドバイザー megu

日　程 9/6・9/20・10/4（全3回）

対象・定員 女性・4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

11 長くもつプリザーブドフラワーで
アレンジを楽しもう

金曜 10：00～11：50 南姫公民館 和室

水がいらなくて長持ちするプリザー
ブドフラワーで、暑い季節も花のあ
る生活を楽しんでみましょう。

アドバイザー 荒木真奈美

日　程 8/2・8/23・9/27（全3回）

対象・定員 どなたでも・4名

受講料+教材費 3,000円＋7,500円

持ち物 はさみ、新聞紙、持ち帰り袋

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

手持ちの着物で体に合わせた洋服や
小物を作ります。

アドバイザー 林みどり

日　程 8/8・9/12・10/10（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 着物、ミシン（あれば）

10 トロッケンクランツで作る
キッチン飾り

木曜 10：00～12：00 ヤマカまなびパーク 6階工作室

「トロッケンクランツ」は、ワイヤリン
グをして様々な形に編んで作る「木
の実のクラフト」です。
飾り用のスプーンとフォークに木の
実を取り付けて、かわいいキッチン
飾りを作りましょう。

アドバイザー 横江美和

日　程 9/5（全1回）

対象・定員 成人女性・4名

受講料+教材費 1,000円＋2,800円

持ち物 ラジオペンチ、エプロン
持ち帰り袋、眼鏡（必要な方）

NEW
クラフト

クラフト クラフト

健　康

健　康健　康

子ども 子ども

子ども 子ども
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25 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。上手に弾くための譜面にはない
手を加えることにより、きれいな音
の出し方（ハジキ、スクイ、ウチ、
スリ、コキ）や、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 8/7・8/14・8/28
9/4・9/11・9/25（全6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 6,000円＋250円

持ち物 三味線及び小道具一式
筆記用具

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 5階504

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 8/6・8/20・9/3・9/17
10/1・10/15（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

※申込みに関する注意事項はP18をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　7/4（木）～7/18（木）　9：00～21：30（月曜休館　7/15は開館）
市立公民館 7/5（金）～7/18（木）　9：00～17：00

次回の秋講座から、「たじみオープンキャンパス」「プライベートカ
レッジ」は、みなさまの「学び」がより一層楽しく充実したものにな
るよう、名称も新たに生まれ変わります。
詳しくは、BunBunねっと秋号にて掲載します。乞うご期待！

教えたい
気持ちを

お届けく
ださい

アドバイ
ザー

募集中！

教

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
 は

プライベートカレッジ
 は

20 シニア向け
Androidスマートフォンの使い方

木曜 13：00～15：00 ヤマカまなびパーク 6階視聴覚室

初めてスマートフォンを持つ方向け
の講座です。電源の入・切からスター
ト。電話のかけ方、Gメールの初歩
や写真、天気予報を調べてお出掛け
には歩数計で健康管理。その他ラジ
オ、カレンダー、メモ帳など便利な
アプリのインストールや使い方など
を覚え、楽しみましょう。
※Wi-Fi環境あります

アドバイザー 後藤侃

日　程 8/8・8/22・9/12・9/26（全4回）

対象・定員 65歳以上の方・4名
受講料+教材費 4,000円＋500円

持ち物 Android 搭載のスマートフォン
筆記用具

19 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 8/10・8/24・9/14・9/28
10/5・10/19（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

21 Windows7はあと6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 5階505

今お使いのWindows7パソコンで
文書作成、表計算、インターネット、
メール等をご利用の場合、2020年
1月のサポート終了でどういう危険
性、影響があるのか、安全に使用す
るためにはどうすべきかなどをお話し
ます。

アドバイザー 小林正治

日　程 8/27・9/3・9/17・9/24
（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Windows7 の
パソコン

22 夏の陰ヨガ
～夏もいきいきとリラックス♪～

土曜 15：00～16：45 ヤマカまなびパーク 5階506

夏をより健やかに暮らしていくための
座学＆陰ヨガです。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、心身のいろんなバラ
ンスを整えていきましょう。

アドバイザー 下山真穂

日　程
8/3・8/24・8/31
9/7・9/14・9/28
10/5・10/19（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
ヨガマット、タオル
ブランケット、飲み物
動きやすく体温調整しやすい服装

23 尺八で唱歌・古典曲を演奏しよう
土曜 18：00～20：00 精華公民館 会議室

日本の伝統的楽器尺八で唱歌・尺八
古典曲を楽しみませんか。すぐに演
奏できるようになります。
※尺八の無料貸出あり

アドバイザー 大重普竹

日　程
8/10・8/17・8/24
9/7・9/14・9/28
10/5（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 尺八（あれば）

24 気軽に着物を楽しみましょう
金曜 10：00～12：00 養正公民館 和室2

着物姿の人を見て、自分も着たいと
思う人は、タンスに眠った着物を出し
てみて下さい。少しのアドバイスと
着る練習で、お出かけが楽しくなり
ますよ。

アドバイザー 鈴木里美

日　程 8/30・9/13・9/27
10/4・10/18（全5回）

対象・定員 成人女性・4名

受講料+教材費 5,000円＋0円

持ち物
着物、名古屋帯、袋帯、足袋
肌襦袢、長襦袢、衿芯、帯板
帯揚げ、帯〆、帯枕、腰紐 5本
タオル 4枚、伊達〆、クリップ

趣　味 パソコン

パソコン リラクゼーション

和　道

和　道

和　道

和　道
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子ども（バレエ）

子どもバレエ子どもバレエ
バレエの基礎を通し、怪我のない健康的な体作りを
しませんか。柔軟性を磨き、体幹をきたえましょう。

日　時 毎週火曜　幼児17：30～18：10　　　　　児童18：15～18：55
会　場 根本交流センター

対　象 幼児　満3歳～年長
児童　小学1年生～ 参加費 4,000円/月

講　師 辻沙織 問合せ 080-6928-6567(辻)

音楽（合唱）

チロリン村合唱団チロリン村合唱団
混声合唱団として２年目、市民文化祭、ロビー de
マイコンサート等に参加し、活動しています。ご一
緒に楽しくうたいませんか？

日　時 第2・3・4月曜　10：00～12：00
会　場 バロー文化ホール
対　象 成人 参加費 2,000円/月
講　師 国枝直子 問合せ 090-4085-7463（神野）

趣味 (ボールペン画）

多治見硬筆ペン画同好会多治見硬筆ペン画同好会
大人の塗り絵を中心として、鉛筆やボールペン等で
描きます。初心者の方、大歓迎！

日　時 第1・3土曜　10：00～12：00
会　場 ヤマカまなびパーク
対　象 成人 参加費 2,300円/月
講　師 伊藤邦晤 問合せ 090-4114-8013（伊藤）

ダンス（フラ）

PaPa　　HulaHula　　KanikapilaKanikapila
楽しみながら美しく、リラックスするフラはじめま
しょう。体幹をきたえ、心と体を整えます。ウクレ
レ生演奏も楽しめます。
日　時 第1～3水曜・金曜　10：30～12：00・19：30～21：00　第1・3土曜　17：00～18：00
会　場 市之倉公民館

対　象 （水・金）高校生以上の女性
（土）4歳～、親子可（女性） 参加費 4,000円/月（3回）

1,500円/2回（子どもクラス）
講　師 NAO 問合せ 090-1410-2094（土屋）

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　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）

和道（いけ花）

草月いけばな草月いけばな
季節の花を愛でながら、いけばなを楽しみませんか。
初めての方でも大歓迎です。

日　時 第1土曜　13：00～16：00
会　場 ヤマカまなびパーク

対　象 どなたでも 参加費 2,100円/月（1回）
（場所・冷暖房代別）

講　師 古田静波 問合せ 090-6646-4271（古田）

ダンス

養正故里踊りの会養正故里踊りの会
日本国内の故里踊りを始め、世界の故里踊り（フォー
クダンス）を楽しんで踊っています。

日　時 第1・3金曜　10：00～12：00
会　場 養正公民館
対　象 どなたでも 参加費 500円/月
問合せ 090-1622-9204（小島）

健康（ヨガ）

リフレッシュヨガリフレッシュヨガ
深い呼吸に合わせてアーサナをとり、心と身体をリ
フレッシュ、体幹力ＵＰ。

日　時 第1・3・4月曜　10：00～11：00
会　場 市之倉公民館

対　象 一般女性 参加費 4,000円/2カ月
（6回）

講　師 山森孝子 問合せ 090-8132-4377（山森）

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　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）

スッキリ　シェイプUPヨーガスッキリ　シェイプUPヨーガ
無理なく、自分のペースで楽しくヨガしましょ。大
空を飛ぶように、空の、大地の、宇宙のエネルギー
を感じながら爽快にストレス解消！
日　時 毎週金曜　20：00～21：00
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）

健康（ヨガ）

日曜日のエクササイズ日曜日のエクササイズ
おいしい呼吸、満足な呼吸、しあわせな呼吸、声を
出しながら笑顔でたのしく心身共に動かして、
は・つ・ら・つ毎日！
日　時 毎週日曜　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）

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　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（体操）

ヘルスアップ根本ヘルスアップ根本
軽いダンベル・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　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）

趣味（書道）

皓心会（花みずき）皓心会（花みずき）
生活するために必要とする文字（住所、名前等）を習
う会です。希望者には百人一首等それぞれ習い一冊
の本に書きあげることもできます。和気あいあいと
した仲間の集まりです。
日　時 第1・2・3火曜　13：00～14：30
会　場 ヤマカまなびパーク
対　象 成人 参加費 3,000円/月（3回）
講　師 菅内皓雪 問合せ 0572-25-6133（菅内）

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　13：00～15：00
会　場 精華公民館

対　象 高校生以上 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）

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
あなたも仲間になりませんか？
いつでも参加できます。
興味のある方は、是非一度お問い合わせを！

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

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

何歳になっても元気で暮らすために！まずは自
身の体と向き合い、健康づくりに向けてスター
トしましょう。健康に関心のある方、ぜひご参
加ください。

夏休みに夜の養正公民館に集まり、大きな望遠
鏡で土星と木星を観ます。プラネタリウムも体
験します！

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。

日時● 7 月 7 日（日）
13：00 ～15：30

対象●どなたでも
講師●多治見市保健センター

上杉恵美
参加費●無料
申込み●受付中

日時● 8 月10 日（土）
19：00 ～20：30

対象●どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
講師●地球村星倶楽部
参加費●無料
場所●養正公民館中庭・ホール
申込み●不要

※雨天・曇天の場合は
星 空 観 望 会は中止。
ホールでプラネタリウ
ムのみ実施します。

日時● 8 月18 日（日）
9：00 ～17：00

対象・定員●個人・団体を問わずどなたでも・8 組まで
参加費● 200 円（キャンセル・時間変更不可）
申込み●受付中

※1 組につき1 時間まで申込み可

養正健康フェスティバル2019 スターウォッチング＆プラネタリウム ピアノの日
養正　つながるプロジェクト 夏休みスペシャル 養正　大人の大学

多彩な子育て講座を、親子でふれあい楽しみま
しょう！
①フラダンスをしよう！
②リトミックをしよう！
③ヨガをしよう！

平日の朝は公民館でラジオ体操をしましょう！
10 日以上参加した方には、最終日の 8 月 23
日にプレゼントがあります。
頑張って参加して暑い夏を乗り切りましょう。

無理なく楽しく体を動かし、ほど良く筋力をつ
け、いつまでも笑顔でイキイキと健康で過ごし
ましょう！

日時●① 7 月 26 日（金）　② 9 月18 日（水）
③ 11月 20 日（水）
10：00 ～11：00

対象・定員●未就園児親子・20 組程度
講師●①伊藤恭子

②スマイルキッズ・リトガーデン
③中村郁子

参加費● 3 回で 1,000 円
（1 回 400 円）

持ち物●①②③飲み物、
③ヨガマットま
たはバスタオル

申込み●受付中

日時● 7 月 22 日～ 8 月 9 日
8 月19 日～ 8 月 23 日

（月曜～金曜開催・全 20 回）
9：30 ～ 9：40

参加費●無料
申込み●不要

日時● 9 月 2 日
10 月 7 日・21日
11月18 日
12 月 2 日

（月曜・全 5 回）
13：00 ～14：30

対象・定員●成人・35 名程度
講師●上杉恵美
参加費● 1,500 円
持ち物●動きやすい服装、室

内シューズ、タオル、
飲み物、ヨガマットま
たはバスタオル

申込み●受付中

わくわく親子講座 ラジオ体操だよ！全員集合 椅子に座ってイキイキ体操・秋

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

お茶とお菓子を楽しみながら「アンデルセン」
の童話を題材に朗読していただきます。

多治見の暑い夏を笑いで吹き飛ばしましょう！

駒の動かし方のわからない初心者向きの将棋教
室です。この機会に親子で覚えましょう。

日時● 7 月 5 日（金）
13：30 ～15：00

定員● 20 名
講師●かのうなほ
参加費● 500 円
申込み●受付中

日時● 8 月 22 日（木）
13：30 開場　14：00 開演

定員● 100 名程度
出演●岐阜大学落語研究会
参加費●無料
申込み●不要

日時● 8 月 5 日（月）・6 日（火）　13：30 ～15：00
対象・定員●　小学生親子・10 組
講師●　桐山優、中山修身
参加費●　400 円（全 2 回）
持ち物●　飲み物
申込み●　受付中

～午後の朗読サロン～
語りで楽しむ名作散歩

岐阜大学落語研究会
こいずみ寄席

一から始める おやこ将棋教室オアシスカレッジ 大原シルバークラブ連合会共催事業

〔内容〕
・三種測定
・ダンスパフォーマンス
・夏野菜試食
・塩分測定
・脳トレ体操

Bun　Bun ねっと　No.8728

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。



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

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

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

自分で打って茹でて食べる「自分そば」がいち
ばん美味しい！家族や友人にも自慢できます。
家庭にある器具を使って基礎から学びます。

美しいピアノの音色に合わせて唱歌や童謡など
一緒に歌いませんか。楽しく歌って心も体もリ
フレッシュしましょう♪ 無理なく全身運動ができるので、インナーマッ

スルを鍛え、歪みを解消し体脂肪の燃焼しやす
い体質づくりをします。

（バランスボールは用意します）
日時● 9 月19 日（木）

10：00 ～13：00
対象・定員●成人男性・15 名
講師●河合敬司
参加費● 1,000 円（材料費込）
持ち物●エプロン、三角巾、ふきん
申込み● 8 月15 日（木）　9：00 ～窓口・電話にて

日時● 9 月10 日・24 日
10 月 8 日・22 日
11月12 日・26 日

（火曜・全 6 回）
10：00 ～11：30

定員● 100 名
講師●齊藤順子（名古屋二期会）
参加費● 1,800 円
申込み● 7 月 9 日（火）

9：00 ～
窓口・電話にて

日時● 7 月11日・25 日
8 月 22 日
9 月12 日・26 日

（木曜・全 5 回）
10：00 ～11：30

定員● 7 名
講師●近藤加奈
参加費● 2,250 円
持ち物●ヨガマット（バスタ

オル可）、飲み物
申込み●受付中　窓口にて

男性限定　蕎麦打ち体験講座 愛唱歌を歌おう！秋講座 バランスボール DE
心と体のメンテナンス

暑くてもおいしいケーキでホッとしたい！
そんなあなたに食べてほしいシフォンケー
キとレモンゼリーです。

9 月 13 日は中秋の名月！
お月見を背景に「おひるねアート」を撮ってみませんか？
お子さんの今しか撮れない可愛い表情を残せますよ。

最初だからこそ、基礎を大切にしっかり身
につけたい方にお勧めのワンコインの和太
鼓教室です。

日時● 9 月 5 日（木）
10：00 ～13：00

定員● 15 名
講師●柴田光子
参加費● 1,300 円
持ち物●エプロン、三角巾、ふきん、保冷バッグ、

保冷剤
申込み●受付中

日時● 9 月13 日（金）
① 10：00 ～ 10：50　② 11：00 ～ 11：50

対象・定員● 0 歳～2 歳までの親子・各10 組
講師●有本祐美
参加費● 500 円
持ち物●デジカメ（スマートフォ

ン可）お子さんに必要
なお出かけグッズ

申込み●受付中
共催●市之倉児童センター

日時● 7 月 25 日、8 月 22 日、8 月 29 日
（木曜・全 3 回）
19：00 ～20：30

対象・定員●中学生以上・20 名
講師●吉村純一（火明太鼓）
参加費● 500 円
持ち物●タオル、飲み物、シューズ（素足でも可）、

バチ（お持ち
の方）

申込み●受付中

夏に爽やか！
オレンジシフォンケーキ

たったひとつのストーリー！
おひるねアート撮影会

令和から始める！和太鼓
親育ち４・３・６・３たじみプラン協賛事業

市之倉なかよしひろば
ワンコインで活き活きLife

1300 年前の万葉人が季節の中で詠んだ、愛の
歌、旅の歌、山の歌、海の歌、愛する人を失っ
た嘆きの歌、親を、子を、妻を、夫を思う心の
歌の数々を学びます。

日本最古の歌集「万葉集」の中で、1300 年後
の今日に名前を残した歌人は 500 人。その中
から 120 人を厳選した万葉の「120 人一首」
を学びます。

美味し～い3種類の野菜を作ります。必要な種・
堆肥・肥料は講師のお墨付き♪
野菜の育て方から収穫までを学びます。

日時● 8 月14 日・28 日
9 月11日・25 日
10 月 9 日・23 日

（水曜・全 6 回）
13：15 ～14：45

定員● 30 名
講師●安田直幸
参加費● 2,700 円（資料代込）
持ち物●筆記用具
申込み● 7 月 6 日（土）

　9：00 ～窓口にて
10：00 ～電話にて

日時● 8 月16 日・30 日
9 月13 日・27 日
10 月11日・25 日

（金曜・全 6 回）
10：00 ～11：30

定員● 30 名
講師●安田直幸
参加費● 2,700 円（資料代込）
持ち物●筆記用具
申込み● 7 月 6 日（土）

　9：00 ～窓口にて
10：00 ～電話にて

日時● 9 月 7 日（土）　種まき
9：30　なかよし農園集合

定員● 30 区画
講師●南姫活性化委員会
参加費● 3,600 円（材料費込）
持ち物●スコップ、軍手、飲み物
申込み● 7 月 6 日（土）

9：00 ～窓口にて　10：00 ～電話にて

万葉の四季 120 人の万葉歌
秋・冬野菜を育てよう
大根・人参・カブ

万葉講座

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.87 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。



旭ケ丘公民館

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

市民のための健康講座

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  9 月 20 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  受付中

☎ 25-5611

健康食品と薬の使い分け
みなさんの身近にある漢方薬、いったいどん
なお薬なのか、どのように飲めばよいのか？
ぜひ知っていただきたい漢方薬の特徴につい
て、風邪に使われる漢方薬を例にわかりやす
く説明します。
日　　時  7 月 9 日（火）

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　漢方薬・生薬認定薬剤師

日江井和英
申　込　み  受付中　☎ 25-5611

漢方薬について

高齢期を元気で過ごすため、毎日の食事を振
り返り、より良い食生活を考えてみましょう。
日　　時  9 月 9 日（月）

13：30 ～14：30
定　　員  50 名程度
会　　場  市之倉公民館
講　　師  県立多治見病院　栄養管理部技師長

保母貴美子
申　込　み  受付中　☎ 22-3776

高齢期の食事のとり方～
低栄養・認知症対策～

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
市民のみなさんの健康づくりのお役に立つ講座を開催します。

いつでも、どこでも、だれでもできる全身運動
として大人気のラジオ体操。楽しみながら正し
い動きを覚えましょう。

素材を見極めて、おいしいジャムを作るコツを
教えてもらいましょう。ジャム作りと同時にマ
フィンも作ります。みんなでお茶をいただきな
がら試食しましょう。

ポリ袋の中に食材を入れて、湯せんで火を通せ
ば出来上がり。主食からデザートまで作ってみ
よう。手軽にできるこの調理法を知っていれば、
災害時にも役立ちますよ！

日時● 7 月 20 日（土）
10：00 ～11：30

講師●深尾由美
（岐阜県ラジオ体操連盟理事　1 級指導員）

参加費●無料
持ち物●飲み物、タオル、上靴
申込み●受付中
協力●根本健康会議

日時● 9 月 2 日（月）
10：00 ～12：00

定員● 16 名
講師●丹羽聡子
参加費● 1,200 円
持ち物●エプロン、三角巾、ふきん 2 枚
申込み● 7 月 20 日（土）

　9：00 ～窓口にて
10：00 ～電話にて

日時● 8 月 27 日（火）
10：00 ～13：00

定員● 50 名
参加費● 200 円
申込み● 7 月 20 日（土）

　9：00 ～窓口にて
10：00 ～電話にて

ラジオ体操をはじめよう
～めざせ健康長寿日本～ パッククッキング（非常食）を

作ってみよう！
聡子先生のジャムレッスン

みんなの時間暮らしプラス

プロの庭師の技と知識を習得しましょう。
丁寧な講義と実技が好評です。
お手持ちの鉢植えもご持参ください。

楽しく健康に、そして、多治見の良さを再発見♪
季節の風景や植物を探して地元を歩きましょう。
7 月 12 日（金）　旭ヶ丘運動公園
9 月 13 日（金）　喜多緑地公園
※ 7 月は旭ケ丘公民館、9 月は喜多緑地公園駐車場に

て集合・解散

日時● 9 月 28 日（土）
9：30 ～12：00

定員● 20 名
講師●安藤秀章
参加費● 400 円（資料付き）
持ち物●軍手、タオル、剪定ばさみ
申込み● 8 月 24 日（土）

　9：00 ～窓口にて
10：00 ～電話にて

時間● 9：30 ～11：30
（雨天中止）

定員●各 20 名
講師●深谷滋浩
参加費● 100 円（当日）
持ち物●飲み物、タオル、帽子
申込 み ● それぞ れ、前日の

15：00 までに電話
にて

庭木の手入れ　秋
みんなで外に出かけよう♪
～ウォーキング～

公民館ウォーキング

多治見市健康づくりウォーキング

●スタート編　小木曽涼さん・太田ゆう子さん
●初級編　浅野みち子さん
●中級編　中島幸雄さん

歩きゃ～カード達成者

主催：多治見市保健センター
運営：（公財）多治見市文化振興事業団

四季折々の美しさを感じたり歴史や文化
を知ったりしながら、多治見の 100 コー
スを歩いてみませんか？
コース 100 選マップは多治見市のホーム
ページからダウンロードできます。

ウォーキング継続のために歩きゃ～カードを使
いましょう。歩きゃ～カードは市内の市立公民
館やヤマカまなびパーク、保健センターで配布
しています。

参加
無料

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

Bun　Bun ねっと　No.8730

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。



①高　田　川　魚たちが元気になる季節到来
何種類生き物が捕まるかな？

②笠　原　川　魚種ナンバー１の川でガサガ
サ探険だ！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　多治見で一番きれいな川に
入ってみよう！ブサかわいい
ドンコに会えるかな？

④土　岐　川　本流編 多治見の中心でガサ
ガサ探険をしよう！大きい
川で捕れる魚は？投網も見
れるよ。

①川の達人　親子釣り教室　親子で参加、釣りの楽しさを知ろう
②釣るぞ！第 16 回多治見市「子ども釣り大会」　大物狙いで優勝だ！

日時● 7 月 26 日（金）
10：00 ～12：30

持ち物●着替え、帽子、タオル、
飲み物、必ず運動靴で

申込み●不要
会場●土岐川河川敷多治見橋付近

日時●① 7 月 7 日（日）
② 8 月 4 日（日）
③ 9 月 8 日（日）
④ 9 月 29 日（日）
①～④ 9：30 ～11：30

対象●子ども・一般
（小学4年生以下は保護者同伴）

持ち物●着替え、帽子、タオル、飲み物、
入れ物（持ち帰る場合）、必
ず運動靴で

申込み●電話にて

日時●① 7 月 6 日（土）　② 7 月 28 日（日）
9：00 ～11：00　①②受付は 8：30 ～

対象●①親子10 組　②子ども（小学 4 年生以下は保護者同伴）
持ち物●ぬれてもいい靴、帽子、タオル、飲み物、持ち帰り容器、釣り道具

（エサ含む）
申込み●電話にて

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/

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

土岐川観察館 ♥平和町 6 丁目 84-3 ♥☎ 21-2151 ♥ http：//www.ob2.aitai.ne.jp/~tokigawa/

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。

多治見の土岐川を知ろう、食べよう、楽しもう。

うながっぱ土岐川あそび
子どもガサガサ探険隊 ─ 4・5・6・7

土岐川で魚釣り

戦争がなかった平成が終わり、令和の時代になった今だか
らこそ、もう一度ゆっくり平和について考えましょう。
多治見空襲、広島の原爆について体験者のお話をお聴きし
ます。

プロのデザイン講師からアドバイスを受
けられる実践的な講座です。インパクト
のあるチラシの作り方や、アイデアを生
かす方法が学べます。 モザイクタイル生産日本一の多治見を、キン

肉マンに登場するタイルマンと共に盛り上
げます！
ゲーム大会、オリジナルグッズ販売等を開催。
コスプレ大歓迎！みんなで Go fight ！日時● 7 月14 日（日）、8 月 3 日（土）　14：00 ～16：00

会場● 6 階視聴覚室
定員●各 30 名
講師●第１話　吉田紀光（多治見空襲の遺族が語る会）

鬼頭佳嗣（『多治見空襲を知っていますか？』著者）
第２話　梅岡昭生（岐阜県原爆被爆者の会）

参加費●各回 100 円（高校生以下無料）
申込み●受付中

日時● 9 月10 日（火）、9 月 24 日（火）
13：30 ～15：30

会場● 5 階学習室 505
対象・定員●市民活動のチラシ作りを担う方・

10 名
講師●肥田和明（㈱ SMC-POWER 代表取締

役社長）
参加費●各回 500 円

（連続講座）
申込み●受付中

日時● 9 月 29 日（日）　13：00 ～16：00
対象●子ども・親子
会場● 7 階多目的ホール
参加費●無料
申込み●不要
主催●タイルマンを造る会

たじみの語り部のお話
第１話 多治見空襲　7/14
第２話 原爆被爆者　8/3

手に取ってもらえる！
チラシデザイン講座

タイルマン・フェスタ
～キン肉マン好き、集まれ！～

市民活動団体サポート事業 タイルマン駅北立体駐車場
引っ越し記念イベント

岐阜市在住の渡邉泰彦さんによる世界遺産などの写真展を
7 月 14 日まで開催しています。世界各地の迫力ある写真を見に
来てくださいね。最終日には上手な写真の撮り方のコツを教え
ていただきます。

懐かしい歌に想いを馳せながらみんなで歌ってみませんか。
楽器を使って脳トレもしながら楽しいひと時を！

〔写真の撮り方講習会〕
日時● 7 月14 日（日）　13：00 ～14：00　定員● 10 名程度
講師●渡邉泰彦（名古屋モード学園インテリア科元講師）　参加費●無料
持ち物●ご自身で撮影した写真（あれば）　申込み●受付中

日時● 9 月 27 日、10 月 25 日（金曜・全 2 回）
10：30 ～12：00

定員● 20 名
講師●水野久仁子（音楽療法士）
参加費● 600 円
持ち物●飲み物
申込み● 7 月 2 日（火）　9：00 ～

ギャラリーさいわい 世界遺産写真展と写真の撮り方講習会 みんなで歌ってリフレッシュ♪

①藤前干潟に行こう　川と海の境の生き物を見よう
②恵那市の夕立山に行こう　土岐川の始まりはどんなとこ？

日時●① 7 月 31日（水）　8：30 ～17：00　② 8 月11日（日）　8：30 ～16：30
対象●子ども・親子
定員●①藤前 40 名　②恵那 20 名
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、入れ物
申込み●電話にて　① 7 月1日～18 日　② 7 月1日～25 日

発表は　① 7 月 20 日　② 7 月 27 日

バスで行く土岐川上下流探険隊

りばーぴあ 2019

世界貿易センタービル

●開館時間　10：00～17：00（月曜休館　祝日の場合は翌日）※夏休み期間　7/20～8/31は18：00まで
●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。

参加費無料
※すべてに共通です

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.87 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。



ウクレレとハーモニカ、ヴォー
カルの 3 人を迎え、楽しいサロ
ンコンサートを開催します。

チェロの兄弟デュオ、T cellos（ティーチェロズ）。
2 本のチェロが様々な曲を奏でます。兄弟なら
ではの息の合った演奏をお楽しみください。

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。

地元バンド演奏フォークコンサート後、会場の皆さんと一緒
に歌いましょう。ギター持ち込み歓迎です。

一緒に歌おう！青春（60～70年代）

フォークソングコンサート

オアシスかふぇ

フェルマータコンサート
養正公民館コンサートVol.73

T cellos - ティーチェロズ- コンサート
心にビタミン♥虹

2 じ

カフェコンサート Vol.3

日　　時  7 月 7 日（日）
13：00 開場　13：30 開演

定　　員  100 名
出　　演  ケイとラッカーズ ほか
入　場　料  500 円（飲み物付）
チケット  販売中

日　　時  9 月 8 日（日） 13：30 ～15：00
出　　演  フェルマータ

竹橋憲秀
加藤勤一
村瀬ゆう子

※入場無料・申込不要

日　　時  9 月 8 日（日）　開場 13：30　開演 14：00
定　　員  150 名程度
出　　演  高木俊彰（チェロ）・高木良（チェロ）
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

日　　時  9 月 8 日（日）
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）
芦田修（ヴァイオリン）
藤掛幹奈子（ピアノ）

参　加　費  600 円
（ケーキ、コーヒー代含む）

チケット  発売中

南姫公民館　☎29-4880

開　館  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

日本を代表する洋食器メーカーの大倉陶園。草創期から現在までの
作品を通じ、その優れたデザインと技術を紹介します。

私たちが日々感じているやきものの
魅力を、「ひかり」というキーワード
から見つめなおし、紹介します。

美濃陶芸の明日を展望する展覧会。今回
は、やきものに関する教育機関を卒業し、
その道を歩み始めたばかりの作家による
グループ展。さまざまな感性や価値観が
交錯する空間を創出します。

令和元年を迎えた今年度、平和を願い、太平洋
戦争の戦禍をやきものを通して見つめる企画展
を開催します。これは、昨年度当館で開催した、
企画展「代用品と統制品ー戦時中の記憶をたど
るー」に続いて行うもので、故郷と戦争の真実
をみつめます。

企画展「あすてん 2019」出品作家を講師に迎え、親子
で体験するワークショップです。
さまざまに変化する土のおもしろさを生かしてつくり
ます。※展覧会も親子で鑑賞します。

開催中
　9月29日（日）まで

8月1日（木）
� ～ 9月16日（月・祝）

8月4日（日）　10：00 ～12：00

学ぼう！遊ぼう！夏のワークショップ
出品作家と一緒に楽しむ　親子のための陶芸講座

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

開館  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）

あすてん 2019企画展
戦争とやきもの
─代用品・統制品の真実─企画展

小泉公民館　☎29-1377 養正公民館　☎25-3622 市之倉公民館　☎22-3776

8月10日（土）～11月4日（月・祝）
8月10日（土）～11月4日（月・祝）

華めく洋食器
大倉陶園 100 年の歴史と文化特別展

夏ももうすぐそこ。暑い日を涼
やかに彩る自分だけの風鈴を、
やきものでつくりましょう。

7月 6日（土）

季節のワークショップ
土の風鈴をつくろう！

《貴賓用特別食器揃》
大倉陶園　1935 年　奈良ホテル蔵

令和改元記念事業
やきもののひかり

コレク
ション

展

観　覧　料  一般 900 円、大学生 700 円、
高校生以下無料 観　覧　料  一般 330 円、大学生 220 円、

高校生以下無料
※特別展観覧料でコレクション

展も観覧いただけます

時　　間  13：30 ～15：30
対象・定員  小学生以上・14 名
講　　師  作陶館・美術館スタッフ
参　加　費  500 円
申　込　み  受付中

対象・定員  小学生とその保護者・15 組
講　　師  山海実紗
参　加　費  1,000 円（親子2 人1組につき）
持　ち　物  汚れてもよい服装、タオル、飲み物
申　込　み  窓口または電話にて

※焼き上がり後、後日の受け渡しとなります

親育ち4・3・6・3たじみプラン協賛事業

星空観望会&地元音楽家 ミニコンサート

日　　時  8 月18 日（日）　19：00 ～21：00
対象・定員  どなたでも（小学生以下は保護者同伴）・60 名
講　　師  地球村星倶楽部・市原俊子（ピアノ演奏）
参　加　費  無料
チケット  7 月1日（月）10：00 ～窓口・電話にて

脇之島公民館　☎25-5611

天体観測、星のお話、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。※雨天決行

多治見市でつくられた
「手榴弾」

公民館コンサート

発行：多治見市学習館（ヤマカまなびパーク）
企画／編集：公益財団法人 多治見市文化振興事業団
住所：多治見市豊岡町１丁目 55 番地
電話：（0572）23-7022広報誌の発行は多治見市学習館指定管理者の公益財団法人多治見市文化振興事業団が多治見市との協定により実施しています。
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