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三谷幸喜　×　戸田恵子
虹のかけら～もうひとりのジュディィ

11月22日（金）
バロー文化ホール

ぶ ん ぶ んBunBunねっと



バロー文化ホール 検　索

Bun　Bunねっと　No.882

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

Pコード　157-117　　　　Lコード　42987

会場 :大ホール
開場 18:00/ 開演 18:3011月22日㊎

会場 :大ホール
開場 17:30/ 開演 18:001月25日㊏

会場 :大ホール
開場 16:15/ 開演 17:003月8日㊐

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。長年彼女に寄り添ったジュディ・シルバーマンを戸田恵子が
熱演する一人芝居 !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。

紅白歌合戦出場、住友
生命 “1UP”CM ソング
「よー、そこの若いの」
などCMソングを多数
手掛け、圧倒的な声と
言葉を武器に、年間20
本以上のライヴなどで
精力的に活動を展開。
独特の存在感を放つ竹
原ピストルの弾き語り
ツアーを多治見で開催 !

※未就学児無料 /大人 1名につき1名の膝上鑑賞可
　（周りのお客様のご迷惑とならないように配慮をお願いします）

※未就学児無料 /大人 1名につき1名の膝上鑑賞可
　（周りのお客様のご迷惑とならないように配慮をお願いします）

日本の男性ボーカ
ル・グループのパイ
オニア、ゴスペラー
ズ。2019 年 12 月
にメジャーデビュー
25周年を迎える彼
らの記念すべきツ
アーを多治見で開
催 ! 時を超えて愛さ
れるアカペラサウン
ドをお楽しみに。

【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】　4,400円
【全席指定】　7,000円

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

三谷幸喜×戸田恵子
虹のかけら~もうひとりのジュディ

住友生命「Ｖｉｔａｌｉｔｙ」ｐｒｅｓｅｎｔｓ

竹原ピストル
全国弾き語りツアー2019-2020   It's My Life

ゴスペラーズ
坂ツアー2019～2020“G25”

好評
発売中

好評
発売中

初春バレエ祝賀コンサート
～キエフ･クラシック･コレクション～

会場 :大ホール
開場 18:00/ 開演 18:301月23日㊍

弦楽アンサンブルの
生演奏をバックに、
華麗なバレエが舞う、
新春ならではの贅沢
プログラムをお届け
します。

【プログラム】
チャイコフスキー：花のワルツ
モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジークより
J.シュトラウス2世：美しく青きドナウ
                               「こうもり」序曲 ほか

Pコード　494-670　　　　Lコード　43988Pコード　497-086　　　　Lコード　41334

［Club会員先行発売］　11月10日 (日)~13日（水）
［一般発売］                11月30日 (土)

好評
発売中

託

児あ
り要申

込託

児あ
り要申

込

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

SNS更新中

@tajimibunka

イベント情報やチケッ
ト情報、日常の一コ
マなど、広報誌では
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~）



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.88 3

Lコード　43989

Lコード　42768

Lコード　42211

会場 :小ホール
開場 18:30/ 開演 19:00

11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 16:30/ 開演 17:0010月27日㊐

超絶技巧と美しい旋律で
国内のみならずアジア各
国でも大人気のフィン
ガースタイル・ギタリス
ト2人による夢の共演 !
メロディアスなオリジナ
ル曲、カバー曲で魅了し
ます。デュオアルバムの
発売を記念した特別な公
演です。

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。
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、三味線 2丁による原点回
帰のステージ。心に響く、津
軽三味線の音色をじっくりと
ご堪能ください。

伊勢正三・太田裕美・大野真澄の 3人によるユニット。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  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※）
※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

「多治見るこみち（※）」コラボ企画
井草聖二・ギターグループレッスン

吉田兄弟
20周年記念　三味線だけの世界

なごみーず
アコースティックナイトin多治見

「まるごと一日音楽の日」プレ企画
齊藤順子・髙橋賢亮と歌う昼下がり

~発表 !来年の「まる音」はこの曲だ~

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㊏

会場 :小ホール
開場 13:30/ 開演 14:00

12月9日㊊ 御嵩町出身。2018年に開催さ
れた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。齊藤順子、髙橋賢亮がお届けする、

歌の魅力満載のコンサート。
2020年 6月開催の「まるごと一日音
楽の日」で演奏する曲も発表します。

【プログラム】
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 ほか

プロから直接アドバイスがもらえる貴重な時間！

【日　時】11月6日（水）19:00～ 20:30
【参加費】一般 3,500 円、高校生 1,000 円
　　　　（11/8「井草聖二＆松井祐貴ギターライブ」 入場券付き）
【定　員】10名
【持ち物】アコースティックギター、ピック
【申込み】●バロー文化ホール窓口・電話
　　　　  ●「多治見るこみち」申込フォーム ）にて受付中

【全席自由】
1,000円（お茶・お菓子付き）
※当日200円増（150枚限定）

【プロフィール】

【全席自由】　500円

Pコード　144-773　　　　Lコード　43670

Ⓒ浜松国際ピアノコンクール事務局

［発売日］ 10 月20日 (日)

残り
わずか

2009 年アコースティッ
クギターの全国大会
「FINGER PICKING 
DAY2009」で最優秀賞
とオリジナルアレンジ賞
を受賞。2010年アメリ
カで開催された「39th 

Walnut Valley Festival」に日本代表
で出場、Top5に選ばれる。現在ライブ
演奏の他、作曲家としても活動中。近年
は海外での演奏活動も精力的に展開。

2011 年デビューアル
バムをリリース。現在
YouTube の総動画再
生数は2,600 万回を超
える。ソロギタリストと
して全国でのライブ活
動を中心に、楽譜制作、

ギター講師など多岐に活躍。近年では
中国、香港、台湾、韓国、ベトナム、
アメリカでのソロライブを開催するなど
海外での評価も高い。

※多治見市観光協会主催の多治見観光体験プログラム
今年も市内各地で様々な体験ができます。
詳しくはこちらをご覧ください（http://tajimirukomichi.jp/）

井草聖二 松井祐貴

託

児あ
り要申

込

託

児あ
り要申

込

託

児あ
り要申

込

託

児あ
り要申

込

託

児あ
り要申

込

好評
発売中

好評
発売中

好評
発売中



バロー文化ホール 検　索

Bun　Bunねっと　No.884

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

【全席自由】
500円（共通券）会場 :小ホール10月14日㊊㊗

会場 :大ホールロビー
時間 :13:00 ～ 14:20

会場 : 大ホールロビー
開演 14:00

12月12日㊍
会場 :大ホール
12月21日㊏

愛と死を
みつめて
10:00 上映

吉永小百合
浜田光夫 出演
（昭和 39年公開）

東京流れ者
14:30 上映

渡哲也
松原智恵子 出演
（昭和 41年公開）

演出：川村ミチル
出演：劇団そらのゆめ

Ⓒ日活 Ⓒ日活

入場無料

劇団そらのゆめ「宮澤賢治のたからばこ」
会場 :小ホール
開場 14:30/ 開演 15:001月13日㊊㊗

未就学児入場可

【全席自由】一般  1,000円（Club会員　700円）
　　　　　高校生以下  500円　　未就学児入場可

ワンコインで2作品鑑賞できるお得な映画会です。

懐かしの歌をピアノの伴奏で歌いませんか。
《出演》羽山園美（ナビゲーター）
　　　  藤掛幹奈子（ピアノ）

気弱で内気なケンタ少年は、同級生からいつもからかわれてばかり
…。唯一の友達も転校してしまいます。そこへ風が吹き現れたのは宮
澤賢治。渡されたトランクから現れたおかしな二人組と賢治の世界に
旅立ちます。行きついた先で待っていたのは…。初めて賢治作品に出
会う子どもにも思いっきり笑い楽しめるお芝居をお届けします。

混声合唱団によるクリスマスを
楽しむコンサート。

大ホールの舞台で思いっきり音を出してみよう！反響板
を設置していますので、生音での合奏練習に最適です。
※マイク等の音響機器は使用できません

【占有時間】10：00～ 18：00のうち１時間
【募集定員】8組
【参 加 費】1,000円
【使用できる備品】ピアノ（スタインウェイ／下手に据え

置き）、椅子、譜面台、指揮者台
【申 込 み】10月 26日（土）10:00～窓口にて
　　　　　 　　　　　　　　   11:00～電話も可

チロリン村合唱団

昭和の歌声喫茶

器楽の日

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利用してみ
ませんか。
【募 集 数】毎月1組
 （1月~3月の3カ月分を募集）
【募集開始】10月2日（水）10：00~
【申込方法】所定の申込用紙をバロー文化 
 ホール窓口まで提出

※詳細は募集要項（ホームページ掲載）
をご覧ください

【料金】200円（お茶付き）、申込不要（当日お越しください）

第4回 昭和のスター ワンコインシネマ館

ロビーdeマイコンサートお客様感謝DAY
あなたも出演しませんか ?

「ロビーdeマイコンサート」
出演団体募集

たじみワンコイン寄席

会場 :大ホール舞台上
開場 13:00/ 開演 13:30

11月13日㊌
1月8日㊌

人気と実力を兼ね備えた二
ツ目が毎回登場。舞台上に
本格的な寄席空間をつくり、
ぐっと間近でご堪能いただ
けます。
《出演》春風亭一蔵（11月）
            三遊亭わん丈（1月）

【全席自由】　各500円
　　　　　　（各250枚限定）

好評
発売中

好評
発売中

［発売日］ 10 月13日 (日) Lコード　42578

Ｕ-18 演劇サポート
子ども達に、演劇をもっと身近に感じてもらうために新たな事業がはじまります。
①プロの演出家が高校の演劇部に出向き指導します
②バロー文化ホールの舞台専門スタッフが、効果的な照明や音響の使い方をレクチャーします
③子ども向けの演劇鑑賞講座を行います
④子ども対象の演劇公演を開催します

託

児あ
り要申

込

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.88 5

主催：TAJIMI CHOIR JAPAN
共催：多治見市文化会館

12月15日㊐
会場 :大ホール
開場 14:30/ 開演 15:00

12月6日㊎11月14日㊍10月24日㊍
大阪フィルで長くオー
ケストラの屋台骨を
支える“サイテー（低）
音 ”、チェロとコントラ
バスの首席コンビを組
んだ 2人のコンサー
ト。音楽もさることな
がら抱腹絶倒のトーク
もご期待ください。

《出演》
新
あたらし

 眞
しん

二
じ

（コントラバス）
近
こん

藤
どう

浩
ひろ

志
し

（チェロ）

地元で活躍する2人によ
るコンサート。本格的なオ
ペラ・アリアから楽しい日
本の歌まで幅広いレパート
リーでお届けします。

名古屋音楽大学の教員と学生で結成されたアンサ
ンブル。温かなマリンバの音色をお楽しみください。

vol.32 Nagoya Marimba Ensemblevol.31 ザ・ロウボーイズvol.30 鷲見真純＆松平千明

毎年好評を博しているクリスマスコンサート。美し
いオーケストラと合唱の響きをお楽しみください。

【指揮者】柘植洋子
【オーケストラ】アンサンブル・セラと有志演奏家
【合　唱】TAJIMI CHOIR JAPAN

多治見少年少女合唱団
クリスマスコンサート

【全席自由】　
一般  1,000円　　高校生以下  500円

≪共通≫    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【応募資格】　・10:00～16:00まで出店できる方（野菜・花苗ブースは10:00～12:00または13:00～15:00）
　　　　　　・決められた範囲内で出店できる方
【申込方法】　申込用紙に必要事項をご記入の上、出品物の写真を添え、10月20日（日）17：00までに窓口・郵送・メールにて
　　　　　　お申し込みください（応募多数の場合は抽選を行います）。
【注意事項】　・同一の団体・個人・ご家族での複数日及び複数のブースへの出店はお断りします。
　　　　　　・出店料のお支払い後、キャンセルをした場合は、返金いたしません。お支払いについては、出店が確定し

た後にご連絡いたします。
　　　　　　・商用利用が許可されていない原材料を使用した製品や、布や糸などの原材料の販売はできません。

【出 品 物】ご自身で制作されたクラフト
作品

【出 店 料】1日2,000円
【ブースの広さ】幅2m×奥行2m
【募集定員】各日60ブース（予定）
【貸出備品】
机〔幅180×奥行60×高さ70cm〕・椅子
パネル〔縦120×横180cm〕を各1

日　程 : 3月14日（土）・15日（日）　時間：10:00 ～ 16:00

年に一度のものづくりの祭典 ! 【ヒト×モノ】さまざまな交流が生まれる場所。見て、話して、作って、買って、楽しもう!
 　ファミリーで楽しめるクラフト市にあなたも出店してみませんか?

【内　　容】子どもから大人まで「ものづく
り」が楽しめる体験コーナー

【出 店 料】1日4,000円
【ブースの広さ】幅4m×奥行2m
【募集定員】各日14ブース（予定）
【貸出備品】机・パネル各2、椅子（応相談）
　　　　　 ※電気使用可
【場　　所】展示室（事務局で決定）

【出 品 物】ご家庭の菜園で育て
た野菜や花苗など

【出 店 料】2時間1,000円
【ブースの広さ】幅2m×奥行2m
【募集定員】各日12ブース（予定）
【貸出備品】机・椅子を各1
【場　　所】屋外（事務局で決定）

【出 品 物】焼菓子やパン
など（現地調
理不可）

【出 店 料】1日2,000円
【ブースの広さ】
 幅2m×奥行2m
【募集定員】各日10ブース
【貸出備品】机・椅子・パネ

ルを各1

クラフト作品販売ブース ワークショップ ブース 野菜・花苗 販売ブースグルメブース

第 53回第 53回
多治見市市民文化祭多治見市市民文化祭

のお知らせのお知らせ
2020年の市民文化祭の日程が決定しまし
た。募集の詳細につきましては、次号の
「BUNBUNねっと」をご覧ください。

◆邦楽の部　　5月10日（日）・17日（日）
◆器楽の部　　5月23日（土）
◆合唱の部　　5月31日（日）
◆ダンスの部　6月14日（日）・21日（日）

※14日のみバレエマットあり

友の会
「たじともClub」「たじともClub」

会員募集中会員募集中
【期　限】2020年 3月 30日（月）
【会　費】1,500円 (10月 1日入会分より）
【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
【申込み】所定の申込用紙に年度会費を添え
　　　　　てバロー文化ホールまで提出
　　　　　（随時受付）

第12回 スーパー手づくりマーケット　出店者募集!

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 未就学児
入場可



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。

…………………………………………………………………………………

10月12日、19日
11月2日、9日
12月7日（各土曜）
各日19：00～
※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。

【会場・受付】　地球村天文台
【持ち物】　防寒具など天文台の隣にあるベンチは多治見市らしい

タイル造り。ゆったり腰かけて肉眼での観
望が楽しめます。

参加無料
申込不要

開始まで本館ホールでお待ちの際は専用の待機席をご利用ください

秋

秋

　　木星、
土星の見ご

ろは11月頃
まで。

　12月から
は金星が見

えるように
なりますよ

。

11月2日　月と土星
が最接近！

地球村で感じる

気分ゆったり

地球村には15㎝の大型望遠鏡を
有する天文ドーム、ルーフ可動
式の第２観測所の２つの観測施
設があります。

講師のスケジュールにより、
お受けできない場合があります
お早めにご予約ください

【対　象】ご宿泊のお客様
【参加費】１組５名まで　1,000円
　　　　　以降１名ごとに200円
【申込み】電話または窓口にて

雨
天
、
曇
天
時
も

ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
型

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
に

搭
乗
し
た
り
宇
宙
の

お
話
が
聴
け
ま
す
よ
！

講師：地球村星倶楽部

◀
天
文
ド
ー
ム（
第
１
観
測
所
）

◀
第
２
観
測
所

天文台のご紹介

・タープテント
　１日300円
・折り畳みテーブルセット
　１日300円
・BBQコンロ
　１日300円
・卓上コンロ・テーブルセット
　１日500円

▲タープテント＆
　折り畳みテーブル
　セット

▲卓上コンロ・
　テーブルセット

準備を楽にするキャンプグッズの貸出も始めました！

秋はキャンプのベストシーズン。
キャンプ場・天文台を備えた地球村で
キャンプデビューしてみませんか？

地球村キャンプ場

ＢＢＱセット

ご希望日の１週間前までに
電話でお申込みください

【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
（紙皿、割りばし付き）

▼上水道、水洗トイレを完備しています

ハンモック
NEW

ルームテントの隣に
期間限定で設置します
※共有スペースとなりますので
　譲り合ってご利用ください　

土曜日の夜は、　どなたでも
参加できる無料の観望会
を不定期に開催して
います

【対 象】ご宿泊 客様

１人前　1,900円
販売はじめました！

要予約・４人前から受付

家族で協力して炊事やテント張り。
連帯感が最高に高まった所で
一緒に見た星は
きっと一生の思い出になりますよ。

１区画の定員は最大40名。
お友達の家族と一緒に使うのにお勧めです。
もちろん１家族でひろびろ使うのもOK！

秋限定！　森のブックコーナー

ルームテント
スポーツの秋、来年のオリンピックに
向けてスポーツ漫画などを揃えました！
※こちらのテントでは宿泊できません

ご利用時間
９：00～16：30

キャンプ ！空星といえば

2,420円　※市内料金
１　区画
１泊

※
画
像
は
イ
メ
ー
ジ
で
す

地球村に宿泊したら天文台で星を見よう

予約制

グ
ラ
ン
ピ
ン
グ
気
分
で

読
書
を
楽
し
も
う
！

も
う
す
ぐ
本
館

ホ
ー
ル
の
暖
炉
に

火
が
入
り
ま
す
よ

三の倉市民の里　地球村 検　索

三の倉市民の里
地球村

Bun　Bunねっと　No.886



地球村のロ
グハウスが

　　ハロウ
ィンタウン

に！地球村地球地球村村村
　　　 ハロウィン

タ
ハロハロウィン

タウンにンンタウンに

【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
10月5日（土）、6日（日）
11月2日（土）、3日（日）、16日（土）
12月7日（土）、8日（日）、21日（土）
各日10：00～12：00、13：00～15：00

ハ
ー
ネ
ス
・
ロ
ー
プ
に
よ
る

補
助
が
つ
い
て
い
る
の
で

初
め
て
の
方
で
も
安
心
で
す
。

参加無料
申込不要

大根収穫体験抜き抜き
11月16日（土）※雨天決行　①10：00～　②10：45～
【定　員】各回15組
【受付・駐車場】三の倉神社
【参加費】１口（10本）600円
【持ち物】動きやすい服装、帽子、飲み物、持ち帰り
　　　　　用の袋など
　　　　　※雨天時はレインコート等
【申込み】11月２日（土）9：00～
　　　　　電話または窓口にて。１件の電話で1組まで。１組２口まで。

協力：㈲池田南営農

原木しいたけ収穫体験
歯ごたえが違う！

11月９日（土）①10：00～　②10：45～
【定　員】各回10組
【受付・駐車場】地球村グラウンド
【参加費】１口（約200g）400円
【申込み】10月19日（土）9：00～
　　　　　電話または窓口にて。
　　　　　１件の電話で１組まで。１組２口まで。

【時　間】①10：15～11：30　②11：15～12：30　③13：15～14：30
【対　象】小学生のいる家族・親子　　【定　員】各回20組
【参加費】無料　　　　　　　　　　　【持ち物】汚れてもよい服装
【申込み】10月５日（土）9：00～電話にて　※１家族に付き１台まで

親育ち4・3・6・3たじみプラン推進事業

たじみ子どもの権利の日協賛事業

親子で作って走らせよう

ペットボトルソーラーカー

秋祭り地球村の 10/27（日）
10：00～15：00

家族で共同作業！
協力してソーラーカーを組み立てよう。

ハロウィン風にデコられた地球村で
１日遊んじゃおう！
【参加費】子ども一人につき100円
　　　　　※仮装している子は無料
【駐車場】地球村グラウンド

協力団体
㈲池田南営農、ガールスカウト岐阜県第
22団、子ども会連合会、多治見子ども会
議子どもスタッフ、多治見市レクリエー
ション協会、多治見峰遊会、地球村星倶
楽部、ボーイスカウト多治見協議会、ホ
クラニ・ピーチ、森を作ろう会、他

新しい工作

他にも…フリークライミング、丸太切り体験、竹とんぼ作り、サモア体験、
モンキーブリッジ、プラネタリウム、フラダンス体験、段ボール迷路、などなど！
※天候等により内容を変更、中止する場合があります

◀
バ
ー
ム
ク
レ
ッ
テ
ン

第21回たじみ子ども会議で
提案したイベントも実施します ！

初参加！「子どもスタッフ」

昆虫食＆宇宙食
食糧問題を解決すると言われる昆虫食、宇宙飛行士も食べている宇宙食。
未来の食事を体験してみよう！

※画像はイメージです

エピソード０

収穫の秋を楽しもう！

この日だけしか体験
できない遊びがたく

さん！

　お弁当をもって地
球村で１日遊んじゃ

おう！

エピソード０
謎地球村　解きフィールドゲーム

2020

NEW　!

毎年冬季に開催している
大好評のリアル謎解き
地球村フィールドゲームの
お試し版を
秋祭りで体験できます！

特設ロープウェイ　！

ガールスカウト
カレー販売あり
限定150食
350円

宝石掘り　！　?
NEW　!

【参加費】各300円
【受　付】9：00～15：00

600円から

宇宙食一例

宇宙たこ焼き他

1,400円から

昆虫食一例

バッタミックス他

秋祭り特別講座

かんたん工作に

新メニューが増え
ました ！

※画像はイメージです

木のスマホ
木のメモスタンド

知
力
を
武
器
に

謎
を
打
ち
破
れ
！

高温乾燥させて塩を振った昆虫をパック詰め
スナック感覚で食べてみよう

フリーズドライのたこ焼きはどんな食感　！　？
タコもしっかり入っているよ

販売はじめました

高
さ
15
メ
ー
ト
ル
の

木
登
り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
！
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Kasahara cooking club 【申込み】10月1日（火）9：00～　詳細はお問合せください

11月24日（日）
 　　13：30　　　14：00開場 開演

2020年3月15日（日）
　　13：00　　　13：30開場 開演

【定　員】12名
【講　師】洞谷多美江
【参加費】1,950円

【対象・定員】中学生以上・12組
★親子参加OK（子ども2名まで・4歳から小学生まで）
※親子1組で1人前の材料となります
※中学生から参加費が必要
【講　師】可児枝里子　【参加費】1,950円

【定　員】24名　【講　師】洞谷多美江
【参加費】1,600円

【定　員】24名　【講　師】洞谷多美江
【参加費】2,140円

11月16日（土）
10：00～12：30
・ウインナーチーズパン
・胡麻いり豆腐パスタ
・黒ごまげんこつ

2020年1月14日（火）
19：00～21：00
・カニかまと豆腐の玉子丼
・はんぺん団子汁
・ジャガイモの味噌ステーキ
・お楽しみおまけの１品

12月10日（火）
19：00～21：00
・洞谷家の鶏から
・ラザニア　　・野菜スープ
・ディップスティックサラダ
・プチプレゼント付き

12月7日（土）
9：30～13：00
・ブリオッシュのクリーム
パン

・りんごの焼き春巻き

洞谷式おいしい時短レシピ
パンとお菓子と パスタ

エリコ先生のおいしいパン教室

誰でも参加できる音楽劇 Vol.8  我らの『シェイクスピアが転んだ!?』

チャチャッと

公募による市民約70名が、半年をかけて創り上げる舞
台「誰でも参加できる音楽劇」…。今年はシェイクスピ
アの戯曲を素材にしたオリジナル作品を上演します。
ひとりひとりの“情熱”が舞台の上で“開花”します。
ぜひご覧ください。

2次発酵からのパン作りと焼いている間
のお菓子作り。チャチャッと作れるパス
タもあって、大満足！

手ごねパン教室。材料に
もこだわったパンを作っ
てみませんか。

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！

落語の世界 春風亭一之輔独演会
アザレアホール恒例となった落語会
開催！今、最も注目されている噺家
「春風亭一之輔」がアザレアホール
に登場!! 時間を忘れるほど、おたの
しみください。

【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 500円引
【チケット発売】10月12日（土）～ ※未就学児入場不可
【プレイガイド】笠原中央公民館　☎43-5155　　　Ｐコード：497-289

10月26日（土）
10：00～12：00

魔
ま

法
ほう

使
つか

いに大
だい

変
へん

身
しん

⁉
オモシロ仮面を作ろう！

たじみ子どもの権利の日協賛事業

“魔
ま

法
ほう

の壺
つぼ

”から出た
言葉をヒントに仮面
を作って大変身！
自由に材料を使って
オモシロイ魔法使い
になりましょう。

【対象・定員】小学生・20名
【講　師】おのうちやよい（アトリエ・ピッピ主宰）
【参加費】500円
【申込み】10月1日（火）9：00～

【チケット】全席自由　1,500円　※未就学児入場不可
チケット発売中！　好評につきお早めに！

【総 監 督】水野妃佐子
【脚本・演出・編曲・音楽監督・指揮・構成】江端智哉
【振　　付】三宅恵理・小野愛加・江端智哉
【ピ ア ノ】市原実小代・辻彩花

【舞台監督】礒田有香　アトリエゆえ
【照　　明】杉本典隆　㈱ステージスタッフ名古屋
【音　　響】内海豊司　テトラテック
【衣装協力】下斗米大輔　㈱FGG　　㈱ブライダル21
【ヘアメイク】辻波希
【オープニング映像】三宅恵理

秋 も笠原がおもしろい！

我らの『シェイクスピアが転んだ!?』関連事業

～うれしい気持ちになりますように～ 魔
ま　ほう

法をかける30日
　

大人気！笠原発のなぞときゲームです。クリアした時の達成感は最高！
大人版：500円　子ども版：300円

　

分館には「ふしぎのトビラ」がかくされています。さぁ！あけてみましょう。何があるかな？

なぞときゲーム「新作」はじまるよ！

図書館 笠原分館 「ふしぎのトビラをあけろ！」

クリスマス
スペシャル

1日限定
企画

う
10月26日（土） start！

キラキラステッキをつくろう！
作ったあとは、ティアラをつけて写真をとろう！
11月17日（日） 10：00～11：30

【対象・定員】小学生・12名
【参加費】500円
【申込み】10月1日（火）9：00～

まほうワークショップ

参加無料

な？

©photo by キッチンミノル
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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
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 【申込み】10月1日（火）9：00～　詳細はお問合せください

図書館笠原分館
☎43-5157

大 人 の シ ュ ミ カ ツ 【申込み】10月1日（火）9：00～　詳細はお問合せください

カラダが硬い人のためのヨガ 大人の美容バレエエクササイズ

他にはないレッスン内
容をお届けします！

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】16名
【講　師】森あかね
【参加費】3,540円

【定　員】16名
【講　師】横井真由
【参加費】4,860円

10月21・28日、11月11・18・25日、
12月2・9・16日、2020年1月6日
（月曜・全9回）
 19：30～21：00

10月22日、11月5・19日、
12月3・17日、2020年1月7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

「見て・さわって・かんがえる」
を大切にした、ふしぎな化学
工作ができます。
10/5・11/2・12/7

毎月第1土曜日 11：00～12：00
参加無料

笠原体育館

初心者も経験者
も。子どもから
シニアまで。
卓球ライフを楽
しみましょう！
10/19・11/16・12/21
毎月第3土曜日 13：00～17：00
（13：00～15：00指導者が在籍します）
【対　象】子どもから大人まで
【参加料】大人　 1人 110円

子ども 1人  50円

卓球の日

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！
10/19・11/16・12/21
毎月第3土曜日 11：00～12：00

おはなしの会

Autumn Autumn

11月30日（土） 10：00～12：00

11月16日（土） 12：30～17：00

10月19日、
11月9・23・30日、12月7日
（土曜・全5回） 10：00～12：00

10月23日、11月27日、
12月11日　（水曜・全3回）
10：00～11：30

11月10日（日）　 　　　　 9：30　　　　　　10：00　　　　　 笠原体育館 ほか開会式 競技開始 会　場

12月1日（日） 10：00～ 11：30

10月27日（日）
10：00～14：30

小学生、中学生対象
クリスマスフラワーデザイン教室

ボードゲームフェスタ まいたーん！ 和モダンで華やかに
お正月スワッグ

俳句　はじめの一歩

【定　員】12名
【講　師】渡辺美晴
【参加費】1,560円

スッキリ！疲れがとれるヨガ　秋・冬

ゆったりやさしいヨガで、気持ちよ
～くカラダとココロをほぐして、日
頃の疲れをリセットしませんか？

【定　員】20名
【講　師】森あかね
【参加費】5,720円

10月16・30日、11月13・27日、12月11日、
2020年1月8・22日、2月5・19日、3月4・18日
（水曜・全11回）　19：00～20：30

かさはらHAPPYスクール

たじみ子どもの権利の日協賛事業

地域連携事業

お楽しみ企画満載のスペシャル
バージョンです！ぜひ、ご参加
くださいね。
12/8（日） 10：30～12：00

おはなしの会
クリスマススペシャル

円錐のフォームに飾り付けて、ク
リスマスツリーを作ります。クリ
スマスまでの4週間を楽しみま
しょう！

世界のおもしろいボードゲームで遊ぼう。
最近人気が出てきた「ス
ワッグ」。お正月が過ぎた
ら水引をはずして飾れる
2wayスワッグです。花と
水引は選べますよ。

【対象・定員】小学生・中学生・20名
【講　師】小川多津子
【参加費】700円

※材料費の一部は公益社団
法人 日本フラワーデザイ
ナー協会からの助成

【申込み】10月1日（火）9：00～

【対象・定員】小学生以上・24名
【参加費】大人500円　高校生以下300円

親子2人で500円
【申込み】10月1日（火）9：00～

窓口またはホームページで

【対象・定員】成人・12名
【講　師】花井紀江
【参加費】3,000円
【申込み】10月1日（火）

9：00～

金継ぎ　 入門編Ⅱ

伝統工芸金彩色師から漆による本格的な金継ぎを習います。春講
座にて好評のため第二弾開講！

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】10名
【参加費】5,000円　道具代・材料費別途必要
※「欠け」茶碗の金継ぎをおこないます
※講座で使用する漆はカブレの原因物質を含んでいます

こだわりスタの祭典
～あなたのこだわりがセカイを楽しくする～

笠原町の秋を彩る
文化の祭典。展示
とステージ発表で
公民館を中心に活
動する団体が、日
ごろの活動の成果
を発表します。

　　　 　10月16日（水）～20日（日）
9：00～19：00（最終日は15：00まで）

　　　 　10月20日（日） 9：30開演

展 示

ステージ

さまざまな“こだわり”をもった
方々が集合！楽しい時間を提供し
ます!!

入場無料

入場無料（一部有料ブースあり）

子どもから高齢の方まで楽しめるスポー
ツとレクリエーションの祭典。笠原校区以
外の方でも気軽に参加できます。

車椅子バスケ体験教室

スポレクかさはら2019 カサリンピック地域連携事業

アザレア文化祭＆ふれあい福祉まつり

岐阜県の車椅子バスケット
チーム「岐阜SHINE」による
体験教室を開催します。

4回開催
①10：00～　②10：30～
③11：00～　④11：30～
【対象・定員】小学4年生～中学生・各回8名
【申込み】10月1日（火）9：00～ 詳細はお問合せください

ソフトバレー、グラウンド・ゴルフの参加者募集
【参加費】1人100円
10月19日（土）までに笠原中央公民館へ

同時開催：かさはら産業フェスタ
講座「設立！こども会社」参加の子
どもたちによる3つのお店も登場！
㈱POTION・ゆめみるひつじのわたあめこーぼー・㈱紅葉

事前募集

参加無料

協力／笠原町商工会

　　　　笠原体育館
第1競技場

会 場
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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



【講　師】長久智子
　　　　（徳川美術館 学芸員）
【受講料】3,000円（入館料含む）
【定　員】20名

美術館を見学したときに、作品や企画展の見所を知っておきたかった、という経験は
ありませんか？作品展をさらに楽しむには、企画者である学芸員から話を聞くのが一番！
講義形式で解説を受けた後、実際に美術館に出かけて作品を鑑賞することで、120％
美術館と企画展を満喫できる講座です。
※美術館には各自でお越しいただきます　現地集合・解散

徳川美術館 秋季特別展

「殿さまとやきもの
  ― 尾張徳川家の名品 ―」

　　 10月18日　　　 10月25日
 会場：ヤマカまなびパーク6階視聴覚室 会場：徳川美術館 講堂

（金曜・全2回）13：30～15：00

講座 見学

この展覧会では１万件余りにのぼる尾張徳川家伝来の大名道具から「陶磁」という素材に
焦点を絞り、文化史と陶磁史の二つの視座から一挙に紹介します。徳川将軍家に次ぐ家
格を誇った尾張徳川家の歴代藩主たちが必要とし、選び、用いた焼き物の数々とその背
景にあった近世の美意識と価値観をお楽しみください。

美術館探訪シリーズ 第 2弾
好評販売中

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）

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。

10月9日・16日・23日、11月6日・13日・
20日・27日、12月4日・11日・18日
（水曜・全10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】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】7,200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】55名　【受講料】6,000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）

10月11日・18日・25日、11月8日・
15日・29日、12月13日・20日
（金曜・全8回） 18：30～19：45

10月11日・18日・25日、11月8日・
15日・29日、12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

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。
※ 継続講座のため、巻の途中（真木柱）からの開講となります。

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。
10月…お市と淀君　11月…出雲阿国　12月…じゃがたらお春

【受講料】秋～冬期3,000円（秋期のみ1,500円）
【会　場】7階多目的ホール

【受講料】秋～冬期3,000円（秋期のみ1,500円）
【会　場】5階学習室501

秋期　10月3日、11月7日、12月5日
（木曜・全3回）13:30～15:30
冬期　2020年1月9日、2月6日、3月5日
　　　（毎月第1木曜　１月のみ第2木曜）

秋期　10月18日、11月15日、12月20日
（金曜・全3回）13:30～15:30
冬期　2020年1月17日、2月21日、3月20日（祝）（毎月第3金曜）

1000年を生きる女 源氏物語時代を生きた女たち
古典文学講師　勝典子の年間講座 　　　　申込受付中

スポーツの秋、到来！秋の夜長に体を動かしてみませんか？
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！

曜変天目（油滴天目）
大名物　中国・金時代　12～13世紀

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】10月3日（木）9：00～窓口にて　13：00～電話取り置きも可能（☎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。
 これまで気軽に参加していただけるよう講座受講料の改定を見送ってまいりましたが、10月より消費税が改定されるのにあわせ、受講料の見直しを

行いました。今後も質の良い、興味深い講座を企画してまいりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
受講料改定の
お知らせ【 】

放送大学連携講座

全身スッキリ！骨盤調整

大河ドラマをもっと楽しむ！ 聖帝（ひじりのみかど）の御世
仁徳天皇

平家物語を読む ～名場面集～

～年齢に合った健康で美しい身体に～

明智光秀 ～その生涯～

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！

本能寺の変で主君織田信長
を殺害した明智光秀。本講
座では三回にわたり、光秀
の出自、軍記物語などから
見る信長に仕えるまでの光
秀、そして本能寺の変につ
いてみていきます。

日本最大の古墳、大山古墳の埋
葬者は、第16代の仁徳天皇と
伝えられています。
「聖帝（ひじりのみかど）」と称
された仁徳天皇に関わるエピ
ソードや、大型古墳が築かれた
時代などについて解説します。

生田・一ノ谷合戦後、公達の首と、捕虜重
衡が都大路を渡された。
昨日までの美しい公達を忘れ得ぬ人々は変
わり果てた姿に袖を濡らさぬ者はない。重
衡は鎌倉に連行され、一方、維盛は屋島を
出奔。高野で出家した後、那智の沖で入水する。

【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
【定　員】35名
【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

【講　師】長屋隆幸
【受講料】1,800円
【定　員】65名
【会　場】5階学習室501

【講　師】各務嘉洋　【受講料】600円
【定　員】65名　【会　場】5階学習室501

【講　師】いのぐち泰子（NHK文化センター 講師）　【定　員】65名
【受講料】3,000円　【会　場】5階学習室501

10月10日・17日・24日、
11月14日・28日、
12月12日・19日・26日
（木曜・全8回）13：45～15：00

11月17日・24日、12月1日
（日曜・全３回）
10：00～11：30

11月30日(土）
10：00～11：30

10月23日、11月6日・20日、12月4日・25日
（水曜・全5回）13：30～15：00

遺伝子組換食品・食品偽装など、食に関する話題は尽きません。
食の安全性に関して考えていきましょう。なお、この講義は通
年で行っています。

食の安全性

10月23日、11月6日、12月25日、1月15日、
2月19日、3月25日（水曜・全6回）10：00～11：30

【講　師】髙見澤一裕（放送大学岐阜学習センター客員教授）
【受講料】無料　【定　員】20名
【会　場】5階学習室501北 ほか
【持ち物】テキストが必要です。お問合せください。

放送大学は、テレビなどの放送を利
用して授業を行う通信制の大学で
す。学習の進め方、入学手続きなど
についてお話しします。予約不要で
すのでお気軽に直接会場へお出かけ
ください。

＜より参加しやすい！回数券はじめます！＞
・5回分で5,000円

・秋講座＆冬講座の期間有効です

10～12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２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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【放送大学入学説明会】
日時：12月14日（土）、
　　  1月19日（日）
　　  13：00～14：00
【会　場】6階視聴覚室　
【申　込】不要
【問合せ】放送大学
　　　　多治見分室
　　　　☎24-6309



【発 売 日】10月3日（木）9：00～窓口にて　13：00～電話取り置きも可能（☎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。

生田・一ノ谷の合戦

多治見市の生涯学習事業「桔 大学」。70代・80代の
方が中心となって、学習やクラブ活動をされています。
１年間の学習の成果を発表する「文化祭」を今年も開
催します。皆様のご来場をお待ちしています。

問合せ　桔 大学事務局（多治見市学習館） ☎23-7022

桔梗大学文化祭第34回 ヤマカまなびパーク1階
　　　　  11月20日（水）～24日（日）
9:00～18:00　※最終日は16:00まで
展示部門

ヤマカまなびパーク7階多目的ホール
　　　　　　  11月21日（木）
13:30開演
ステージ部門

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。

10月15日、11月19日、12月17日
（火曜・全3回）10：00～11：30

10月11日、11月8日・29日
12月6日・13日（金曜・全5回）
13：30～15：00

10月1日(火)～10月31日(木）
9：00～16：30 10月24日（木）～11月17日（日）

9：00～21：30
最終日は12：00まで

10月24日（木）
10：30～12：00

【講　師】多々良恵子
【受講料】2,400円
【会　場】5階学習室501
【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

【講　師】水野妃佐子
【受講料】3,000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

【場　所】１階サンルーム前
※撮影用のグッズを用意しています
　撮影用のカメラをお持ち下さい

【講　師】富田ゆか　【受講料】600円
【定　員】15名　【会　場】6階美術室
【持ち物】筆記用具、お使いのスキンケア用品
　　　　口紅、リップブラシ（あれば）
【共　催】市民活動交流支援センター

からだメンテナンス
めざせ！マイナス10才！

豊かな自然と熱い思いの万葉歌
季節の中で1300年前の万葉人が詠ん
だ、愛の歌、恋の歌、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

10月24日、11月28日、12月26日
（木曜・全3回）10：00～11：30
【講　師】安田直幸
【受講料】1,800円
【会　場】5階学習室501

万葉の四季四季
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！

今年もやります☆ハロウィンフォトス
ポット！素敵な写真を撮ってハロウィ
ン気分を盛り上げちゃいましょう！

シニア世代に大事なスキンケアを学
びます。後半は、若々しく見え簡単
にできる「リップメイク」を実習しま
す。
※いつものメイクでご参加ください

シニア世代の
スキンケア&
リップメイク講座

高校生のみなさんが描いた力作を、近
くでじっくり見ることができる貴重な
機会です。ぜひ足をお運びください。

ジーンズで
コーラスを！

多治見工業高校
洋画部　作品展

知っているようで知らない

楽しいハロウィン
フォトスポットフォトスポット

welcome1

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しい一歩に。
アクティブシニアの新しい世界との出会いを提案します。

が

入場無料

参加無料
申込不要 入場無料

たじみ子どもの権利の日協賛事業たじみ子どもの権利の日協賛事業

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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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

【募集期間】　9月1日(日)～10月31日(木)

一般の部
【募集部門】小説・エッセイ・詩・歌詞・短歌・

俳句・川柳
【応募資格】高校生以上　※居住地は問いません
【題　　材】自由　【出品料】無料
【審 査 員】小説：木戸順子　エッセイ：國方 學

詩：今井好子　歌詞：白樺八靑
短歌：桑田靖之　俳句：横田義男
川柳：荒川八洲雄

小中学生の部
【募集部門】小説・エッセイ・詩・歌詞・短歌・

俳句・川柳
【応募資格】詩・短歌・俳句・川柳は市内の小中学生に限

ります。（専用用紙にて学校経由での応募）
【題　　材】自由　【出品料】無料
【審 査 員】詩：竹内 萌　短歌：今井由美子

俳句・小学生：野村 務　俳句・中学
生：渡辺美晴　川柳：松原ヒロ子

提出先・お問合せ　〒507-0034　多治見市豊岡町1-55　ヤマカまなびパーク内
多治見市図書館　文芸祭係　TEL（0572）22-1047　E-mail:bungeisai@tajimi-bunka.or.jp

作品の応募方法等詳しくは募集要項・ホームページでご確認ください　http://www.lib.tajimi.gifu.jp/

あなたの想いを言葉に表現してみませんか？
作品をお待ちしています。

作品募集のお知らせ

12月7日(土)13：45開場 14：00開演（15：00終演予定）
【対　象】小学校低学年位まで

大切なぬいぐるみのお友達が図書館でおとまり!!夜の
図書館では不思議なことが起きるかも…。おとまり
会の様子をつづったアルバムをプレゼントします。
11月14日（木）11：00～12：00
11月15日（金）13：00～18：00の間にお迎え
（2日間とも参加が必要です）
【対象・定員】2歳～未就園児・15名　【参加費】無料　【持ち物】ぬいぐるみ1体
【申込み】10月19日(土)10：00～窓口にて　11：00～電話も可

【会場】7階多目的ホール

【会場】 11月14日（木）1階サンルーム・11月15日（金）2階カウンター

  　　　 ククククククククリリリリリリリリススススススススママママママスススススススス会会会会会会会会おはなしの会

ぬぬぬぬぬぬぬぬいいいいいいぐぐぐぐぐぐぐぐるるるるるるるるみみみみみみみみののののののののおおおおおおおおととととととととままままままままりりりりりりりり会会会会会会会会

11月2日(土)13：00開場 13：30開演（15：00終演予定）
【共　催】たじみ語りの会　【連絡先】藤浪☎27-3904

抗がん剤の副作用による脱毛の悩みやストレ
スを和らげるケア帽子。フェイスタオル１本
でひとつの帽子が完成します。
10月27日(日)13：00～16：00
（時間中いつでも参加可能ですが制作に30分程度要します）
【持ち物】フェイスタオル（幅約34cm×長さ約85cm）
【協　力】阿木ボランティアグループケア帽子の会ひまわり

【会場】7階多目的ホール

【会場】4階図書館集会室

　　　　 朗朗朗朗朗朗朗朗読読読読読読読読発発発発発発発発表表表表表表表表会会会会会会会会たじみ語りの会

ケケケケケケケケアアアアアアアア帽帽帽帽帽帽帽帽子子子子子子子子手手手手手手手手作作作作作作作作りりりりりりりり会会会会会会会会

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

赤ちゃんと一緒に参
加できるお母さんの
ためのヨガです。運動が苦手な方でも、
無理なく始めることができます。

生の演奏に合わせて親子で体を
動かします。季節の歌や英語の
歌あそびでリズムにあわせて楽しみましょう♪

切ったり繋げたり、立体を
作ったり、こんなことが出
来るの？と年齢ごとに驚き
や発見がいっぱいです！

ママヨガ ママといっしょにリトミック
+英語の歌あそび

色や感触が楽しい！
カラフルストローで遊ぼう

【わくわく親子講座】  【わくわく親子講座】  アート×あそびシリーズ  

【対象・定員】 10/23時点で2カ月～12カ月の親子・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

【対象・定員】 10/11時点で11カ月～3歳児の親子・20組
【講　師】neko　【参加費】1,500円
【持ち物】 飲み物、動きやすい服装、タンバリン、マラカスなど(貸出あり)
【申込み】受付中

【対象・定員】1歳～未就学児とその家族・20組
【講　師】桐嶋歩（アルテコローレ代表）
【参加費】1家族1,000円　【持ち物】飲み物
【申込み】10月6日（日）10:00～窓口にて
   　 　　    11:00～電話も可

10月23日、11月6日・20日、12月4日・
18日(水曜・全5回) 14：00～15：00 10月11日・25日、11月8日

（金曜・全3回） 10：30～11：3011月10日(日) 10：30～11：45

参加無料
申込不要

参加無料
申込不要 参加無料

申込不要

多治見市文芸祭第53回
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まなびブリッジ事業

VIVA!新システム
スタート

あなたの教えたいと、あなたの学びたいをつなぐ

マナビバ !

10月4日（金）～10月18日（金）

ヤマカまなびパーク5階または市立公民館窓口でお買い求めください。
電話での取り置きはできません。

ヤマカまなびパーク　５階　　9：00～21：30　※月曜休館（10/14は開館）
市立公民館は10月5日（土）～10月18日（金）　　9：00～17：00

◆お申込みと受講の際の注意
１．お申込みの際は講座番号（A2,W3 のような番号）をお伝えください。
２．販売初日 9：00 からヤマカまなびパーク特設会場にて受講券を販売いたします。

その際、受講券の購入は１講座２枚までとさせていただきます。
３．お申込みは代理の方でも可能です。その際、受講者の方の氏名・電話番号が必要となります。
４．受講は申込者本人に限ります。
５．キャンセルは販売期間内（10月4日～10月18日）に限ります。
６．教材費、注文品の代金等は、講座初日にアドバイザーへ直接お支払いください（一部除く）。
７．受講券販売期間終了後も成立講座に限り、ヤマカまなびパークにて販売いたします。

詳しくはヤマカまなびパークまでお問合せ、またはホームページをご覧ください。
８．講座の見学を受け付けております（お1人様1回30分以内）。ご希望の方はヤマカまなびパーク

までご連絡ください。

お問合せ／ヤマカまなびパーク　☎（0572）23-7022　9：00～17：00（月曜休館）

分類説明

Ａ…クラフト
Ｂ…教養・ビジネス
Ｄ…ダンス
Ｅ…趣味
Ｈ…健康
Ｊ…和道
Ｋ…子ども
Ｌ…語学
Ｍ…音楽
Ｐ…パソコン
Ｒ…リラクゼーション
Ｗ…親子

受 講 券 販 売 期 間

ま
な
び
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

ま
な
ぶ
り
く
ん

－販売期間中にお申込みいただいた講座はすべて開講！－

今季より「VIVA！ マナビバ！」がスタート
教えたい人と、学びたい人が出合い、市民で作り上げる学習の場を応援します！

従来のオープンキャンパス・プライベートカレッジでは開講するのに一定の人数が必要でしたが、
VIVA！ マナビバ！では販売期間中にお申込みがあれば成立します。

ぜひ、興味のある講座をたくさん受講してください。
（ただしマンツーマンでの受講については、予めご意思を確認させていただきます）

定員が2名までの個別対応
の講座になります。

個別授業
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※申込みに関する注意事項は P14 をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　10/4（金）～18（金）　9：00～21：30（月曜休館）（10/14は開館）
市立公民館	 10/5（土）～18（金）　9：00～17：00

着物でリメイク 11/14
12/12
1/9

ヤマカまなびパーク
5階　504

受講料

手持ちの着物が洋服やバッグ、小物に姿を変えます。
着物の形を活かして作る手軽な作り方です。
※布の希望者　別途1,000円～

1,800円

木曜　全3回 どなたでも
10名

教材費
持ち物 裁縫道具、ミシン（あれば） 10:00～12:00 0円 林みどり

A1

アド

大人が楽しむ　手作りクリスマスカード
12/3 ヤマカまなびパーク

4階　401

受講料

絵が苦手の方・不器用な方でも楽しめるスタンプを使って、
オシャレなクリスマスカードやプチギフトを作ります。
みんなでワイワイと楽しい時間を過ごしましょう！

600円

火曜　全1回 女性
6名

教材費
持ち物 エプロン、眼鏡（必要な方） 10:00～12:00 1,500円 横江美和

A2

アド

生花から作るプリザーブドフラワー 加工とアレンジ
11/6・20
12/4

脇之島公民館
研修室2

受講料

生花を自分でプリザーブドフラワーに加工できるようになります。
その花をアレンジして部屋に飾りましょう。お庭の花でも作れま
す。

1,800円

水曜　全3回 成人
6名

教材費
持ち物 はさみ、ピンセット 10:00～12:00 5,000円 桐山良子

A3

アド

プリザーブドフラワーで作るお正月飾り
12/18 ヤマカまなびパーク

6階　工作室

受講料

お正月にふさわしい品のある花や、金銀の飾り・水引きなどを使っ
て作ります。お正月用オーナメントをはずせば一年中楽しめる和
モダンなアレンジメントです。

600円

水曜　全1回 成人
8名

教材費
持ち物 はさみ、ピンセット 10:00～12:00 4,000円 桐山良子

A4

アド

おしゃべりしながら、楽しくみなさんで編み物しましょう！ 11/12・26
12/10

1/14・21

ヤマカまなびパーク
5階　504

受講料

衿元お洒落な花マフラーを編んでみませんか？編み物経験者は
もちろんのこと、これから編み物をやりたいとお考えの初心者
の方、大歓迎です。初心者の方は基礎から教えます。

3,000円

火曜　全5回 どなたでも
12名

教材費
持ち物 かぎ針6号か7号、毛玉とじ針、はさみ、筆記用具 13:00～15:00 890円 天野久美

A5

アド

プリザーブドフラワーで、アレンジを楽しみましょう
11/10
12/1

根本交流センター
会議室2

受講料

水がなくても長持ちする花、プリザーブドフラワーでアレンジを
楽しんでみませんか！

1,200円

日曜　全2回 どなたでも
10名

教材費
持ち物 持ち帰り袋 10:00～11:50 5,000円 荒木真奈美

A6

アド

子育てを悩みにしない3ステップ
11/1・22
12/6・20

ヤマカまなびパーク
4階　401

受講料

イライラしてしまう、自分の子育てに自信がない、など悩みを
抱えているお母さんが楽になる『らくママ心理学』をお伝えし
ます。一瞬で悩みが吹き飛ぶママが続出中！

2,400円

金曜　全4回 女性（妊娠・子育て中の方）
6名

教材費
持ち物 筆記用具 10:00～12:00 0円 ako

B1

アド

孫育てを始めよう！育じい・育ばあへの第一歩 11/9・30
12/7・21
1/11

ヤマカまなびパーク
4階　401

受講料

孫育てに積極的に関わりたい祖父母世代の皆様へ、現代の乳幼
児のお世話や親世代との関わり方、祖父母世代に期待される役
割についてお伝えします。

3,000円

土曜　全5回 成人（乳幼児期の孫育て
に関心がある方）5名

教材費
持ち物 筆記用具 15:15～16:45 0円 Eriko

B2

アド

A クラフト

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

愛のある相続、認知症対策とは？民事信託について一緒に学びませんか
11/17 ヤマカまなびパーク

4階　401

受講料

近年、注目を浴びている民事信託を活用した「もめない相続」
「認知症対策」を紹介します。民事信託の基礎から活用事例まで、
一緒に一から学びましょう。

600円

日曜　全1回 どなたでも
4名

教材費
持ち物 筆記用具 10:15～11:45 500円 岩田章裕

B4

アド

アドラー心理学を学ぶ！
11/6・13 ヤマカまなびパーク

4階　401

受講料

「嫌われる勇気」「幸せになる勇気」などの人気本で有名な心理
学者アドラーについて学びます。心理学を学んだことがなくて
も大丈夫です。気楽に参加してください。

1,200円

水曜　全2回 どなたでも
10名

教材費
持ち物 筆記用具 19:00～20:30 0円 丸山　悟

B5

アド

子どもの成長に役立つコミュニケーション
11/7・21・28
12/5

ヤマカまなびパーク
4階　401

受講料

子育てをすることが難しいと思っている方、子どもへの関わり
方を見直してみませんか。まずは「気持ち」を大事にしたコミュ
ニケーションから始めてみましょう！

2,400円

木曜　全4回 どなたでも
10名

教材費
持ち物 筆記用具 13:30～15:00 0円 丸山　悟

B6

アド

防犯護身術　子どもも女性も気軽にできる知っておきたい防犯知識
11/2 ヤマカまなびパーク

1階　101

受講料

帰宅途中に不安を覚えたことはありませんか？護身術は技の技
術だけでなく知識も大切なのです。この講座では防犯に関する
知っておきたいことを話します（座学講座です）。

600円

土曜　全1回 どなたでも
16名

教材費
持ち物 筆記用具 14:00～15:00 0円 ヒロミズ

B7

アド

レッツエンジョイ！ハワイアン♪♪ 11/1・22
12/6・20

1/10・24

旭ケ丘公民館
和室

受講料

フラを踊ってみませんか？年齢に関係なく思った時が始め時で
す。ハワイアンソングに乗って楽しく身体を動かしましょう。
※ CD、歌詞希望者　別途250円

3,600円

金曜　全6回 女性
6名

教材費
持ち物 スカート（パウスカート貸出有り）、タオル、飲み物 19:00～20:30 0円 伊藤早苗

D1

アド

お試しバレエ＜夜の部＞ 11/11・18・25
12/2・9・16・23
 1/6

脇之島公民館
研修室

受講料

バレエはちょっと敷居が高いわ…という方の為の入門クラスです。週 1
回、1 時間、気軽に続けられる内容です。ステキなバレエ音楽で体を動
かす習慣をつけましょう。※バレエシューズ希望者　別途2,400円

4,800円

月曜　全8回 中学生以上の女性
16名

教材費
持ち物 動きやすい服装、バレエシューズ（なければ靴下でも可） 20:00～21:00 0円 寺本ゆかり

D3

アド

お試しバレエ＜昼の部＞ 11/11・25
12/2・9・23
 1/6

脇之島公民館
ホール

受講料

バレエはちょっと敷居が高いわ…という方の為の入門クラスです。週 1
回、1 時間、気軽に続けられる内容です。ステキなバレエ音楽で体を動
かす習慣をつけましょう。※バレエシューズ希望者　別途2,400円

3,600円

月曜　全6回 女性
16名

教材費
持ち物 動きやすい服装、バレエシューズ（なければ靴下でも可） 13:00～14:00 0円 寺本ゆかり

D2

アド

自分史活用アドバイザーがお手伝いする、自分らしい自分史づくり
11/14・21・28
12/5・12・19

ヤマカまなびパーク
4階　401

受講料

立派な本だけが自分史じゃない！自分の想いを、自分らしい形
で残したい人のための講座です。初めての人もそうでない人も、
自分史活用アドバイザーがしっかりとフォローします。

3,600円

木曜　全6回 成人
6名

教材費
持ち物 筆記用具 10:00～12:00 3,000円 可知　朗

B3

アド

D ダンス
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※申込みに関する注意事項は P14 をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　10/4（金）～18（金）　9：00～21：30（月曜休館）（10/14は開館）
市立公民館	 10/5（土）～18（金）　9：00～17：00

やってみよう楽しいハワイアンフラ 11/13・27
12/11・25
1/8・22

ヤマカまなびパーク
1階　101

受講料

楽しく体幹を鍛えましょう。フラは特に下半身の筋肉アップに
効果的な運動です。ウクレレの生演奏を交えながらの本格的な
ハワイアンフラを楽しんでください♡

3,600円

水曜　全6回 どなたでも
8名

教材費
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） 10:00～11:30 200円 NAO

D6

アド

はじめの一歩♪大人＆シニア向きLyrical Jazz Dance 11/1・8・15・22
12/6・13・20
 1/10・17・24

ヤマカまなびパーク
5階　502

受講料

リリカルジャズダンスは歌詞の意味を身体で感じ、感情豊かに踊り
ます。体の機能をアップさせ、しなやかな美しい姿勢を作ります。
ダンスを通し皆様の充実した人生のサポートを全力でしていきます。

6,000円

金曜　全10回 成人女性
10名

教材費
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 15:00～16:30 0円 Saryu

D4

アド

はじめてのフラ
11/4・11・25
12/9・23

市之倉公民館
研修室

受講料

心地よいフラソングにあわせて楽しく体幹を鍛えながら筋力
アップしていきます。ウクレレ生演奏も交えながらハワイアン
フラを踊る楽しさを体験できます♡

3,000円

月曜　全5回 どなたでも
10名

教材費
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） 13:00～14:30 200円 NAO

D5

アド

本格的水彩画を描こう 11/4・18
12/2・16
1/6

笠原中央公民館
会議室1

受講料

アーティスト向け水彩絵具を使い着色手順や筆の選び方、使い
方など学生時代とは少し違う描き方を体験できます。

3,000円

月曜　全5回 成人
10名

教材費
持ち物 水彩用筆、筆洗（絵具とパレットは用意します） 14:00～16:00 600円 天野登功広

E1

アド

ザ・マジック 11/2・30
12/7・21

1/11・18

養正公民館
和室1

受講料

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。

3,600円

土曜　全6回 成人
15名

教材費
持ち物 はさみ、両面テープ、スティックのり、筆記用具 19:00～21:00 3,000円 長谷部勇夫

E2

アド

楽しい木版画アート
11/8・22
12/6・20

南姫公民館
研修室

受講料

始めに下絵を描いていきますが、こちらでたくさんの下絵を準備
しています。自由に選んでください。同じ絵にはしませんので自
分だけの作品ができあがります。1 人 2 枚仕上げる予定です。

2,400円

金曜　全4回 成人
5名

教材費
持ち物 印刀（浅丸9㎜・キワ刀7.5㎜）、鉛筆、細めのボールペン、新聞紙、ゴミ袋 10:15～12:00 800円 阿部正枝

E3

アド

E 趣味

バランスボールで、賢く、楽しく、美BODYを目指そう！ 11/5・12・26
12/3・17
 1/7・14・21

ヤマカまなびパーク
1階　101

受講料

バランスボールは有酸素運動です。程よく引き締まった体だけではなく、肩こ
り、腰痛、自律神経など、様々な効果があります。自分ケアをして、内側から綺麗
になりましょう！ ※お子さん連れOKです　バランスボールの無料貸出あり

4,800円

火曜　全8回 女性
10名

教材費
持ち物 バランスボール、ヨガマットまたはバスタオル、飲み物 10:30～11:30 0円 平川　翼

H1

アド

心と身体にやさしい呼吸法とハーブ
11/2・9 ヤマカまなびパーク

5階　501北　ほか

受講料

呼吸法は心身を健やかに保つのに有効な方法です。体に無理なく、
費用もかけずに誰にでもできます。生活の中で簡単にできる呼吸
法を学びます。ハーブについての知識や利用法も学びます。

1,200円

土曜　全2回 女性
7名

教材費
持ち物 筆記用具、動きやすい服装、タイマー等「分」が計れるもの 10:00～12:00 0円 けいこ  あすか

H2

アド

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

バランスボールで楽しく健康に体力メンテナンス！！－養正－ 11/13・27
12/11・25
1/8・22

養正公民館
和室

受講料

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。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

3,600円

水曜　全6回 成人
8名

教材費
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） 13:30～15:00 0円 近藤加奈

H6

アド

40代からのエアロビクス～体調改善・肥満予防～ 11/6・13・20・27
12/4・11・18・25
 1/8・15・22

旭ケ丘公民館
ホール

受講料

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？エアロビでも激しい動きはありません。
楽しく体を動かし、元気を取り戻しましょう。

6,600円

水曜　全11回 成人（40～60代）
15名

教材費
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 19:15～21:00 0円 HANA

H7

アド

50歳からきたえよう！美姿勢＆笑顔レッスン 11/20
12/18
1/15

ヤマカまなびパーク
5階　503

受講料

年だからと諦めないで！筋肉は何歳からでもきたえられます。
姿勢を正し、口角のキュッと上がった素敵な笑顔を手に入れま
しょう。目指すは100歳まで笑顔で美しく！

1,800円

水曜　全3回 女性
7名

教材費
持ち物 手鏡、筆記用具 13:00～14:30 300円 松下美奈子

H8

アド

簡単シェイプアップバレトン（バレエ+ヨガ+フィットネス） 11/1・22・29
12/13
 1/17

ヤマカまなびパーク
5階　502

受講料

運動が苦手、体が硬い方でも安心‼美しい姿勢、締まった体幹
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？ ※お子さん連れOKです

3,000円

金曜　全5回 女性
16名

教材費
持ち物 動きやすい服装、タオル、飲み物、ヨガマットまたはバスタオル、お子さんのおもちゃや絵本など 10:00～11:30 0円 金山美沙

H9

アド

太極拳で、疲れや肩こりの改善にチャレンジしませんか！
11/2・9 勤労者センター

大研修室

受講料

太極拳や八段錦（気功）を行うことで、毎日の疲れや肩こりなど
を改善します。ぜひチャレンジしてください。

1,200円

土曜　全2回 成人
20名

教材費
持ち物 飲み物、動きやすい服装 10:00～11:20 0円 荒木真奈美

H10

アド

体調改善！ヘルスアップ体操 11/8・15・22・29
12/6・13・20・27
 1/10・17

勤労者センター
大研修室

受講料

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改善を目指します。
個別対応の時間も設けます。※ダンベルの無料貸出あり

6,000円

金曜　全10回 成人
20名

教材費
持ち物 動きやすい服装、飲み物、ヨガマットまたはバスタオル、500g～1kgのダンベル（あれば） 14:00～16:00 0円 長野ますみ

H11

アド

女性のためのアロマ de 健康体操
11/17 根本交流センター

和室

受講料

心地よいストレッチと軽い筋力運動にアロマを使って健康的な
心と体づくり！自律神経に働きかける植物の香りの中で骨盤調
整やバランス力ＵＰ運動をして心身を整えましょう。

600円

日曜　全1回 どなたでも
6名

教材費
持ち物 ヨガマットまたはバスタオル、動きやすい服装 10:00～11:30 800円 月森　優

H4

アド

バランスボールで楽しく健康に体力メンテナンス！！－笠原－ 11/13
12/11・25
1/8・22

笠原中央公民館
視聴覚室

受講料

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。リフレッシュしましょう!! ※ボール貸出希望者　別途300円/5 回

3,000円

水曜　全5回 成人
15名

教材費
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） 10:30～12:00 0円 近藤加奈

H5

アド

初めての気功体験『心とからだのストレッチ』
11/6 根本交流センター

和室

受講料

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。

1,000円
あり

水曜　全1回 成人
2名

教材費
持ち物 動きやすい服装、飲み物、敷物（バスタオル） 10:00～11:00 0円 藤田久良

H3

アド

個別授業
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※申込みに関する注意事項は P14 をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　10/4（金）～18（金）　9：00～21：30（月曜休館）（10/14は開館）
市立公民館	 10/5（土）～18（金）　9：00～17：00

茶の湯（表千家） 11/1・8・29
12/6・20・27
 1/10・17

ヤマカまなびパーク
6階　和室

受講料

ひとときの人と人のふれあいを大切に！茶の湯を経験をしてみ
ませんか？あまり難しく考えず参加してください。
一緒に楽しみましょう。

4,800円

金曜　全8回 どなたでも
6名

教材費
持ち物 白のソックス 10:00～12:00 2,800円 山本宗甫

J3

アド

今年は挑戦！パッと目を引く手書きの年賀状
11/5・12・19 ヤマカまなびパーク

5階　504

受講料

今年の年賀状は筆ペンを使って自筆の年賀状を書いてみません
か！干支も絵手紙風に金銀いろいろな色の絵の具を使って表現
し、パッと目を引く個性的な年賀状に仕上げます。

1,800円

火曜　全3回 成人
12名

教材費
持ち物 手持ちの習字道具、ボールペン（筆ペンは貸出します） 10:00～12:00 100円 岩垂季粧

J4

アド

細字・写経の書道 11/6・13・20・27
12/4・11・18・25
 1/8・15・22

ヤマカまなびパーク
5階　505

受講料

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。

6,600円

水曜　全11回 高校生以上
16名

教材費
持ち物 書道道具、半紙、新聞紙、墨を拭くもの 19:00～21:00 100円 日置濤雲

J5

アド

尺八で唱歌・古典曲を演奏しよう 11/2・9・16・23・30
12/7・21・28
 1/4・11・18

ヤマカまなびパーク
7階　音楽室

受講料

日本の民族楽器（尺八）を習得しませんか？難しいと言われてい
ますが、3 カ月で簡単な唱歌の演奏ができるように指導します。
初心者歓迎。楽器・教材は準備します。

6,600円

土曜　全11回 どなたでも
4名

教材費
持ち物 なし 18:00～20:00 0円 大重普竹

J1

アド

きものを着ましょう 11/2・16
12/7

1/4・18

ヤマカまなびパーク
6階　和室

受講料

着物を着る季節がきました。着て行く機会が多くあると思います。
少しでも日本の文化を消さない様に、興味のある方、一緒に学び
ませんか？

3,000円

土曜　全5回 女性
10名

教材費
持ち物 タオル2枚、着物（あわせ・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 13:00～15:00 0円 大竹幸子

J2

アド

初心者も経験者も～筆文字を書くはじめの一歩　昼講座 11/6・20
12/4・18
1/8・22

ヤマカまなびパーク
5階　504

受講料

少しの時間、日常から離れて集中して書く作業をしてみませんか。毛筆の
基本から半紙 4 文字と進み、併せて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

6,000円

水曜　全6回 成人
2名

教材費
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 10:00～11:30 500円 福田凌華

J6

アド

個別授業

J 和道

初心者も経験者も～筆文字を書くはじめの一歩　夜講座 11/5・19
12/3・17
1/7・21

ヤマカまなびパーク
5階　505

受講料

少しの時間、日常から離れて集中して書く作業をしてみませんか。毛筆の
基本から半紙 4 文字と進み、併せて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

6,000円

火曜　全6回 成人
2名

教材費
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 19:00～20:30 500円 福田凌華

J7

アド

個別授業

講座開講１時間前に、気象警報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。何卒ご理解いただきますよう、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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VIVA! マナビバ！　秋～ Autumn ～
・講座開講 1 時間前に多治見市に気象警報が発令されている場合は
　休講となります。詳しくは P19 をご覧ください。
・会場へはできるだけ公共交通機関をご利用ください。
　（ヤマカまなびパーク駐車場は有料です）

キッズ☆YOGA
11/10・24
12/1・15

根本交流センター
小ホール

受講料

呼吸法やヨガポーズを交えたゲームなどをします。体を大きく
使い、胸を開いたり背中に働きかけるポーズで体幹を強化。
猫背や運動不足の改善、心身ともに健やかな成長を育みます。

2,400円

日曜　全4回 小学生
13名

教材費
持ち物 動きやすい服装、飲み物 10:00～11:30 0円 中嶋あさこ

K5

アド

『０』から始める　プログラミングの基礎講座
12/4・18
1/8

笠原中央公民館
視聴覚室

受講料

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。

1,800円

水曜　全3回 小学生
6名

教材費
持ち物 筆記用具 17:00～18:00 800円 安藤　攻

K6

アド

ジュニアいけばな（草月流） 11/2
12/7
1/11

ヤマカまなびパーク
6階　美術室

受講料

日本の伝統文化「いけばな」を楽しく学びませんか。
※申込時に教材費を集めます

1,800円

土曜　全3回 小学１年生～高校生
16名

教材費
持ち物 花器、剣山、花ばさみ（あれば）、雑巾、ごみ袋、筆記用具（色鉛筆） 10:30～12:00 3,000円 浦野忍花

K2

アド

お正月の花飾り（草月流）
12/28 ヤマカまなびパーク

6階　美術室

受講料

2020年を迎える花飾りを「いけばな」でつくってみませんか。
（ミニいけばなかざりをつくって持ち帰ります）
※申込時に教材費を集めます

600円

土曜　全1回 小学１年生～高校生
16名

教材費
持ち物 花ばさみ（あれば）、作業手袋、持ち帰り袋、雑巾、ごみ袋 13:00～15:00 1,400円 浦野忍花

K3

アド

はじめてさんのピアノ♪
11/2・9・16 ヤマカまなびパーク

7階　音楽室

受講料

ピアノをはじめてみませんか？初めてピアノを習うお子さん向
けの講座です。リトミックを取り入れながら楽しく学びます。

3,000円

土曜　全3回 小学生以下
2名

教材費
持ち物 なし 13:00～14:00 0円 丹羽美穂

K4

アド

個別授業

英会話　入門クラス～本当に入門クラスです～ 11/14・21・28
12/5・12・19
 1/9・16・23

ヤマカまなびパーク
5階　504

受講料

初級前のクラスです。アルファベットと数字の言い方から始め、
文字と音のルールを学びます。最終回には、簡単な自己紹介が
でき、相手に質問ができるようになります。

5,400円

木曜　全9回 成人
16名

教材費
持ち物 筆記用具 13:00～14:30 100円 山北和恵

L1

アド

韓国語講座です。英語やドイツ語と同じように語学として学びませんか？ 11/1・8・15・22・29
12/6・13・20・27
 1/10・17・24

ヤマカまなびパーク
4階　401

受講料

韓国語の文法を全く知らない方も初めから学んでみませんか？
日本語と同じならびの文字は新しい発見があるはずです。

7,200円

金曜　全12回 成人
5名

教材費
持ち物 筆記用具 19:00～20:30 3,500円 水野凖之助

L2

アド

L 語学

ピカピカイライラ棒を作ろう
11/10 ヤマカまなびパーク

6階　工作室

受講料

電線にさわってしまうと電気がつくしくみの脱出ゲームです。
600円

日曜　全1回 幼児～小学生（親子参加可）
15名

教材費
持ち物 木工用ボンド、はさみ 10:00～12:00 500円 村田祐一郎

K1

アド

K 子ども
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※申込みに関する注意事項は P14 をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　10/4（金）～18（金）　9：00～21：30（月曜休館）（10/14は開館）
市立公民館	 10/5（土）～18（金）　9：00～17：00

初めてのピアノ 11/6・20・27
12/11・18・25
 1/8・22

バロー文化ホール
練習室2

受講料

練習室にはジャンルを問わず、様々な曲が流れます。一人一人が
好きな曲の演奏を楽しみます。あこがれの曲の演奏を目指して、
一歩踏み出してみませんか？ ※テキスト希望者　別途1,080円

4,800円

水曜　全8回 成人
10名

教材費
持ち物 弾きたい曲の楽譜 13:00～15:00 0円 長江たづ子

M6

アド

はじめてみましょうピアノ♪ 11/12
12/10
1/14

ヤマカまなびパーク
7階　音楽室

受講料

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

1,800円

火曜　全3回 成人
3名

教材費
持ち物 使用したいテキストか楽譜（あれば） 12:30～13:30 0円 丹羽美穂

M7

アド

鳴らせてみよう「セラリーナ」 11/14・28
12/12・26
1/9・23

ヤマカまなびパーク
1階　101

受講料

セラリーナは多治見生まれの縦型のオカリナです。リコーダーと同じ
指使いで、誰もが簡単に優しい音色を出せます。1人でも楽しめますが、
仲間と合奏すればもっと楽しめます。※セラリーナの無料貸出あり

3,600円

木曜　全6回 成人
4名

教材費
持ち物 机上本立て又は譜面台 10:00～12:00 200円 竹下孝昭

M2

アド

うたの広場　～歌ってスッキリ愛唱歌～ 11/6・20
12/4・18
1/15

ヤマカまなびパーク
7階　音楽室　ほか

受講料

今、見直されている抒情歌・童謡。唄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

3,000円

水曜　全5回 どなたでも
20名

教材費
持ち物 歌集、飲み物 13:20～14:50 100円 水野久仁子

M5

アド

音楽を楽しみましょうウクレレ弾いて 11/2・16・30
12/7・21
 1/11・18

笠原中央公民館
会議室2

受講料

ウクレレを弾いて唄おう。音楽を楽しみませんか。
やさしく指導いたします。

7,000円
あり

土曜　全7回 成人
2名

教材費
持ち物 ウクレレ、筆記用具 14:00～16:00 800円 ケンシュウ竹橋

M4

アド

個別授業

初心者でも大丈夫！何歳からでも始められるピアノレッスン 11/1・22・29
12/13
 1/10・17・24

ヤマカまなびパーク
7階　音楽室

受講料

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。
弾いてみたい曲を練習しましょう。
※楽譜希望者　別途1,000円～1,500円程度

7,000円
あり

金曜　全7回 成人
2名

教材費
持ち物 弾いてみたい楽譜 10:00～12:00 0円 池田千明

M3

アド

個別授業

クラシックギター初心者講座（元中習者可） 11/3・10
12/1・8・22
 1/12・19

勤労者センター
会議室A

受講料

経験・レベルは問いません。60代・70代の方の参加歓迎します。
弾ける楽しさを感じてください。
※クラシックギターをお持ちでない方はご相談ください

7,000円
あり

日曜　全7回 成人
2名

教材費
持ち物 クラシックギター（ナイロン弦のもの）、譜面台、足台、チューナー、色マーカー、筆記用具 10:00～12:00 1,500円 中塚道雄

M1

アド

個別授業

M 音楽

同好会・サークルを立ち上げたい方、
VIVA！マナビバ！を活用してみませんか？

多治見市の施設で同好会やサークル活動を始めたい方、VIVA! マナビバ ! でアドバイザー登録をし
て仲間を集めませんか？

詳しくは、ヤマカまなびパーク ☎ 0572-23-7022 までお問合せください
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VIVA! マナビバ！　秋～ Autumn ～
・講座開講 1 時間前に多治見市に気象警報が発令されている場合は
　休講となります。詳しくは P19 をご覧ください。
・会場へはできるだけ公共交通機関をご利用ください。
　（ヤマカまなびパーク駐車場は有料です）

女性のための陰ヨガ～内側からの美活♡じんわりぽかぽかリラックス～ 11/5・12・19・26
12/3・10・17・24
 1/7・14

ヤマカまなびパーク
6階　和室

受講料

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♡冷え症対策にもおすすめです♡

6,000円

火曜　全10回 女性
16名

教材費
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 19:00～21:00 0円 下山真穂

R3

アド

シニア向ワード2010以降中級　写真入年賀状・フォトアルバム 11/7・14・28
12/5・12・19
 1/16・23

ヤマカまなびパーク
5階　505

受講料

デジカメ写真をワードで利用。高度な画像編集機能を利用して
写真入り年賀状はがきを作成します。
※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

4,800円

木曜　全8回 パソコン・ワードの基本操作ができる方
10名

教材費
持ち物 Windows10/8  Office2019/16/13/10 搭載のパソコン 13:00～15:00 1,550円 小林正治

P3

アド

期限迫るWindows7とエクセル・ワードを使い分ける
11/6・20
12/4・11・18

ヤマカまなびパーク
5階　505

受講料

サポートが切れる Windows7 のセットを使い続ける方法や、
エクセル・ワードのどちらかしか使ったことのない方が、両方
を使えるようになるための講座です。

3,000円

水曜　全5回 パソコン・ワードの基本操作ができる方
10名

教材費
持ち物 Windows10/8  Office2019/16/13/10 搭載のパソコン 10:00～12:00 1,000円 小林正治

P4

アド

ワードで遊ぶ
11/5・12・19 根本交流センター

会議室2

受講料

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、
風景画をまなびます。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）。

1,800円

火曜　全3回 成人
10名

教材費
持ち物 ワード 2010～2019搭載のパソコン 10:00～12:00 600円 兼松夕起雄

P5

アド

ストレッチヨーガ 11/5・12・19・26
12/3・10・17・24
 1/7・14・21

根本交流センター
会議室1

受講料

ヨガの呼吸を通じて、可動範囲を広げていきます。代謝も UP
して、健康管理を大切に考えていきます。何よりも自分が楽し
むこと。これがストレス解消のモトです。

6,600円

火曜　全11回 女性
13名

教材費
持ち物 ヨガマットまたは敷物、タオル、飲み物、動きやすい服装 13:30～15:00 0円 磯谷淳子

R1

アド

らくらくヨーガ 11/24
12/15
1/12

養正公民館
和室

受講料

深い呼吸で心身リラックス。自分の心身に耳を傾けることで代
謝もUPして不調を整え、気力を高めていきます。笑顔・声を
出して楽しく行いましょう。

1,800円

日曜　全3回 女性
13名

教材費
持ち物 ヨガマットまたは敷物、タオル、飲み物、動きやすい服装 13:30～15:00 0円 磯谷淳子

R2

アド

R リラクゼーション

シニア向けＡｎｄｒｏｉｄスマートフォンの使い方
11/14・28
12/12・19

ヤマカまなびパーク
6階　視聴覚室

受講料

初めてスマートフォンを持つ方向け、電源の入・切からスター
ト。Ｇメールや電話の送受、写真、天気を調べ歩行計で健康管理。
ラジオ、カレンダーメモ帳アプリを楽しみましょう。

2,400円

木曜　全4回 65歳以上の方
4名

教材費
持ち物 Android 搭載のスマートフォン、筆記用具 13:00～15:00 500円 後藤　侃

P1

アド

シニア向ワード2019他・中級　写真入年賀状・フォトアルバム 11/6・13・20・27
12/4・11・18
 1/15・22

ヤマカまなびパーク
6階　視聴覚室

受講料

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、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

5,400円

水曜　全9回 パソコン・ワードの基本操作ができる方
10名

教材費
持ち物 Windows10/8  Office2019/16/13/10 搭載のパソコン 13:00～15:00 1,550円 小林正治

P2

アド

P パソコン
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※申込みに関する注意事項は P14 をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　10/4（金）～18（金）　9：00～21：30（月曜休館）（10/14は開館）
市立公民館	 10/5（土）～18（金）　9：00～17：00

おやすみ前の陰ヨガ～夜もぐっすりリラックス☆～ 11/1・8・15・22・29
12/6・13・20
 1/10・17

ヤマカまなびパーク
6階　和室

受講料

陰ヨガでは、静かにゆっくりと、心地よく脱力しながら心身をゆる
めていきます。夜はぐっすり☆深～くリラックス。秋も健やかに。
笑顔としあわせがあふれる毎日を☆

6,000円

金曜　全10回 中学生以上
16名

教材費
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 19:00～21:00 0円 下山真穂

R4

アド

朝のめざめの陰ヨガ ～秋の朝活  リラックス＆リフレッシュ♬～ 11/2・9・16・30
12/7・14・21
 1/11・18

ヤマカまなびパーク
6階　和室

受講料

心身をゆっくりと心地よくゆるめて、1 週間の疲れを癒しリフ
レッシュ♪体の奥の方から柔軟性UP＆自然治癒力を引き出し、
秋も健やかに笑顔があふれる毎日を。

5,400円

土曜　全9回 どなたでも
16名

教材費
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 10:00～12:00 0円 下山真穂

R5

アド

バランスボール de 産後ケア～カラダとココロのメンテナンス～ 11/5・19
12/3・17
1/7・21

南姫公民館
ホール

受講料

バランスボールを使った有酸素運動や筋トレ、ストレッチを行
います。赤ちゃんには寝かしつけ効果！ママは不調改善！運動
不足、筋力に自信がない方でも手軽にできますよ♪

3,600円

火曜　全6回 2カ月～未就園児親子
10組

教材費
持ち物 動きやすい服装、ヨガマットまたはバスタオル、飲み物、タオル、お子さん用のおもちゃ（音の鳴らないもの） 10:00～11:00 600円 塚本杏奈

W1

アド

Let's Try英語 de リトミック～音とともだち♪リトミック～
11/7・14
12/5

ヤマカまなびパーク
7階　音楽室

受講料

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。

1,800円

木曜　全3回 未就園児親子
16組

教材費
持ち物 飲み物 11:00～12:00 0円 髙須しおり＆堀江千穂

W2

アド

0歳から♪ベビーリトミック～音とともだち♪リトミック～
11/7・14
12/5

ヤマカまなびパーク
7階　音楽室

受講料

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。

1,800円

木曜　全3回 首すわり～あんよ前位の親子
10組

教材費
持ち物 飲み物 9:00～10:00 0円 髙須しおり＆堀江千穂

W3

アド

バランスボール DE 体力メンテナンス
11/12・19・26
12/17

市之倉公民館
研修室

受講料

産後不安定になっているココロとカラダをバランスボールを使い有酸素運
動をすることで整えていきます。育児に必要な体力を楽しくつけましょう。
産後 2 カ月から参加できます。※ボール貸出希望者　別途300円/回

2,400円

火曜　全4回 2カ月～2歳親子
10組

教材費
持ち物 動きやすい服装、飲み物、タオル 10:00～12:00 0円 たま

W4

アド

音楽で育つ！ 3歳からのリトミック
12/7・21
1/11

ヤマカまなびパーク
7階　音楽室

受講料

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、3 歳が最も効果を認められ始めます。講師の即興による音楽
ゲームで表現力、注意力、集中力、判断力、思考力を育てます。

1,800円

土曜　全3回 2歳半～4歳年少児親子
8組

教材費
持ち物 動きやすい服装、飲み物 10:00～11:00 0円 古田恭子

W5

アド

女性のためのHappyヨーガ 11/29
12/13・27
1/10・24

養正公民館
和室

受講料

女性の身体に特化した内容で進めていきます。家事や子育て、
仕事に復帰されている方ももちろん !! 不調を改善し、キラキラ
輝く毎日を♡　※お子さん連れOKです

3,000円

金曜　全5回 女性
16名

教材費
持ち物 フェイスタオル、動きやすい服装（ジーパン・スカート不可）、飲み物 10:00～12:00 0円 中嶋あさこ

R6

アド

W 親子
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まなびブリッジ事業

体 ラ ス験テ

受講料、教材費は体験会にて同好会に直接お支払いください

開催会場へお電話にてお申込みください

あなたの学びを支える

ヤマカまなびパークや市立公民館で定期利用登録している団体の活動を体験できるコースがスタートしました。
普段気になっている同好会の活動をこの機会に体験してはいかがでしょう？たくさんのお申込みお待ちしております。

申込 ☎ 27-5500根本交流センター

10:00～12:00　会議室2
【受講料】無料
【対象・定員】成人・10名
【持ち物】動きやすい服装・靴、飲み物

体験日 11月11日（月）

健康運動指導士・整体師・管理栄養
士である講師が、参加者の方々に
合った体操やセルフケアの方法をお
伝えし、体調改善を目指しています。
体験会の日程以外で見学をご希望

の方は090-7918-9002（長野）まで
ご連絡ください。

活動日 毎週月曜　10:00～12:00

ヘルスアップ根本
健康（体操）７

10:30～11:20　小ホール
【受講料】無料
【対象・定員】H30.4/2生～H31.4/1生の親子・6組
【持ち物】飲み物、バスタオル（お子さんの敷物）

動きやすい服装

体験日 11月14日（木）

ママの笑顔と心地よい音楽の力で、
赤ちゃんの持つ無限の可能性を引き
出していきます。ご家庭での育児に
も役立ち、お子さ
んの心と身体をバ
ランスよく育むベ
ビーリトミックで
す！

活動日 第2・4木曜　10:30～11:20

リトミックにじの会
親子（リトミック）８

10:00～13:00　実習室
【受講料】300円　【教材費】500円
【対象・定員】どなたでも・5名
【持ち物】エプロン、三角巾
※申込は前日まで

体験日 11月10日（日）

料理が初めての方や
苦手な方のために包
丁のもち方から野菜
の切り方まで覚えて
いきます。

活動日 日曜　10:00～13：00

はじめてさんの料理 かざみどり
料理６

申込 ☎ 23-7022ヤマカまなびパーク

10:00～12:00　5階 505
【受講料】無料
【対象・定員】成人・10名

体験日 11月13日（水）

鉛筆やボールペンで描く身近で手軽
な絵です。絵心の全くない方でも裏
技を教えます。
お気軽にご参
加ください。

活動日 第2・4水曜　10:00～12:00

多治見硬筆ペン画
趣味（ボールペン画）３

10:00～11:30　6階 和室
【受講料】無料
【対象・定員】成人・6名
【持ち物】タオル、飲み物

体験日 11月13日（水）

東洋医学をルーツとする日本初の健
康体操です。1度体験してみません
か？姿勢が
よくなりま
すよ。

活動日 月4回水曜　10:00～11:30

自
じ

　彊
きょう

　術
じゅつ

健康（体操）４

13:00～15:00　6階 美術室
【受講料】300円　【教材費】300円
【対象・定員】どなたでも・5名
【持ち物】クリップ大4個、食パン1枚

汚れてもよい布（ハンカチ位の大きさ）

体験日 12月3日（火）

木炭を使ったデザインの講座です。
初めての方も画材の使い方から始め
ますから安心
して受講でき
ます。モノト
ーンの世界に
ハマります
よ！？

活動日 毎週火曜　13:00～15:00

木炭デッサン
趣味（絵画）５

10:00～11:30　6階 和室
【受講料】無料
【対象・定員】どなたでも・8名
【持ち物】ヨガマットまたはバスタオル

飲み物

体験日 11月7日（木）

体の左右差を整えながら、ヨガをし
ます。やさしいヨガですので初めて
の方も無理なく
行えます。

活動日 毎週木曜　10:00～11:30

イキイキ！ビューティ  ヨガ
健康（ヨガ）２

13:00～15:00　6階 美術室
【受講料】無料
【対象・定員】どなたでも・8名

体験日 11月1日（金）

ヘタでいい、ヘタがいいをモットー
に野菜、果物、花、とにかく一度描
いてみましょ
う。持ち物な
しでブラリと
気軽にのぞい
てみてくださ
い。

活動日 第1・3金曜　13:00～15:00

絵手紙「金曜サークル」
趣味（絵手紙）１

10月5日㈯

受付スタート 受付時間
9:00～17:00

ヤマカまなびパーク 　　 ☎
23-7022
申込
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申込 ☎ 22-3776市之倉公民館

10:00～11:30　資料室
【受講料】無料
【対象・定員】成人・5名
【持ち物】NHK「英会話楽習」11月号テキスト

筆記用具

体験日 11月8日（金）

NHKラジオ講座「英会話楽習」のテ
キストを使って日常会話表現を学び
ます。聴き取り練習もしっかりしま
す。予習不要。一人では三日坊主に
なりがちな方、ぜひご一緒に！
体験会の日程以外で見学をご希望

の方は 25-3906（山崎）までご連絡
ください。

活動日 月3回金曜　10:00～11:30

みんなで「ラジオ英会話」
語学（英会話）11

10:00～11:00　和室
【受講料】200円　【教材費】100円
【対象・定員】成人女性・5名
【持ち物】タオル、飲み物、ヨガマット

動きやすい服装

体験日 11月25日（月）

初めての方にオススメです。体幹力
UPで不調を改善しましょう。
体験会の日程以

外で見学をご希望
の方は090-8132-
4377（山森）まで
ご連絡ください。

活動日 月3回月曜　10:00～11:00

リフレッシュヨガ
健康（ヨガ）12

9:00～13:00　資料室
【受講料】300円
【対象・定員】成人・3名
【持ち物】クラシックギター（貸出あり）

体験日 1月18日（土）

初心者にも手軽に弾けるクラシック
ギターの柔らかい音色を体験してみ
ませんか？
個人レッスンに
て指導していま
す。楽譜の読め
ない方も歓迎し
ます。

活動日 第1・3土曜　9:00～13:00

多治見ギター同好会
音楽（ギター）13

10:00～12:00　研修室
【受講料】無料
【対象・定員】成人・5名
【持ち物】描きたい草花、HBのえんぴつ

消しゴム

体験日 11月7日（木）

身近な草花を透明水彩絵の具で描い
ています。初めてでも大丈夫！
無心になれま
すよ。
（絵の具は
用意します）

活動日 第1・3木曜　10:00～12:00

花紫の会（植物画）
趣味（絵画）9

精華公民館

13:00～16:00　会議室
【受講料】300円　【教材費】200円
【対象・定員】どなたでも・6名
【持ち物】50㎝方眼定規、筆記用具

体験日 11月23日（土）

プロが教える、洋裁塾。あなたのサ
イズにぴったり合う原型を作ります。
相馬流の原型は着やすいので、楽し
い洋服を作って、
あかるい人生を
送ってください。

活動日 土曜・月曜　12:00～16:00

本格洋裁をはじめよう相馬塾
クラフト（洋裁）14

南姫公民館 脇之島公民館

10:00～12:00　研修室
【受講料】無料
【対象・定員】成人・10名
【持ち物】動きやすい服装・靴、飲み物

体験日 11月7日（木）

健康運動指導士・整体師・管理栄養
士である講師が、参加者の方々に
合った体操やセルフケアの方法をお
伝えし、体調改善を目指しています。
体験会の日程以外で見学をご希望

の方は090-7918-9002（長野）まで
ご連絡ください。

活動日 毎週木曜　10:00～12:00

ヘルスアップ姫
健康（体操）15

13:00～15:00　和室
【受講料】300円
【対象・定員】成人・5名
【持ち物】飲み物、敷物（バスタオル等）

動きやすい服装

体験日 11月8日（金）

怒らない、イライラしない、穏やか
で澄んだ心になれる！ストレスが
あってもへっちゃらになれる！脳が
どんどん若返る！からだもみるみる
若返る！実は意外なほど簡単。あな
たも今すぐ始められますよ！
講師：藤田久良

活動日 毎週金曜　13:00～15:00

気功同好会　気と呼吸法
健康（気功）16

申込 ☎ 27-6826旭ケ丘公民館

19:30～21:00　中会議室
【受講料】無料
【対象・定員】成人・5名
【持ち物】飲み物

体験日 12月3日（火）

一見すると不思議
な動きをしますが、
合理的に作られて
います。難しく考
えないでとりあえ
ず体を動かしてみ
てください。

活動日 毎週火曜　19:30～21:00

わくわく太極拳
健康（太極拳）18

13:20～14:50　大ホール
【受講料】無料
【対象・定員】成人・10名
【持ち物】飲み物

体験日 12月3日（火）

自分の体に合わ
せて無理なく動
いているうちに
柔軟性やバラン
ス力がUPして
いきます。

活動日 毎週火曜　13:20～14:50

楊名時太極拳旭ケ丘教室
健康（太極拳）17

15:10～16:30　資料室
【受講料】無料
【対象・定員】成人・5名
【持ち物】筆記用具

体験日 11月7日（木）

ニュース、CM、ナレーションなど
スピードが速めの少しまとまった量
の英語が聴き取れるように、クイズ
などを交えながら練習します。ボ
キャブラリー強化、TOEIC・TOEFL
対策などにもご活用ください。
体験会の日程以外で見学をご希望の方

は25-3906（山崎）までご連絡ください。

活動日 月3回木曜　15:10～16：30

速聴イングリッシュ
語学（英語）10

　　 ☎
25-1533
申込 　　 ☎

29-4880
申込 　　 ☎

25-5611
申込

体験テラスで
新しい仲間を
募集してみませんか？
ヤマカまなびパーク、多治見市立の公民館で定
期利用登録をしている団体であれば、体験テラ
スで活動内容を掲載し体験会
を開くことができます。
冬号の掲載申込締切は
10月16日（水）です。
詳しくは、ヤマカまなびパーク
☎ 0572-23-7022
までお問合せください

ま
な
ぶ
り
く
ん

市之倉公民館 　　 ☎
22-3776
申込
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多治見高校吹奏楽部の生徒から楽器の演奏方法を習います。色々な楽器に挑戦し
てみよう♪ 高校生による演奏会もあります。
日時日時●10月12日（土）

13：00 ～15：15
（演奏会は14：40 ～15：00）

対象・定員対象・定員●小学生・30名程度
（演奏会はどなたでも）

講師講師●多治見高校吹奏楽部
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●上履き
申込み申込み●受付中

養正 子どもの大学　☆めざせ吹
ブ ラ ス

奏楽の星☆
たじみ子どもの権利の日協賛事業

健康のために発酵食生活を始めてみませんか？
今回は初心者の方に向けて基本の米みそを作り
ます。

同じ月齢の子を持つママさんとの情報交換やリフ
レッシュにどうぞ。スマホやカメラでかわいいお
子さんの成長記録を残して下さい。
サンタさんと写真も撮れます♪

寒い冬に体の中から温まる本格的な白菜キムチを作り
ます。簡単なランチとしてキムチチヂミもいただきま
す。

地元の良さを再発見！実りの秋を感じて歩きま
しょう♪
10 月は旭ヶ丘（旭ケ丘公民館集合・解散）
11 月は虎渓山の紅葉ウォーキング
　（虎渓山永保寺駐車場集合・解散）
　※雨天中止

新しい年が良い年になるようにとの願
いを込めて、葉牡丹などの縁起の良い
花を使った寄せ植えを作ります。

地元出身のフリーアナウンサー 深谷里奈
さんを招いて、エコな生活・地元の良さ・
子育てについてのお話を聞きます。

日時日時●11月27日（水）　10：00 ～13：00
対象・定員対象・定員●初めて手作りみそ講座に参加する方

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●10月1日（火）

10：00～
� 窓口にて
11：00～
� 電話も可

日時日時●12月7日（土）　10：00 ～11：30
対象・定員対象・定員●1歳前後の赤ちゃんとその家族・15組
講師講師●井藤ゆか
参加費参加費●500 円（親子1組）
持ち物持ち物●スマホやカメラ、お子

さんの飲み物等
申込み申込み●11月2日（土）

　9：00 ～�窓口にて
10：00 ～�電話も可

日時日時●12月5日（木）　10：00 ～13：00
定員定員●16名
講師講師●玉腰美知代
参加費参加費●1,500 円
持ち物持ち物●エプロン、三角巾、ふきん2枚、タオル、ゴム手袋、

持ち帰り袋
申込み申込み●10月1日（火）

10：00～�窓口にて
11：00～�電話も可

日時日時●10月11日（金）
11月15日（金）
9：30 ～11：30

定員定員●各20名程度
講師講師●深谷滋浩
参加費参加費●1回�100 円（当日）
持ち物持ち物●帽子、タオル、飲み物
申込み申込み●それぞれ前日の

15：00までに電話
にて

日時日時●12月12日（木）　10：00 ～12：00
定員定員●20名
講師講師●江口美恵子
参加費参加費●1,200 円
持ち物持ち物●はさみ、軍手（あれば）
申込み申込み●受付中

日時日時●11月30日（土）
14：00 ～15：30

定員定員● 60名程度
講師講師●深谷里奈
参加費参加費●500 円
チケット販売チケット販売●10月19日（土）　9：00 ～

はじめての手作りみそ講座

おひるねアート
～クリスマス～

キムチ作り

みんなで外に出掛けよう
～ウォーキング～

お正月の寄せ植え講座

深谷里奈トークショー♪
子育て講演会

養正 大人の大学
温故知新！大人の知的好奇心 探索シリーズ

小学生がワクワクする、サイエンスショー＆サイエンスものづ
くり体験で、高校生と交流します。

［内容］1 部…科学マジック
2 部…サイエンスものづくり

日時日時●10月26日（土）
9：30 ～11：30

対象・定員対象・定員●小学生・30名程度
講師講師●多治見高校生徒
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●上履き
申込み申込み●受付中

多治見高校生徒によるサイエンスショー

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

第30回
養正公民館まつり

展示・バザー部門●11月9日（土） 10：30～17：00／10日（日） 10：30～15：00
ステージ部門●11月17日（日） 13：00～16：00
※駐車場は養正小学校グラウンドをご利用ください

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

公民館まつり
ふれあいまつり● 10月27日（日） 屋外イベント　9：30～11：00

ステージ発表 12：00～17：00
趣味の作品展● 11月 9 日（土） 9：00～17：00／10日（日） 9：00～15：00

Bun　Bun ねっと　No.8826

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。



プロに包丁の研ぎ方を習いましょう！野菜の飾り切りもできます。

水曜日は「をちこち万葉集」金曜日は「120 人の万葉歌」。
安田直幸先生のロングセラー講座です。いつから入られても楽しく受講
していただけます。

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

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

くす田博士のサイエンスアクロバットショー。
身近な科学をわかりやすく、楽しくお伝えします。

うた（童謡・わらべうた）や遊びを通して、親子でふれあい、ゆったりした
時を過ごしましょう！

畝づくり、植付け、土寄せ、収穫。手間をかけた分、美味しい玉ねぎが
育ちます。スローライフを満喫しましょう！

親子でふれあい、ヨガで楽しみましょう♫

日時日時●11月12日（火）
10：00 ～11：30

対象・定員対象・定員●成人・16名
講師講師●乾忠夫
参加費参加費●300 円
持ち物持ち物●包丁3本まで・あれば砥石
申込み申込み●受付中

日時日時●①12月11日、１月8日・22日、2月12日・26日、3月11日（水曜・全 6回）
②12月13日、１月10日・24日、2月14日・28日、3月13日
　（金曜・全 6回）
①13：15～14：45　②10：00 ～11：30

定員定員●各30名
講師講師●安田直幸
参加費参加費●各2,700 円（資料代込）
持ち物持ち物●筆記用具
申込み申込み●11月9日（土）　9：00 ～�窓口にて

日時日時●10月15日・22日・29日（火曜・全3回）
10：00 ～12：00

定員定員●8名
講師講師●近藤正隆
参加費参加費●1,500 円
持ち物持ち物●お使いのスマホ、筆記用具
申込み申込み●受付中

日時日時●10月7日・21日、11月18日、12月2日・16日、1月6日・20日
2月3日・17日、3月2日・16日
（祝日を除く第1第 3月曜・全11回）
13：15～14：45

講師講師●水野妃佐子
参加費参加費●3,300 円（教材費別途）
持ち物持ち物●飲み物
申込み申込み●受付中

日時日時●12月14日（土）　14：00 ～15：00
対象対象●乳幼児親子～小学生
出演出演●くす田くす博
参加費参加費●無料
申込み申込み●整理券配布中

日時日時●11月8日・22日（金曜・全2回）
10：00 ～11：00

対象・定員対象・定員●未就園児親子・15組程度
講師講師●中村真穂
参加費参加費●500 円
持ち物持ち物●飲み物
申込み申込み●受付中

日時日時●11月9日（土）　9：30 ～
定員定員●70 区画（一家族2区画まで）
講師講師●南姫公民館活性化委員会
参加費参加費●900 円
持ち物持ち物●軍手、長靴、スコップ、備中鍬・鍬（あれば）
申込み申込み●受付中

日時日時●11月20日（水）　10：00 ～11：00
対象・定員対象・定員●未就園児親子・20 組程度
講師講師●中村郁子
参加費参加費●400 円
持ち物持ち物●飲み物、ヨガマットまたはバスタオル
申込み申込み●受付中

プロに学ぶ　包丁の研ぎ方講座

万葉講座
①をちこち万葉集　② 120 人の万葉歌

もっとスマホしましょう！

みんなイキイキ♪うた広場　～後期

クリスマスお楽しみ会　びっくり！大道芸

親子でうたあそび

玉ねぎを育てよう

ヨガをしよう！
本土児童館連携事業

たじみ子どもの権利の日協賛事業

わくわく親子講座

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

第26回
精華公民館まつり

展示部門●10月19日（土）・20日（日） 9：00～16：00
ステージ部門●10月20日（日） 開演13：00

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

第28回南姫公民館文化祭 
みつけよう南姫ハート

展示部門・バザー・喫茶コーナー●10月19日（土） 9：00～21：00
20日（日） 9：00～16：30

ステージ部門●10月20日（日） 11：00～ オープニング

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.88 27

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。



柳家勧之助師匠が真打になって小泉に帰っ
てきました！是非この機会にひとり会をお
楽しみください。

お子さんの成長の記念に「おひるねアート」を撮影しま
せんか。

11月14日（木）　13：00 開場　13：30 開演
日時日時●①10月10日（木）　②12月12日（木）

各10：00 ～12：00
対象・定員対象・定員●1歳未満のお子さんとその親・各20 組
講師講師●有本祐美
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●スマホまたはデジ

カメ、お子さんの
好きなおもちゃな
ど

申込み申込み●受付中

柳家勧之助ひとり会
キラキラキッズサロン
①おひるねアート　～ハロウィン～
②おひるねアート　～クリスマス～

親育ち4・3・6・3たじみプラン協賛事業

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

公民館まつり
第26回ドリームオンステージ●10月6日（日） 12：00～
第27回ココロのハンドメイド展●10月26日（土） 9：00～18：00

27日（日） 9：00～16：00

木目込みで来年の干支を作ります。

昭和の歌謡曲や映画音楽など、懐かしい音楽を
レコード盤で聴きながら交流を深めましょう。

身近な材料で簡単にかわいくできるクリスマス
用のスノードームを楽しく作りましょう。

アンデルセンを読みます。朗読の後はお茶と
お菓子を楽しみます。

来年の干支、子の型の土鈴に家内安全や健康を
願って絵付けをします。新年にオリジナル土鈴
を飾りましょう。

根本の遺跡を巡りながら歩きます。歩いた
後は恒例のお楽しみがあります。日時日時●①11月21日（木）　②12月11日（水）

各9：00 ～12：00
定員定員●各20名
講師講師●長和美
参加費参加費●1体　1,300 円

ペア　2,100 円
持ち物持ち物●先が細いはさみ、エプロン、お手ふきタオル、鉛筆、

まち針、木目込み用ヘラ（リッパーでも可）
申込み申込み●10月5日（土）

　9：00 ～�窓口にて
10：00 ～�電話も可

日時日時●11月10日（日）、12月１日（日）
各13：00 ～15：00

参加費参加費●無料
申込み申込み●不要

日時日時●12月7日（土）　10：00 ～12：00
対象・定員対象・定員●小学生・20名
参加費参加費●500 円（プチプレゼント付き）
持ち物持ち物●上靴
申込み申込み●11月4日（月・祝）

9：00�～�窓口・電話にて

日時日時●11月29日（金）　13：30 ～15：00
定員定員●20名
講師講師●かのうなほ
参加費参加費●500 円
申込み申込み●10月5日（土）

9：00 ～�窓口にて　10：00 ～�電話も可

日時日時●11月29日（金）　9：30 ～11：30
定員定員●20名
講師講師●岡田理恵（日本絵手紙協会公認講師）
参加費参加費●700 円
持ち物持ち物●黒の油性サインペン
申込み申込み●10月2日（水）

9：00�～�窓口にて
（電話不可）

日時日時●11月16日（土）　8：30 ～12：00
8：15　元昌寺駐車場集合

定員定員●20名程度
講師講師●小泉活性化委員会
参加費参加費●300 円
持ち物持ち物●タオル、帽子、飲み物
申込み申込み●受付中

木目込みで干支づくり

昭和のレコードを楽しむ会 スノードームづくり

～午後の朗読サロン～
語りで楽しむ名作散歩

願いを込めて
干支の土鈴に絵を付けよう

秋のウォーキング
根本を歩いてみよう

オアシスカレッジ

特別企画～復活 歩いて行ける落語会～

定員定員●200名
出演出演●柳家勧之助
入場料入場料●前売り�1,000 円　当日�1,200 円

（小中学生同額）
※未就学児は大人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）

チケットチケット●発売中

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

マイタウン
フェスティバル2019

展示部門●10月19日（土） 9：00～17：00
20日（日） 9：00～15：00

ステージ部門●11月3日（日） 12：30～

Bun　Bun ねっと　No.8828

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。



まだまだ伸びる‼あなたの歌唱力をさらに UP させましょう。歌のすば
らしさを講師が楽しく伝授します。

秋のお菓子と言えば栗むし羊羹！今回はちょっとアレンジしてさつまい
もを使います。もちろんお持ち帰りつき！日時日時●10月18日、11月15日、12月6日・20日、

1月17日、2月21日、3月6日・20日
（金曜・全8回）
13：30 ～15：00

定員定員●50名
講師講師●江端智哉
参加費参加費●3,500 円
持ち物持ち物●筆記用具、飲み物
申込み申込み●受付中

日時日時●10月29日（火）　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、巻きす
申込み申込み●10月1日（火）

11：00 ～�窓口にて

エバちゃんの歌唱力 UP 講座・後期
さつまいもで栗むし羊羹

ワンコインで活き活き Life

慢性的な運動不足などを解消するために、自信をもって男性
の皆様にお届けする健康講座です。

お子さんの写真をはりつけて令和 2 年の
カレンダーを作ります。

令和最初のお正月を、彩り鮮やかなク
レイローズの和風アレンジで迎えまし
ょう。

日時日時●①10月31日　バランスボール
②11月　7　日　3B体操
③11月21日　ゆったりとリラックスヨガ
④11月28日　ヘルシー料理
⑤12月　5　日　椅子に座ってらくらく体操
（木曜・全5回）
10：00～11：30（④のみ10：00～12：30）

対象・定員対象・定員●男性・20名
講師講師●①太田志名子　②菅原敦子　③山森孝子

④松原布貴子　⑤上杉恵美
参加費参加費●1,500 円（料理の材料費込）
持ち物持ち物●①②③⑤タオル、飲み物、シューズ

④エプロン、三角巾、ふきん
申込み申込み●受付中

日時日時●12月9日（月）
イベントタイム　10：00 ～11：00
ティータイム　11：00 ～12：00

対象・定員対象・定員●未就園児親子・10 組
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●お子さんの写真数枚、はさみ、スティ

ックのり、お子さんに必要なグッズ
申込み申込み●受付中
共催共催●市之倉児童センター

日時日時●12月10日（火）　9：30 ～12：00
定員定員●20名
講師講師●荒川直美
参加費参加費●1,500 円
持ち物持ち物●ニッパー、木工用ボンド、手ふき、

ピンセット、はさみ
申込み申込み●受付中

10 歳若返る男塾
～めざせ！ 2 カ月でマイナス 2kg!! ～

市之倉なかよしひろば
笑顔のカレンダーづくり

クレイローズが華やか！
迎春アレンジ

男塾 たじみ子どもの権利の日協賛事業

バランスボールはからだのゆがみを整え、体幹を
鍛えることができる優れたエクササイズです。ま
ゆか先生の掛け声と笑顔で元気になりましょう。

今年も根本交流センターにサンタさんはきてく
れるかな？ゲームやダンスクラブの発表、ねも
とレインボー☆キッズチームレッドが盛り上げ
る楽しいクリスマス会です。

リズムに合わせて体を動かしたり、楽器に触れ
たり、季節にあった音楽を親子で一緒に楽しみ
ましょう。みんなの笑顔があふれる教室です。

日時日時●10月9日・23日、11月13日・27日
12月11日（水曜・全5回）
13：30 ～14：30

定員定員●20名
講師講師●市原まゆか(一般社団法人体力メンテナンス協会

バランスボールインストラクター）
参加費参加費●1,500円(バランスボール貸出500円/5回）
持ち物持ち物●飲み物、タオル、バランスボール、ヨガマッ

ト（貸出あり）
申込み申込み●受付中

日時日時●12月22日（日）　13：30 ～15：30
対象対象●どなたでも（未就学児は保護者同伴）
参加費参加費●100 円
申込み申込み●10月20日（日）

　9：00 ～�窓口にて
10：00 ～�電話も可

日時日時●10月11日・25日、11月8日・22日
12月6日・20日、1月10日・24日
2月14日・28日（金曜・全10回）
①10：00～10：45
②11：00～11：45

対象・定員対象・定員●未就園児親子・各20組
①H29.4.2～H30.4.1生まれの親子
②H28.4.2～H29.4.1生まれの親子

講師講師●高須しおり・堀江千穂
参加費参加費●5,000円
申込み申込み●受付中

いきいきサポート！バランスボール
～孫育世代のからだづくり～

ねもとあったかクリスマス会 音とともだち♪リトミック
まなびの扉 三ツ星ファミリー事業 ねもとすくすくスクール

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

市之倉公民館
文化祭

展示部門●11月2日（土） 9：00～19：00
3日（日） 9：00～15：00

ステージ部門●11月10日（日） 13：30～

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

第7回 根本ふれあいフェスティバル
～みて、あそんで、まるごとねもと！～

11月2日（土） 10：00～17：00（駐車場でのイベントあり）
3日（日）　9：00～15：00

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.88 29

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。



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

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/

今や日本中どこでも発生する可能性の高いゲリ
ラ豪雨に遭遇してしまったら、あなたの身近に
ある川はどうなるのでしょう？過去の事例から
避難対策を考えます。

笠原産の様々な形のタイルを割って、カフェテ
リア周りの縁石にモザイクタイルアートを貼る
市民参加のワークショップです。

家族や友だちと一緒に遊べるボードゲームが近
年大人気。このイベントの運営を楽しく体験で
きるボランティアスタート講座です。

日時日時●11月30日（土）　10：00 ～11：30
定員定員●30名
会場会場● 6階美術室
講師講師●多治見市防災ネットワーク

可知悟＆佐智子
参加費参加費●500 円

（和スイーツと飲み物付）
申込み申込み●受付中

日時日時●10月12日（土）・19日（土）・26日（土）
各10：00 ～16：00

会場会場●1階Mama's�Plusカフェテラス
講師講師●有限会社ミスズアートスタジオ
持ち物持ち物●手袋、エプロン
参加費参加費●無料
申込み申込み●受付中（参加できる時間を

お伝えください）
主催主催●NPO法人Mama's�Cafe

日時日時●12月15日（日）　13：30 ～15：30
定員定員●12名
会場会場● 6階美術室
講師講師●ボードゲームフェスタまいた～ん！

代表�高橋雄蔵
参加費参加費●無料
申込み申込み●受付中

楽しくおいしくプチ防災♪
エッ？マジ？ヤバイ！ゲリラ豪雨☂
あなたのまわりは大丈夫？

モザイクタイルアート
ワークショップ　参加者募集

ボランティアはじめの一歩講座
ボードゲームフェスタまいた～ん！編

多治見るこみち参加プログラム 国土交通省：民間まちづくり促進事業

消しゴムに干支などのはんこを彫って、カラースタンプで重ねて押して
かわいい年賀状を作ってみましょう！

木曽川に流れる姫川の生物は？

いろんなドングリの木を見て触ってドングリの標本
を作ろう。

昨夏に続き今回も多彩なプログラムをお届けします。令和になって初め
てのクリスマス。楽しいひと時をお過ごし下さい。

日時日時●11月8日・22日（金曜・全2回）
10：00 ～12：00

定員定員●10名
講師講師●岡田理恵
参加費参加費●1,000 円
持ち物持ち物●三角刀、カッター、筆ペン、カッターマット

または古雑誌、ある方は手持ちのスタンプ台
申込み申込み●10月2日（水）　9：00 ～

日時日時●10月6日（日）　9：30 ～11：30　受付�9：00 ～
対象対象●小学 4年生以下は子どもの人数と同数の保護者の付

き添いが必要
持ち物持ち物●帽子、タオル、着替え、入れ物（持ち帰る場合）、

飲み物、濡れてもよい靴（サンダル・クロックス・
長靴不可）

日時日時●12月8日（日）　9：30 ～11：30
受付�9：00 ～

対象・定員対象・定員●子ども、親子・先着24 名
小学4年生以下は保護者同伴

材料費材料費●100 円
持ち物持ち物●筆記用具

日時日時●①11月10日（日）　②12月1日（日）
各10：00 ～14：30　受付�9：30 ～

対象対象●小学 4年生以下は保護者同伴
持ち物持ち物●昼食、飲み物、歩きやすい靴、帽子、

タオル

日時日時●12月15日（日）　13：00 開場　13：30 開演
定員定員● 60名
演奏演奏●多治見市交響楽団
入場入場●無料

※募金にご協力ください。集まったお金は
多治見市社会福祉協議会へ寄付します。

申込み申込み●要整理券
10月1日（火）�9：00 ～�窓口にて配布

～初めてでも大丈夫～
消しゴムはんこで楽しい年賀状作り

子どもガサガサ探険隊 -8
姫川　多治見で水系の違う川の違いは？

かんさつ館講座
①昆　虫：旅するチョウアサギマダラ
②さかな：多治見市の河川体験学習と土岐川 1,000 匹調査
③昆　虫：昆虫から見る多治見の自然

冬の工作教室
ドングリ拾って標本作り

多治見の山が呼んでいる　六名山
①無名峰　多治見市の最高峰を行く
②方月山　笠原の昔話に出てくるまん丸い山を登る

多治見市交響楽団
クリスマスチャリティーコンサート

①夏から秋のアサギマダラの行動報告と昨年の館内での成長経過を報告します
②河川体験学習で入った川ごとの特徴と令和初の 1,000 匹調査結果から今年の土岐川について解説します
③興味深い昆虫の姿や生態から、これらを育む多治見の自然の多様さと変化について考えます
日時日時●①10月11日（金）　②11月8日（金）　③12月6日（金）

各18：30 ～20：00　受付�18：00 ～
定員定員●20名（小学 4年生以下は保護者同伴）
講師講師●①林英昭　②土岐川観察館職員　③横井洋文　持ち物持ち物●筆記用具

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

●開館時間　10：00～17：00（月曜休館　祝日の場合は翌日）
●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・申込み電話にて参加費無料・申込み電話にて
※すべてに共通です

Tetsuro Okabe

© コンドル

Bun　Bun ねっと　No.8830

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。



同時
開催

開　館  9：00 ～17：00（入館は16：30 まで）　 観覧料  一般 320 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

中山道が東西を横断し、宿場の風情が色濃
く残されている東美濃の地域において、江
戸時代後期から明治期にかけて宿場町で使
われていたやきものをご紹介します。

NEXCO 中日本の地域連携イベントとして、今年もミュ
ージアムで蕎麦打ちを行います。温かいお蕎麦を美濃焼
のどんぶりでお召上がりください。どんぶりはそのまま
お持ち帰りいただけます。

多治見市主催の穴窯フェア期間中、VOICE 工房と
美濃焼ミュージアムにてイベントが催されます。
①窯焚き体験・見学（VOICE 工房）
② Night at 美濃焼ミュージアム
　（ミュージアムの夜間開放）

10月5日（土）～2月2日（日） 10月26日（土）
11：00 ～14：00（無くなり次第終了）
定　員 �300 食
参加費 �そば代 500 円、入館料100 円

※当日のイベントの売上は全て
交通遺児等育成基金へ募金
します。
※観覧のみを希望される方は通
常の観覧料が必要

申込み �不要

①窯焚き体験　23日�9：00 ～25日終了時まで
　見学は終日可
②24日�17：00 ～20：00
参加費 �①②無料
※ただし、②の日時以外で
ミュージアムの展示を観覧
する場合は通常の観覧料
が必要

11月23日（土・祝）～11月25日（月）

宿場町のやきもの
中山道の歴史をうつわでたどる

多治見市× NEXCO 中日本
ミュージアムでお蕎麦を食べませんか

穴窯フェア企画展

美市見治多 濃 焼 ミ ュ ー ジ ア ム

※多治見市の使用料・手数料等の見直しに伴い、10月1日より観覧料及び会議研修室の利用料金を一部改訂いたします。

市民のための健康講座

高齢期を元気で過ごすため、毎日の食事
を振り返り、よりよい食生活を考えてみ
ましょう。
日　　時 �10月23日（水）　13：30～14：30
定　　員 �40 名
会　　場 �小泉公民館
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　☎29-1377

大原児童館複合化推進委員会健康部会共催
高齢者が元気で健康に
暮らすための食事のとり方

骨粗しょう症は、骨が弱くなり寝た
きりにもつながる病気です。病気を
知ることにより健康でイキイキとし
た人生を送りましょう。
日　　時 �11月19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

整形外科部長　高津哲郎
申　込　み �受付中　☎25-5611

骨粗しょう症
多治見市保健センター受託事業 運動チャレンジ講座

関節の痛みを和らげて、仕事や家事で疲れた体をリセ
ットしましょう。
日　　時 �11月5日・12日・19日・26日　13：00～13：45
講　　師 �神ノ川惟香子
持　ち　物 �ヨガマット（バスタオル可）、飲み物、スポーツタオル
問　合　せ �市之倉公民館　☎22-3776

【市之倉公民館】火曜コース【市之倉公民館】火曜コース
自力整体で痛み・疲れをリセット！

たじみウォーキングチャレンジ 歩きゃ～カード達成者
スタート編　中島康行さん・佐藤正子さん・渡辺明子さん
初　級　編　中島康行さん・佐藤正子さん
上　級　編　上川公子さん

１回のみの参加もＯＫ！参加無料・申込不要です。

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。

一般の部　作品募集
【部　　門】【部　　門】　日本画・洋画・工芸・彫塑・写真・書道・デザイン
【応募資格】【応募資格】　中学生以上
【応募点数】【応募点数】　1部門につき1人1点
【規格・応募方法・搬入日】【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、
市立公民館にて配布中。

【申込み】【申込み】　受付中　9：00～17：00　10月27日（日）〆切（郵送申込可）
【申込窓口】【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】【出品料】　一般1,000円、中高生400円
【各　賞】【各　賞】　市美術展賞　ほか
【事務局・問合せ先】　【事務局・問合せ先】　多治見市学習館　☎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

多治見市美術展

今年度より、
出展申込みは
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。

公募展　子どもの部入賞入選作品展示
【会　場】【会　場】　セラミックパークMINOロビー　会期は同上

第77回

参加無料

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。



BEGINとヤイリギターとの共同開発で生まれた弦楽器 “一五一
会 ”の素敵な演奏を楽しみましょう♫

誰でも知っているクラシックの名曲の数々をお届けします。

多治見市出身のピアニスト古田友哉がプロデュース！多彩なプログ
ラムが楽しめるコンサートシリーズです。12月はピアノとフルー
トのやさしい音色のクリスマスをどうぞ♪

子どもたちがサンタさんへ向けて描いた「クリスマスカード」を飾ります。
12/22（日）にはカードを描いてくれた子どもを対象にミニコンサートを行います。

映画音楽・親しめる曲より、フルートの魅力と共にフルートで
奏でるひととき “心癒やすとき ”をお届けします。

おはようサロン特別企画
彩音 SAI-ON 一五一会コンサート

加藤菜津子ヴァイオリン名曲コンサート

古田友哉とめぐる
た・じ・ミュージック♪「フルートで彩るクリスマス」

養正つながるプロジェクト
こころあったかクリスマス「サンタさんからのおくりもの」

Rilassante Flute Concert
リラッサンテ・フルートコンサート

日　　時 �10月14日（月・祝）
10：00 ～11：00

出　　演 �彩音 SAI-ON
入　場　料 �無料　整理券配布中

日　　時 �11月10日（日）　13：30 開場　14：00 開演
定　　員 �150 名
出　　演 �加藤菜津子
入　場　料 �前売 800 円　当日900 円

小中学生500 円　※未就学児入場不可
チケット �発売中

日　　時 �12月15日（日）　13：30 開場　14：00 開演　 定　　員 �120 名
出　　演 �古田友哉（ピアノ）・松野建（フルート）
入　場　料 �1,000 円　 チケット �発売中

日　　時 �カード展示期間　12月2日（月）～25日（水）
ミニコンサート　12月22日（日）
9：45開場　10：00開演

対象・定員 �0 ～ 6歳までの未就学児・100名
入　場　料 �無料
申　込　み �12月2日（月）～お子さんと一緒に窓口でお申込みください
共　　催 �養正校区青少年まちづくり市民会議

日　　時 �11月23日（土・祝）　13：00開場　13：30開演
定　　員 �100名程度
出　　演 �阿部房子（フルート）・金田紗希里（ピアノ）
入　場　料 �前売 700 円　当日800 円

（全席自由、お茶・お菓子付）
※未就学児入場不可

チケット �発売中

精華公民館　☎ 25-1533

小泉公民館　☎ 29-1377

旭ケ丘公民館　☎ 27-6826

養正公民館　☎ 25-3622

脇之島公民館　☎ 25-5611

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。
11月4日（月・振休）まで

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 340 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

たじみ子どもの権利の日協賛事業
ハロウィンコンサート ～ものがたりの世界へようこそ～

日　　時 �10月26日（土）　10：00 開場　10：30 開演
定　　員 �150 名程度（未就学児は保護者同伴）
出　　演 �高須しおり・堀江千穂
入　場　料 �大人 500 円　高校生以下200 円
チケット �発売中

根本交流センター　☎ 27-5500

0歳から参加できるコンサートです。歌とピアノ演奏でものがたり
の世界へご招待します。ご家族みなさんでステキな秋のひと時をお
過ごしください。

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。

大正から昭和初期にかけて装幀、挿絵、
舞台美術などで大衆を魅了した小村雪
岱。彼の作品を中心に展示します。

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）・11月5日（火）～12月20日（金）（施設工事のため）

11月4日（月・振休）まで 12月21日（土）～
2020年2月16日（日）

華めく洋食器
大倉陶園 100 年の歴史と文化

小村雪岱スタイル
江戸の粋から東京モダンへ特別展 特別展

《貴賓用特別食器揃》大倉陶園　1935 年　奈良ホテル蔵
小村雪岱《盃を持つ女》

清水三年坂美術館蔵

観　覧　料 �一　般 900 円
大学生700 円
高校生以下無料

観　覧　料 �一　般 900 円
大学生700 円
高校生以下無料

うた広場講師の水野妃佐子先生と一緒に、ふんわり温かいクリスマ
スの歌を楽しみましょう。

ふんわりクリスマスコンサート♪

日　　時 �12月21日（土）　13：00 開場　13：30 開演
定　　員 �100 名
出　　演 �水野妃佐子（メゾソプラノ）・伊藤亜希子（ピアノ）
入　場　料 �700 円（お茶・お菓子付）
チケット �発売中　窓口にて

南姫公民館　☎ 29-4880

青春の名曲をお届けします。なつかしいメロディーがあなたの
心をみたす時間に変わりますよ。

クリスマスコンサート2019 IN 市之倉
あのフォークソングをもう一度

日　　時 �12月15日（日）　15：30 開場　16：00 開演　 定　　員 �150 名程度
出　　演 �フォーエヴァーズ

三品智裕（ウッドベース）　丸山隆（リードギター）
林英直（サイドギター）　柴山久江（キーボード）

入　場　料 �大人800 円　小中学生500 円
チケット �発売中　窓口にて

市之倉公民館　☎ 22-3776

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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