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４月26日（日）
バロー文化ホール
大ホール



バロー文化ホール 検　索

Bun　Bunねっと　No.892

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　167-119　　　　Lコード　41945Pコード　172-015　　　　Lコード　43025

Lコード　41586

会場 :小ホール
開場 13:00/ 開演 13:30

4月3日㊎

会場 :大ホール
開場 17:00/ 開演 17:304月26日㊐会場 :大ホール

開場 14:30/ 開演 15:004月12日㊐

第81回日本音楽コンクールで反
田恭平と同時１位受賞以来、国
内外のコンクールで多数入賞を重
ね、2019年にはロン・ティボー・
クレスパン国際コンクールピアノ
部門第2位を受賞。愛知県が生ん
だ俊英の響きをお届けします。

テレビ等でも大活躍の高嶋ちさ子がピ
アノクインテットとともに多治見へ
帰ってきます。クラシックの名曲や映
画音楽などを愉快なトークとともにお
届けする極上の時間をお楽しみに！
【プログラム】
ヴィヴァルディ：「四季」よりメドレー
ホルスト：ジュピター
映画音楽メドレー　ほか（予定）

令和２年度の小ホールは、世界的に活躍するアーティスト
を取りそろえました。前売り料金は 3公演とも 1,000 円！
詳細は次号でお知らせします。

※2歳以下入場不可、3歳以上チケット必要
※会館での取扱枚数には限りがあります（予定枚数に達し次第発売終了）
※チケットはお一人様4枚まで（先行・一般とも）

©Kei Uesugi

2018 年にデビュー 25
周年を迎え、ますます
精力的に活動している
斉藤和義。2020 年は
全国52公演にわたるツ
アーを開催。多治見初
となるライブ、お見逃し
なく！

【全席指定】　6,900円

斉藤和義
KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2020“202020”

高嶋ちさ子
～ゆかいな音楽会～

秋

冬

［Club会員先行発売］　 1 月18日 (土)~22日（水）
［一般発売］                 2 月 8 日 (土)

［Club会員先行発売］　 1 月11日 (土)~15日（水）
［一般発売］                 1 月25日 (土)

【全席自由】
1,000円（当日200円増）
（Club会員　当日1,000円）

【全席指定】
5,800円（Club会員　5,500円）
※当日は各500円増

令和2年度は小ホール企画に注目！

セリーナ・オット（トランペット）

藤木大地（カウンターテナー）

公演

公演

世界で最も権威のあるトランペットコン
クールのひとつ、ARDミュンヘン国際
音楽コンクールにおいて2018年に弱冠
20歳で女性初の第 1位を受賞。ドイツ
はもとよりヨーロッパ全土で超有名なト
ランぺッター。

2012 年日本音楽コンクールでカウン
ターテナーの史上初優勝以来活躍を重ね、
2017年にはオペラの殿堂・ウィーン国
立歌劇場にデビュー。日本人カウンター
テナー初の快挙として現地で大絶賛を浴
びた、今もっとも注目される歌手の一人。

♪

♬

務川慧悟ピアノリサイタル
好評
発売中

託

児あ
り要申

込

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.89 3

Pコード　157-117　　　　Lコード　42987

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㊐

紅白歌合戦出場、住友生命
“1UP”CMソングなど多数手
掛け、圧倒的な声と言葉を武
器に年間 200 本以上のライ
ブなど精力的に活動を展開。
独特の存在感を放つ竹原ピス
トルがギター１本で作り上げ
る世界に乞うご期待！

※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）

※未就学児入場無料（席が必要な場合は有料）
※本公演は宝くじの助成を受けて実施します

【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

※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
た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】　4,400円

【全席指定】　7,000円

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

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
ゴスペラーズ坂ツアー2019～2020“G25”

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～

知られざるイギリスの
名曲たちとの出会い

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、キエフ ･ク
ラシック ･バレエ
から12人のダン
サーを迎えた贅沢
なプログラムを上
演します。

【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　ほか

気弱で内気なケンタ少年がおかしな２
人組と一緒に宮澤賢治の世界へ旅に出
ます。120 年前に生まれた宮澤賢治
と現代の子ども達が出会ったら…。
初めて賢治作品に出会う子ども達も思
いっきり笑い、楽しめて、深く心を揺
さぶるお芝居をお届けします。
〈演出〉川村ミチル
〈出演〉劇団そらのゆめ

イギリス在住歴のあ
る田村緑と平光真彌
が、自信をもって選
んだ、珠玉の名曲の
数々を紹介します。
観る人すべてを引き
付ける、圧倒的なパ
フォーマンスでお楽
しみください。
【プログラム】
エルガー：ヴァイオ
リンソナタ　ホ短調
作品82　ほか

Pコード　497-086　　　　Lコード　41334

好評
発売中

好評
発売中

会場 :小ホール
開場 14:30/ 開演 15:001月13日㊊㊗

会場 :小ホール
開場 13:30/ 開演 14:001月19日㊐

【全席自由】　一般  1,000円
　　　　　　（Club会員　700円）
　　　　　　小中高生  500円

【全席自由】　3,000円

Lコード　42578

劇団そらのゆめ
「宮澤賢治のたからばこ」

好評
発売中

演劇バックステージ講座
参加者募集

舞台裏を大解剖！
「宮澤賢治のたからばこ」の舞台照明、音響のヒミツを
舞台技術専任スタッフが教えます。

【日　時】1月 13日（月・祝）16:20~17:00
【会　場】小ホール
【対　象】高校生
【持ち物】劇団そらのゆめ
　　　　 「宮澤賢治のたからばこ」

の入場券
※申込不要
　（当日お越しください）

関連
事業好評につき完売しま

した

託

児あ
り要申

込



バロー文化ホール 検　索

Bun　Bunねっと　No.894

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

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

1月8日㊌・3月11日㊌

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》三遊亭わん丈（1月）
　　　  三遊亭歌太郎（3月）

今年度「たじみワンコイン
寄席」に出演の柳亭小痴楽
さんが2019年 9月に真打
に昇進されました。また三
遊亭歌太郎さんは2020年
3月に真打に昇進されます。
お二人のますますの活躍を
期待しています。

新たな寄席シリーズがスタートします。　
実力十分の二ツ目落語家が毎回二人登場！二人が二席ずつたっぷりお届け
します。あなたも落語のおもしろさに吸い寄せ（すい寄席）られる‼

【全席自由】　各500円

【自由席】　1,000円（当日500円増）
　　　　　（Club会員　当日1,000円）
【指定席】　1,500円（当日同額）

おめでとうございます

第12回 スーパー手づくりマーケット
会場：1階フロアすべて
10:00 ～ 16:003月14日㊏・15日㊐

年に一度のものづくりの祭典、今年も開催します。
市内外から集まったクリエイターが心をこめて作るハンドメイド作
品の数々。見て、話して、買って、体験して楽しもう！ショップは2日
間で総入れ替えするので、ぜひ両日ともお出かけください♪

入場無料

  クラフト作品販売ブース
アクセサリーや洋服、インテリア・生活雑貨、キッズ
用品などなど、オリジナルの一点ものが広い会場いっ
ぱいに並びます。

  ワークショップブース
子どもから大人まで予約不要で参加できます。
ものづくりに挑戦してみよう！

  飲食販売ブース
焼菓子やパンの販売のほか、
キッチンカーグルメもお楽しみいただけます。

会場 :小ホール
4月25日㊏
昭和の名作がスクリーンでよみがえる！

【料金】200円（お茶付き）　事前申込不要

春風亭正太郎

三遊亭歌太郎柳亭小痴楽

柳家緑君

懐かしの歌をピ
アノの伴奏で歌
いませんか。

《ナビゲート》
羽山園美
藤掛幹奈子

第5回 昭和のスター ワンコインシネマ館 昭和の歌声喫茶
好評
発売中

【全席自由】　各500円

ビルマの竪琴　10:00 ～
安井昌二・三國連太郎 出演（昭和 31年）

上を向いて歩こう　14:30 ～
坂本九・浜田光男 出演（昭和 37年）

Ⓒ日活

会場 :大ホールロビー
時間 :13:00 ～ 14:154月25日㊏

二ツ目ふたり会
～すい寄席～
会場 :小ホール
開場 13:00/ 開演 13:306月10日㊌

［発売日］　 3 月11日 (水)

託

児あ
り要申

込

託

児あ
り要申

込

新
シリーズ

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 日間で
150店‼



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.89 5

まるごと一日音楽の日inたじみ 2020　たじみオーケストラ合唱団　団員募集

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

【合唱指導】  陶都楽友協会　 
【参加料】  一般10,000円（チケット5枚付）、高校生以下1,000円
【練習日】  2月1日・8日・15日・22日・29日、 3月7日・14日・21日・28日
　　　　  4月4日・11日・18日・25日、 5月9日・16日・23日・30日・31日（日）
　　　　  6月6日・7日（日）・13日・20日・27日　　※原則土曜日
【時間・内容】  10：00～12：00　歌で巡る世界の旅
                   13：30～15：30　合唱とオーケストラで奏でる思い出の映画音楽
                  ※4/4と6/6は17：30～19：30
                  ※4/25は14：30～16：30
【場　所】  バロー文化ホール 大ホールほか
　　　　　※3/14・5/23・6/20は、
　　　　　　ヤマカまなびパーク 多目的ホール

所定の申込用紙をバロー文化ホールまで提出（FAX・郵送可）
※申込用紙はバロー文化ホール、ヤマカまなびパーク、多治見市立公民館にて配布中。バロー文化ホールのホームページからもダウンロードできます。

好評
受付中

会場：大ホール 会場：小ホール

会場：大ホール
会場：大ホール

5月10日㊐・17日㊐ 5月23日㊏

5月31日㊐ 6月14日㊐・21日㊐
※14日のみバレエマットあり

邦楽の部 器楽の部

合唱の部 ダンスの部

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

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

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

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

1,500円の出演料（入場券6枚付）　※ソロ＆デュオ部門3,000円

第53回多治見市市民文化祭　出場団体募集 受付中
2/16㈰
まで

【募 集 数】毎月１組
（4月～6月の 3カ月分を募集します）
【募集開始】1月４日（土）10:00 ～
【申込方法】所定の申込用紙をバロー文化ホールの窓口まで提出
※詳細は募集要項（ホームページ掲載）をご覧ください

大ホールロビーがあなたのステージになる！
気軽な発表会としてロビーを利用してみませんか？

バロー文化ホール友の会
「たじともClub」2020年度会員募集「たじともClub」2020年度会員募集
【受付開始日】2020年 3月 1日（日）
【有 効 期 間】2020年 3月 1日（日）～ 2021年 3月 31日（水）
【年 度 会 費】2,000円
【特　　　典】チケットの先行販売、割引販売、イベントの情報提供など
【取扱い・問合せ】バロー文化ホール

会場 :小ホール
開場 11:15/ 開演 11:302月23日㊐

5 カ月間にわたる狂言、講談、落
語、演劇の稽古の成果を舞台上
で発表します。講師も高座に上
がり、一席披露。3年間実施して
きた「たじみ de和芸」集大成の
舞台です。
《講師》　茂山逸平（狂言師）
　　　　宝井一凛（講談師）
　　　　柳家勧之助（落語家）
　　　　みつ輪りん（作・演出）

※未就学児入場無料（席が必要な場合は有料）　助成：（一財）地域創造

【全席自由】　一般  500円
　　　　　　（Club会員　200円）
　　　　　　小中高生  200円

和芸フリースクール
「たじみde和芸」発表会 ロビーdeマイコンサート出演者募集

好評
発売中

まるごと一日音楽の日inたじみ
メインコンサート
【日　時】  6月28日（日）15：00開演
【指　揮】  齊藤順子、高橋律也、羽渕朋之
【管弦楽】  多治見市交響楽団



NEW　！

木のぬくもりを
感じるログハウス

【参加費】120円（+50円でドリンク付き）
【予定数】250個　　【申込み】不要
※本館ホール貸切の際など実施できない
　場合があります

木目が美しいログハウスには
ラグや座布団を用意しています。
温かく木の香りを感じるお部屋は
思わずゆっくり過ごしてしまうこと間違いなし。
ご家族や仲間たちと語らえば、心も温かくなりますよ。

広々快適な
お風呂
男湯は岩風呂、女湯は木目調のタイル風呂
です。手足を伸ばしてゆっくりくつろげば、
疲れた体もほぐれますよ。

お部屋にはヒーターにエアコン、電気
ポット、ガス給湯器など暖かくお過ご
しいただくための設備が充実！お手洗
いには温風で手を乾かすジェットタオ
ルを設置しています。

・お風呂の利用について
【対　象】ご宿泊の方
【利用時間】17：00～22：00
アメニティ：シャンプー、ボディソープ、

ドライヤー
※フェイスタオル、歯ブラシは窓口にて
　販売しています

冬でもあったか
室内で遊ぼう！
「ちびっこルーム」には、滑り台やトンネルくぐりの
できる室内遊具を設置しています。
【対　象】6歳以下　　【利用時間】9：00～16：00
※保護者同伴でご利用ください

冬季は地球村の暖炉に火が入ります。
火を囲みながらブックコーナーの本を読んだり、
工作を楽しんだりの日帰り利用も大歓迎！
是非、冬も地球村にお越しください。

熱してトロト
ロになったマ

シュマロを

クラッカーに
挟んで食べる「

サモア」を

暖炉で作っち
ゃおう

本館ホールに

ジャングルジ
ムを

新設しました

受付10：00～16：00受付10 00 16 00
暖炉でサモア
冬季限定！　ホットドリンク付き

【対　象】中学生以上
【部屋数】1室（4名まで利用可能）
【利用料金】1室半日500円
【申込み】電話にて

1月8日（水）～13日（月・祝）
9：00～12：00、13：00～16：00

本館の宿泊室が期間限定の学習室に！

こたつ学習ルーム期間
限定

※予定数に達し次第終了

静かな地球村で勉強もはかどるかも！
こたつ、暖房を備えた個室スタイルの
学習スペース。
家庭用100Vのコンセントもあります。
パソコンを持ち込んでワーキングスペー
スとしての利用もできますよ。

※ホール（学習ルーム外）に自由に
お使いいただける電気ポット、
電子レンジを用意しています。
カレー、パスタなどの軽食も販
売しています。

冬はお鍋を楽しもう！

鍋セット冬季
限定
1人前　1,300円
※要予約・4人前から受付

【利用時間】10:00～15:00
【席　数】2卓(各4人掛け、1卓定員8名）
【利用料金】1卓1日2,000円
※材料は持ち込みも可　※コンロ・土鍋セット付き

卓上コンロ　＆　土鍋セット
※ボンベ１本付き

貸出スタート

鍋ルーム

・鶏ちゃんこ鍋　・豚キムチ鍋
２種類からお選びいただけます
※割りばし、紙椀付き

ホットカーペット
＆こたつ付き

NEW　！NEW　！
販売スタート
1月～3月下旬まで

1日　500円

地球村での鍋パをサポート！

学習棟が
　期間限定

の

　　鍋ルー
ムに変身！

感じる
火と木の
温かさ

本館・ログハ
ウスに

ホットカーペ
ットを

設置しました
！

2月1日（土）
～2月9日（日）

※ログハウス内ではご利用いただけません

NEW　！

※ご希望日の1週間前までに電話でお申込みください

おしるこなどの
温かい

軽食もご提供
しております

ご利用の方に
ささやかな
合格祈願グッズを
プレゼント　！

三の倉市民の里　地球村 検　索

三の倉市民の里
地球村

多治見市三の倉町猪場37

☎（0572）24　―　3212
開館時間　8：30～17：00
火曜休館
年末年始（12/29～1/3）は休館です
貸切利用時はホール等の共有スペースを
ご利用いただけない場合があります。
貸切利用状況につきましては
ホームページをご覧ください。

Bun　Bunねっと　No.896



NEW　！

廿原町のイチゴ狩り

予約専用電話（問合せを含む）
090　―　4262　―　4115
（9：00～16：00）

ご予約は　㈲廿原ええのお　まで
（多治見市廿原町472-1）

地球村から車で３分の
おすすめスポット

【対　象】
①市内の青少年活動団体
※小中学生を主たる構成員とする
団体が対象です
②市内の団体および一般
③市外の団体および一般

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

３月８日（日）　①10：00～　②11：00～　③14：00～

施設予約事前受付調整会 のお知らせ

フリークライミング

【会　場】三の倉市民の里地球村　　　【申込み】不要
・調整会参加時のご注意
当調整会にてご予約いただいた施設の使用料は2020年4月末日までにお納めください。
当調整会にてご予約の施設のキャンセルはご遠慮ください。
万一キャンセルされた場合は、その時期に関わらず予約した施設使用料の10割に
相当するキャンセル料を申し受けます。

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

１月４日（土）、５日（日）、18日（土）
２月１日（土）、２日（日）、15日（土）
３月７日（土）、８日（日）、21日（土）
各日10：00～12：00、13：00～15：00

新年は1月4日
から！

クライミング
初めに

いらっしゃー
い！

【対　象】小学生以上
【参加費】１ゲームキット400円（１キット６名まで）

【対　象】前編をクリアした方
【参加費】１ゲームキット500円（１キット６名まで）

◎後編は前編より高難度の内容となっています

地図をたよりに実際
に地球村の

山林を探検しながら
、謎解きに挑戦！

クリアした方には賞
品も!？

前　編
１月11日（土）～３月30日（月）

１　羽の蝶と魔女の呪い

後　編
１月18日（土）～３月30日（月）

【講　師】地球村星倶楽部　【参加費】無料
【持ち物】防寒着など　　　【申込み】不要
※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

１月25日、２月　１　日
各日18：00～19：30
２月29日、３月28日
各日19：00～20：30
各土曜日　※雨天、曇天中止

冬季はテニスコートの利用受付を休止します。
※3月中旬ごろまで。利用受付再開の際は、ホームページ上でお知らせします。

【参加受付時間】10：00～14：00
【持ち物】知力、気力、体力、想像力、ひらめき、防寒具、動きやすい服装
【申込み】不要
※ゲームキットは１人１部の購入を推奨しています
※ゲームキットをお持ちの方は、期間中いつでもゲームを
　中断、再開することができます。

昆虫たちと魔女の秘薬

ＳＴＯＲＹ
君たちの元に１羽の蝶が現れた。
「私はとある魔法使い
　　森の魔女の呪いによってこんな姿に
　　　　　　　　　　されてしまいました」
　　森の魔女は何か恐ろしい企みを
　　　抱えている様子
　　　　森の昆虫たちと協力して
　　　　　魔女の企みを阻止しよう！

【営業時間】9：00～16：00
【定　休　日】金曜日
【入園料金】一　般：1,800円
　　　　　　小学生：1,400円
　　　　　　幼児（４歳～小学生未満）：1,000円
　　　　　　団体割引…20名以上は各100円引き

ハーネス、ロープを装着し、５mの壁にチャレンジ！

子ども会、団体でのアクティビティとして
地球村での工作体験などと合わせてご利用ください

地球村天文台の望遠鏡で星の観望を楽しもう！

金星がよく見
える

時期になりま
した　！

工作に新しい仲間が登場！いつでも作れるよ！

地球村

ネコタン
地地地地球村村球村
木のネコ型ロボット

※キットをお持ち帰りいただき
ご自宅で作ることもできます

耳としっぽが
ある

　ロボタンの
仲間だよ

【参加費】300円
【受　付】9：00～17：00
【申込み】不要

地球村村村謎解きフィールドゲーム2020
大人気のリアル謎解きが今年もやってきた！

予約制

研修、会議、

ゼミ合宿など
に

是非ご利用く
ださい　！

星
の
見
え
る
日
に

宿
泊
は
い
か
が
？

Bun　Bunねっと　No.89 7



Kasahara cooking club 【申込み】１月６日（月）9：00～　詳細はお問合せください

3月15日（日）
　　 13：00
　　 13：30
開場
開演

1月10日（金） 　　　　　　　　　12：30
 　　　　　　　　　13：30

イベント全般開場
コンサート開演

落語の世界 春風亭一之輔独演会

【110番の日＆ミュージックパトロール】 警察音楽隊コンサート

今最も注目されている噺家「春風亭一之輔」が今年も登場。
当代きっての人気を誇る“一之輔落語”をご堪能ください。

【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
※未就園児入場不可

【プレイガイド】笠原中央公民館　☎43-5155 　 　　Ｐコード：497-289

1月10日は“110番の日”です。110番通報の理解を深めてもらいながら、
警察音楽隊のコンサートやいろいろなイベントで1日楽しみましょう。
【内　容】警察車両展示・プラモデル展示・

110番の体験
【協　力】多治見警察署

多治見出身のソプラノ歌手 横家志帆とピアノ、ヴァイオリンそれぞれの持ち味
が融合した音楽の世界。曲から垣間見えるのは“作曲家どうしの人間関係と恋
愛” ! ?知れば音楽はもっと面白くなる ! !

情熱のヴァイオリンが笠原にふたたび。
感動のステージを全身で味わってください！

【出　演】横家志帆（ソプラノ）　髙橋早紀子（ピアノ）　松本一策（ヴァイオリン）
【チケット】全席自由 1,000円 ※未就学児入場不可

【出　演】高橋誠（ヴァイオリン）　杉丸太一（ピアノ）　Falcon（ギター）
【チケット】全席自由 1,000円 ※未就学児入場不可
【チケット発売】2/23（日）発売開始

3月8日（日） 　　 13：30　　　 14：00開場 開演 5月24日（日） 　　 13：30　　　 14：00開場 開演

高橋 誠
ジプシー＆ジャズコンサート
～ 情熱の心音 RE：BIRTH ～

Vol.47

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

100人のプレミアムなセカイ
～ 客席は舞台の上 ～

春のクラシックコンサート 
めくるめくロマンス
～シューマン、リスト、ブラームス、愛のメロディー～

Vol.46

【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

4月14日（火） 19：00～21：003月10日（火） 19：00～21：00

2月15日（土） 10：00～12：30

洞谷式おいしい時短レシピ
パンとお菓子と パスタ

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

・甘辛ひき肉丼　・干しえのきのだし巻き卵
・焼き鶏ハム（きのこあん）　・お楽しみおまけの1品

・本格麻婆豆腐丼　・ひよこ豆のサラダ
・塩もみ大根炒め　・お楽しみおまけの1品

・黒胡麻ごまあんぱん
・ニラと海苔のパスタ　・甘酒ゼリー

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！

チャチャッと

入場無料
コンサートのみ整理券必要
笠原中央公民館にて配付中

好評
発売中

好評
発売中

©photo by キッチンミノル

Bun　Bunねっと　No.898

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】1月6日（月）9：00～ 詳細はお問合せください

図書館笠原分館
☎43-5157

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

他にはないレッスン内容を
お届けします！

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

【定　員】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】5,400円

【定　員】30名　【参加費】100円　【申込み】受付中

1月20・27日、
2月3・10・17・24日、
3月2・9・16・23日
（月曜・全10回） 19：30～21：00

1月21日、
2月4・18日、
3月3・17・31日
（火曜・全6回）
10：00～12：00

ほのぼのあそびパーク
笠原中央公民館ロビー

「みて、さわって、かんがえる」
を大切にした、ふしぎな科学
工作ができます。

1/4・2/1・3/7
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！

1/18・2/15・3/21
毎月第３土曜日
13：00～17：00

（13：00～15：00指導者が在席します）
【対　象】子どもから大人まで
【参加費】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紙芝居や
かわいい折り紙工作などを一
緒に楽しみましょう！

1/18・2/15・3/21
毎月第３土曜日
11：00～12：00

おはなしの会

5月17日（日） 10：00～15：00

2月22日（土） 13：00～16：00
1月19日（日） 9：30～12：00

3月7日（土） 10：00～ 12：00

2月16日（日）
12：30～ 17：00

2月2日（日） 10：00～ 12：00

2月18日（火）
①10：00～ 12：30
②17：30～ 20：00 ※各回募集

親子でプラモデルプラモデル作り 警察音楽隊コンサート関連事業

笠原を盛り上げよう！ モザイクマート 出店者募集

お正月フェスティバル2020 ふれあい囲碁＆将棋交流会
４公民館連携事業（脇之島・市之倉・養正・笠原中央）

多肉植物の寄せ植え

ボードゲームフェスタ！まいたーん！

昨年大好評だったモザイクマートに
出店しませんか!?

囲碁好き、将棋好き
の方の交流会です。
どなたでも参加でき
ます。初めての方も
この機会にチャレン
ジしてみませんか！

お正月の遊びは笠原で！
いろんな遊びやオモシロイ工作、体験
が盛りだくさん！
家族やおともだちと楽しみましょう。
・11：00～11：30『桔 』
土岐高山城戦国武将隊

・エンディング
かさはら和太鼓クラブ ISAMI

・昔のあそびコーナー
・カガク工作コーナー　ほか

かわいいネコのデザ
インのアフリカン
ポットに「ヤシの実
チップ」を使用して
多肉植物の寄せ植え
をします。
※「ヤシの実チップ培養
土」は虫がわきませ
ん。

親子でガンダムのプラモデル作りに
挑戦。かっこよく作るコツも教えて
もらおう！防犯の話もあります。

【定　員】20名 【講　師】小川多津子
【参加費】2,520円 【申込み】1月6日（月）9：00～

【対象・定員】
小学生～大人・24名
（8歳以下の方と、初参加で
10歳以下の方は保護者同伴）
【参加費】
高校生以下300円
大人または親子1組500円
【申込み】
1月6日（月）～ 窓口または
ホームページ

【対象・定員】小学1年生以上の親子・15組
【講　師】大脇健太郎

（HOBBYSHOP BーSIDE）
【参加費】400円

※プラモデルは各自持参。当日会場での購入可（実費必要）
【協　力】多治見警察署　【申込み】1月6日（月）9：00～

【応募詳細・申込み】モザイクマートHP https://mosaicmart.info/
または、右記QRコードより

【会　　場】笠原中央公民館前広場
【応募期間】2月1日（土）～29日（土）

にこにことしょタイム
ご家族でゆっくり過ごしてく
ださいね。

毎週土曜日
10：00～12：00

保管期限の過ぎた雑誌を利用者
の皆様へ無料でお譲りします。
（応募形式となります）
・応募期間
1月5日（日）～26日（日）

・応募方法
笠原分館にて所定の用紙に
記入

※詳細はお問合せください

雑誌リサイクルフェア

1/15・2/19・3/18
11：15～11：30

笠原地域子育て支援センター
おはなしの会

パパと過ごす休日シリーズ

人気沸騰！世界のボード
ゲームで遊ぶことができる
1日。親子でも、ひとりで
も楽しめます!!

マルコ醸造
4代目直伝シリーズ

“発酵食品の力”
～ からだで実感・3種類のお味噌汁食べ比べ ～

－ 発酵食品食べ放題付き －

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

【定　員】各20名
【講　師】小木曽智彦
【参加費】各1,600円
【申込み】1月6日（月）9：00～

入場無料
申込不要（一部有料）

主催：笠原盛り上げ実行委員会　　共催：笠原中央公民館　　協力：モザイクタイルミュージアム・笠原町商工会

共催：笠原校区青少年まちづくり市民会議

集

特にお味噌そうなんだ!!

本当⁉

Bun　Bunねっと　No.89 9

●イベント内容は変更する場合がございます
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【受講券発売日】1月5日（日）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。

上
じょう

代
だ い

異
い

類
る い

婚
こ ん

姻
い ん

譚
た ん

【講　師】千田伸子（コミュニケーションアドバイザー）
【受講料】300円（飲み物付き）
【定　員】30名　【会　場】6階美術室
【共　催】多治見市役所くらし人権課

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

子育てはなかなか思うようにはいきませんよね。
つい、イライラしてしまうことも…。でも、少し見
方を変えたり、言葉のかけ方を変えれば、イライ
ラしないで済むかも！コミュニケーションの仕方を
学んで、イライラにさよならしましょう。

日本の昔話には、人間と人間以外のもの〈異類〉との
婚姻話がありますが、日本神話にも神と異類、ある
いは人と異類の婚姻説話があります。記紀にある異
類婚姻譚から、その婚姻が神や人にどのような意味
を持つのか解説したいと思います。

　　　 としないイラっ
子育て・人育て

3月5日（木）
10：00～12：00

3月7日（土）
10：00～11：30

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。ご了承下さい。

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。
1月…細川ガラシャ　2月…春日局
3月…築山御前

【受講料】1,500円
【会　場】7階多目的ホール【受講料】1,500円

【会　場】5階学習室501

時代を
生きた女たち

物語はいよいよクライマックスへ。嵐の海に漕ぎ出す義経。
海中の弓を命を賭けて拾う義経の誇り。揺れる扇の的をい
る那須与一。そして一カ月後、壇ノ浦に沈む平家一門の美
しい最期。登場人物と一体になる平家作者の「語り」を堪能
します。

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

ボードゲームフェスタ
まいたーん！
ワイワイ！スプリング

春の訪れとともに、今、人気急上昇中
のボードゲームを楽しみませんか？
テーブルを囲んで思考力とコミュニ
ケーション力もアップ！

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
講師のオリジナルテキストを使って楽しく読ん
でいきます。

【対象・定員】 小学生～大人・24名
　　　　　  （8歳以下の方と初参加で10歳以下の方は保護者同伴）
【参加費】高校生以下300円　大人または親子1組500円
【会　場】6階美術室　【申込み】2月1日（土）9:00～電話にて

0

3月8日（日）13：00～17：301月22日、2月19日・26日、3月18日・25日
（水曜・全5回）13：30～15：00

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

1月9日、2月6日、3月5日
（木曜・全3回）13：30～15：30

【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

1月23日、2月27日、3月26日
（木曜・全3回）10：00～11：30

1000年を生きる女

源氏物語

古典文学講師　勝典子の年間講座

平家物語を読む平家物語を読む
～屋島・壇ノ浦合戦～

い る い こ ん い ん た ん

上代
異類婚姻譚

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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【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

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。身体の変化が見える
と気持ちも前向きになりますよ。

1月21日、2月18日、3月17日
（火曜・全3回）10：00～11：30

1月31日、2月7日・21日、
3月6日・13日（金曜・全5回）
13：30～15：00

【講　師】多々良恵子
【受講料】2,400円
【会　場】5階学習室501 ほか
【持ち物】動きやすい服装、ヨガマット、

靴、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60代～70代　
※新規の方は別途教材費2,700円が必要です

からだメンテナンス

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
えていきます。
　　1月　下腹引き締め
　　2月　後ろ姿を美しく
　　3月　顔のバランスを整える

～年齢に合った健康で美しい身体に～

1月16日・23日・30日、2月13日・27日、
3月12日・19日・26日（木曜・全8回）
13：45～15：00
【講　師】ユキ（ビューティー・ペルヴィス®認定講師）
【受講料】6,400円　【会　場】7階多目的ホール
【持ち物】運動しやすい服装、ヨガマット、飲み物

全身スッキリ！骨盤調整

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。歌ってスッ
キリ！歌って軽
やかに！

ジーンズで
コーラスを！

60歳以上の方のための生涯学習講座「桔 大学」。
学習講座のほかに、合唱や書道などの趣味を楽し
むクラブも活動しています。新しい知識を学び、
友人との活動を楽しむ時間を大切にして、いつま
でも若々しく過ごしませんか？

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

２月１日（土）～募集要項配布2020年度

桔
学 生

大
募
学
集

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。全く初めての方
や体が硬い方も大歓迎！
【受講料】6,400円

はじめてのヨガ
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。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。
【受講料】6,000円

パワーヨガ（初級）

初級クラスよりもポーズ数が増え、チャレンジするポーズも出て
きます。しっかりと動きたい方におススメのクラスです。初心者
の方でも安心してご参加いただけます。
【受講料】6,000円

1月8日・15日・22日・29日、2月5日・12日・19日、
3月4日・11日・18日（水曜・全10回）
　パワーヨガ（初級）　　　　　 18：30～19：45
　パワーヨガ（中級）　　　　　 20：00～21：15

パワーヨガ（中級）
今までのヨガではちょっと物足りなくなってきた方、もっと運動
量を増やしたい方向けのヨガです。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。
【受講料】7,200円

【講　師】ユウコ　【定　員】各30名水曜 コース 【講　師】アツシ　【定　員】各55名金曜 コース

1月17日・24日・31日、2月7日・21日・28日、
3月13日・20日（祝）（金曜・全8回）
　はじめてのヨガ 18：30～19：45
　ステップアップ・ヨガ 20：00～21：15

ステップアップ・ヨガ

名古屋の人気スタジオ「スタジオ・ヨギー」の認定講師がみなさんの
ヨガライフをお手伝いします。レベルに合わせてお選びください。

めざせ！マイナス10才！

申込
受付中 申込

受付中
申込
受付中

1セット5回分 
5,000円

友人とのシェアも
OK。

〈回数券販売中〉

申込
受付中

さあ！新しい年。新しいことはじめませんか。

運動量運動量

運動量 運動量

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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育児をしていると“いざ”
という時の備えはつい後
回しになってしまいます
よね。でも今回の講座を
聞けば大丈夫！“災害か
ら子どもを守れるママ”
に変身しましょう。

ことわざをもじった「防災いろはかるた」で防災に
ついて学びましょう。 新聞紙を折るだけ

でできるスリッパ
や、紙コップ・キ
ッチンペーパーで
できる紙マスクな
ど、防災グッズを
つくろう！

【出　展】防災専門図書館
※解説を1階総合案内で配布します 【会　場】1階サンルーム

宮城県気仙沼市にある「リア
ス・アーク美術館」。2011年
3月11日から約2年間にわた
り独自調査による記録写真資
料を作成しました。その一部
を、撮影者自らが執筆したレ
ポートを添えて展示します。

【対象・定員】乳幼児親子・20組
【講　師】 特定非営利活動法人 あいちかすがいっこ
【受講料】600円 ※紙おむつのお土産付き
【会　場】5階学習室501
【申込み】1月5日（日）  9：00～窓口にて
 13：00～電話も可

【出　展】リアス・アーク美術館
【会　場】1階オープンギャラリー
【協　力】名古屋市

防災いろはかるた 身近なものを使って

防災グッズをつくろう！

～あの時の気仙沼市～

ママにやって欲しい      つの事 ７

3月13日（金）
10：00～11：30

2月24日（月・祝）～3月29日（日）
9：00～21：30

2月24日（月・祝）～3月29日（日）
1階から6階までの階段に展示します

2月24日（月・祝）～3月29日（日）
9：00～16：00

2020年度4月生
募集のお知らせ

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

学生の種類　全科履修生（卒業を目指す方・長期間の学習を希望する方）…満18歳以上（大学入学資格が必要）
　　　　　　選科履修生（１年間在学し特定の科目のみを学習したい方）…満15歳以上
　　　　　　科目履修生（半年間在学し特定の科目のみを学習したい方）…満15歳以上
入　学　料　全科履修生 24,000円・選科履修生 9,000円・科目履修生 7,000円
授　業　料　１科目（2単位）11,000円（テキスト代含む）
科　　　目　心理学・歴史・外国語など約300科目
学　　　習　BS放送、インターネット等で好きな時間に学習できます。多治見分室では、
　　　　　　DVDまたはCDで授業を視聴することができます（科目数など制限あり）。
出 願 期 間 第1回2月29日まで、第2回3月17日まで。
 郵送またはインターネット（https://www.ouj.ac.jp/）でお申込みください。

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

日　時：2020 年 1月19日（日）　13：00～
会　場：ヤマカまなびパーク 6階視聴覚室

■問合せ　放送大学岐阜学習センター
　　　　　多治見分室（ヤマカまなびパーク内）
　　　　　℡ 0572（24）6309　※月曜休館

2階・3階図書館に防
災に関連する資料を
集めています。ぜひ
ご覧ください。

関連図書の
ご案内

申込不要申込不要
参加無料参加無料

これは、物理学者・随筆家として有名な寺田寅彦氏の言葉です。これは、物理学者・随筆家として有名な寺田寅彦氏の言葉です。
いつ、どこで災害が起きてもおかしくありません。大切な自分といつ、どこで災害が起きてもおかしくありません。大切な自分と
家族を守るためにできること、備えておくこと、考えてみませんか？家族を守るためにできること、備えておくこと、考えてみませんか？

防災はじめの一歩

入場無料

多治見市学習館 検　索

多治見市豊岡町1　―　55
ヤマカまなびパーク

☎（0572）23　―　7022
開館時間　9：00～21：30
月曜休館（祝日を除く）
年末年始（12/29～1/3）は休館です

多治見市
学習館
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多治見市美術展　結果発表

■日本画部門 
市 美 術 展 賞 三矢菜穂子 一 宮 市
市 長 賞 水谷喜久子 一 宮 市
市教育委員会賞 神尾　純代 土 岐 市
市議会議長賞 原田　直政 多治見市
林 雲 鳳 賞 安藤紀久江 瑞 浪 市

■洋画部門 
市 美 術 展 賞 磯部　和久 豊 川 市
市 長 賞 市川　佳子 恵 那 市
市教育委員会賞 小木曽八重子 名古屋市
市議会議長賞 田口　典子 多治見市
林 雲 鳳 賞 後藤　君子 多治見市
桔 賞 島崎　彩花 多治見工業高校

■工芸部門 
市 美 術 展 賞 酒向　武一 美濃加茂市
市 長 賞 根﨑　隆博 土 岐 市
市教育委員会賞 柴田　　満 多治見市
市議会議長賞 村瀨　定光 多治見市
林 雲 鳳 賞 安藤　晁子 土 岐 市
桔 賞 中山　亜美 多治見工業高校

■彫塑部門 
市 美 術 展 賞 大野　雅史 小 牧 市
市 長 賞 川上　堯由 知 多 市
市教育委員会賞 原田　直政 多治見市

 ※桔 賞は中高校生を対象

■写真部門 
市 美 術 展 賞 益江健一郎 春日井市
市 長 賞 金森　健次 可 児 市
市教育委員会賞 石井　啓喬 瀬 戸 市
市議会議長賞 伊藤　哲郎 多治見市
林 雲 鳳 賞 宮地美和子 瑞 浪 市

■書道部門 
市 美 術 展 賞 井村　陽翆 多治見市
市 長 賞 富田　盧牛 多治見市
市教育委員会賞 堀　　梅肇 恵 那 市
市議会議長賞 加門　湖春 多治見市
林 雲 鳳 賞 加藤　静雲 土 岐 市
桔 賞 加藤　夕葵 多治見高校

■デザイン部門 
市 美 術 展 賞 リーデル　レベッカ 岐 阜 市
市 長 賞 水田みさ子 名古屋市
市教育委員会賞 ね こ 名古屋市
市議会議長賞 岡田早那子 多治見市
桔 賞 髙木　彰汰 さくら国際高校

第77回多治見市美術展一般部・こどもの部が、11月8日～10日までセラミックパーク
MINOで開催されました。一般部は、市内外の中学生から成人まで7部門合計299点の応
募がありました。一般部の上位入賞者（敬称略）をご紹介します。

第53回 多治見市文芸祭 M
も む か

oMCAの小さな図工室
＠多治見市図書館

出張

図書館裏側探検Vol.9

本の作り・仕組みを知ろう

岐阜県現代陶芸美術館にて開催中の「小村雪岱スタイル」展に関
連してオリジナルのブックカバーを作ります。気軽にものづく
りを楽しみませんか？
※MoMCAは岐阜県現代陶芸美術館Museum of Modern Ceramic Art, Gifuの略称です。

1月18日（土）　①11：00～12：00　②14：30～15：30
【定　員】各回10名　【講　師】岐阜県現代陶芸美術館学芸員
【参加費】無料　【申込み】不要・図書館3階カウンターへお越しください

上記イベントに関連して、本を解体して作りや仕組みを学びま
す。小さな本を製本して作ってみましょう。
1月18日（土）13：30～14：00
【対　象】どなたでも　【参加費】無料
【申込み】不要・図書館2階カウンターへお越しください

表彰式・諏訪哲史講演会・講評会
上位入賞作品を表彰します。今年度は特別ゲストに芥川賞作家
の諏訪哲史氏をお招きし、執筆活動についてのお話を伺いま
す。また、各部門にわかれて審査
員による作品への講評もおこない
ます。（諏訪哲史氏は小説・エッセ
イ部門に登場します）
2月23日（日）　13：00～
どなたでもご入場いただけます
【会　場】ヤマカまなびパーク7階多目的ホール

上位入賞作品・多治見市民の作品展示
第53回多治見市文芸祭上位作品と、一般の部にご応募いただ
いた多治見市民の方の作品を展示します。
2月19日(水)～23日(日)
9：00～21：30　最終日は17：00まで
【会　場】ヤマカまなびパーク1階オープンギャラリー

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。

リズムにあわせて体を動かす
リズミックヨガ、ふれあい遊
び等コミュニケーションを取
り入れたプログラムです。

多治見北高校美術部
のみなさんの作品
を、子ども情報セン
ターに展示します。

ママヨガ リズミックベビー 多治見北高校美術部

第４回「いろ色」展

【わくわく親子講座】  【子育てママのスタート講座】  【たじみアグレッシ部】  

【対象・定員】1/29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】2/28時点で、2カ月～10カ月の親子・15組
【講　師】一般社団法人親子コミュニケーション協会代表　纐纈愛
【参加費】1,500円　【持ち物】飲み物、動きやすい服装
【申込み】1月31日（金）10:00～窓口にて　11:00～電話も可

2月28日、3月13日・27日
(金曜・全3回)10：30～11：20 1月28日(火）まで

平日10：00～20：00
土・日・祝日・第3木曜
10：00～18：00　※月曜休館

1月29日、2月12日・26日、3月11日・25日
(水曜・全5回)14：00～15：00

多治見市豊岡町1-55　ヤマカまなびパーク　☎（0572）22　―　1047
http://www.lib.tajimi.gifu.jp/多治見市図書館

開館時間　10：00～20：00（土日祝は18：00まで）
月曜（祝日を除く）・第３木曜休館
年末年始（12/28～1/4）は休館です

多治見市常盤町 1番地　☎（0572）25　―　0341
http：//www.tajimi-bunka.or.jp/kodomo/子ども情報センター

開館時間　10：00～20：00（土日祝は18：00まで）
月曜（祝日を除く）・第３木曜休館
年末年始（12/28～1/4）は休館です

©mikico
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まなびブリッジ事業

VIVA!新システム

あなたの教えたいと、あなたの学びたいをつなぐ

2020年1月7日（火）～21日（火）

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（1/13は開館）
市立公民館は1月8日（水）～1月21日（火）　　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（1月7日～1月21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

－販売期間中にお申込みいただいた講座はすべて開講！－

教えたい人と、学びたい人が出会い、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。

アドバイザー
（VIVA！マナビバ！の講師）

個別授業

ま
な
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ブ
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ジ
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り
く
ん

マナビバ !

アド
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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　1/7（火）～21（火）　9：00～21：30（月曜休館）（1/13は開館）
市立公民館	 1/8（水）～21（火）　9：00～17：00

A クラフト
ハワイアンリボンレイ応用小物作り

2/14・28
3/6・13

市之倉公民館
研修室

受講料

バックチャーム・ストラップ・ハイビスカスのボールペン・せっ
けんウサギのミニレイなどを作ります。
気軽に楽しく作りましょう。

2,400円

金曜　全4回 どなたでも
10名

教材費
持ち物 はさみ 13：00～15：00 2,000円 Aloha Koa

A1

アド

着物でリメイク
2/13
3/12

ヤマカまなびパーク
4階 402

受講料

着物の布を使って洋服や小物などを作ります。
※布の希望者 別途1,000円～

1,200円

木曜　全2回 成人
10名

教材費
持ち物 裁縫道具 10：00～12：00 0円 林みどり

A2

アド

楽しく、わくわく、花きんちゃくバッグ、編みましょう
2/4・18
3/3・17

ヤマカまなびパーク
5階 504

受講料

かわいらしい花きんちゃくバッグ。みなさんで楽しく編みま
しょう。編み物大好きさん、これから編み物したい初心者さん
も大歓迎です。一緒におしゃべりしながら編みましょう。

2,400円

火曜　全4回 どなたでも
12名

教材費
持ち物 6号かぎ針、とじ針、はさみ 13：00～15：00 980円 天野久美

A3

アド

トロッケンクランツで作る【春色リース】
2/29 ヤマカまなびパーク

6階 工作室

受講料

ドイツ生まれの本格的技術で作る木の実メインのクラフト。
材料ひとつひとつにワイヤーを掛けて作ります。
春をイメージしたリースを作りましょう。

600円

土曜　全1回 成人
4名

教材費
持ち物 ラジオペンチ、持ち帰り袋、眼鏡（必要な方） 10：00～12：30 3,700円 横江美和

A4

アド

大人が楽しむスタンプクラフト
2/6・20

3/5
ヤマカまなびパーク

6階 工作室

受講料

絵が苦手な方でも楽しめる、スタンプを使ったペーパークラフ
トに挑戦してみませんか？段階を踏んでスタンプのコツをつか
み最終回では仕掛けカードを作ります。

1,800円

木曜　全3回 成人女性
6名

教材費
持ち物 エプロン、眼鏡（必要な方） 10：00～12：00 2,700円 横江美和

A5

アド

生花から作るプリザーブドフラワー
2/5・19

3/4
脇之島公民館

研修室2

受講料

お店やお庭の花をプリザーブドフラワーにしてみませんか？
できたお花をアレンジして飾りましょう。
思い出のお花をプリザーブドにして残すことができます。

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 10：00～11：30 5,200円 桐山良子

A6

アド

プリザーブドフラワーで作るバラのコサージュ
2/22 ヤマカまなびパーク

5階 504

受講料

卒業・入学式に使えるコサージュを、好みの色のバラやカスミ
ソウ、リボンなどを選んで作ります。
繰り返し使え、記念に飾っておくこともできます。

600円

土曜　全1回 成人
10名

教材費
持ち物 はさみ、ピンセット 10：00～12：00 3,200円 桐山良子

A7

アド

オリジナルのハーバリウム＆ボールペン作り
2/5 小泉公民館

多目的実習室

受講料

たくさんの種類の中から好きなお花を選び、オリジナルのハー
バリウムとハーバリウムボールペンを作ってみましょう。
ご自分用に☆プレゼントに☆

600円

水曜　全1回 どなたでも
10名

教材費
持ち物 はさみ 10：15～11：45 2,300円 SAKU

A8

アド
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VIVA! マナビバ！　冬～ Winter ～
・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）

D ダンス

１年以内に結婚しよう！すぐに動けるコンカツ塾
2/2・9 ヤマカまなびパーク

4階 401

受講料

今日までうまくいかなかったのなら明日から違うやり方をして
みませんか？ほんのちょっと考え方を変えるだけで、結婚が
グッと近くなります。１年以内に結婚したい方必見！

1,200円

日曜　全2回 成人（40歳まで）
5名

教材費
持ち物 筆記用具 13：00～14：30 500円 大野由紀子

B1

アド

子どもの"コンカツ"応援塾～親御さん向け～
2/5・12 ヤマカまなびパーク

4階 401

受講料

子どもが結婚しない。でも子どもには直接どう考えているのか
聞けない方も多くいます。どうすれば結婚する気になってくれ
るのか？まずは親御さんから動いてみませんか？

1,200円

水曜　全2回 成人
5名

教材費
持ち物 筆記用具 10：30～12：00 500円 大野由紀子

B2

アド

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
3/15 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、
一緒にイチから学びましょう。

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

B3

アド

子どもの成長に役立つコミュニケーション
2/19・26
3/4・11

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

水曜　全4回 どなたでも
10名

教材費
持ち物 筆記用具 10：00～11：30 0円 丸山　悟

B4

アド

アドラー心理学を学ぶ！
2/5・12 ヤマカまなびパーク

4階 401

受講料

「嫌われる勇気」「幸福になる勇気」などの人気本で有名な心理
学者アドラーの考え方について学びます。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

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
2/1 ヤマカまなびパーク

4階 401

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護身術なのです。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
12名

教材費
持ち物 筆記用具 14：15～15：15 0円 水野裕夫

B6

アド

レッツエンジョイ！ハワイアン♪♪
2/7・14・21

3/6・13
旭ケ丘公民館

和室

受講料

ハワイアンソングにのって身体を動かして冬の間の運動不足を
楽しく解消しましょう。初めてさんでも大丈夫です。皆で楽し
い時間を過ごしましょう。 ※CD、歌詞希望者 別途250円

3,000円

金曜　全5回 女性
6名

教材費
持ち物 スカート（パウスカート貸出あり）、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＜昼の部＞
2/17

3/2・9・16・23
根本交流センター

会議室1

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

3,000円

月曜　全5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 13：00～14：00 0円 寺本ゆかり

D2

アド

B 教養・ビジネス
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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　1/7（火）～21（火）　9：00～21：30（月曜休館）（1/13は開館）
市立公民館	 1/8（水）～21（火）　9：00～17：00

E 趣味

H 健康

お試しバレエ＜夜の部＞
2/3・10・17

3/2・9・16・23
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

4,200円

月曜　全7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 20：00～21：00 0円 寺本ゆかり

D3

アド

やってみようはじめてのフラ
2/4・11・25
3/3・10・24

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。年齢を問わず楽しめる運動です。
ウクレレ演奏で歌いながら筋力アップ。春にむけてダイエット♡

3,600円

火曜　全6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） 13：00～15：00 0円 NAO

D4

アド

ザ・マジック
2/8・15・22・29

3/7
養正公民館

和室

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。

3,000円

土曜　全5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

E1

アド

本格的水彩画を描こう
2/3・17
3/2・16

笠原中央公民館
会議室2

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して頂けます。

2,400円

月曜　全4回 成人
10名

教材費
持ち物 なし 14：00～16：00 600円 天野登功広

E2

アド

木版画で楽しいアートを!!
2/5・19
3/4・18

ヤマカまなびパーク
6階 工作室

受講料

絵が苦手な方でも下絵を準備してあります。上手に描けなくて
もそれがまたいい味になって仕上がり、自分でもびっくりする
作品になります。ガ・ン・バ・レ♪

2,400円

水曜　全4回 成人
5名

教材費
持ち物 印刀（浅丸9㎜・キワ刃7.5㎜）、鉛筆、細めのボールペン、新聞紙、ゴミ袋、セロハンテープ、ボンド 10：00～12：00 800円 阿部正枝

E3

アド

めざせ美BODY！美姿勢ピラティス
2/7・14・21・28

3/6・13
バロー文化ホール

和室

受講料

姿勢のくずれがボディラインのくずれに大きく関係しているのは
ご存知ですか？美容と健康のためのエクササイズで美しい姿勢を
手に入れましょう。 ※ヨガマット希望者 別途200円/1回

3,600円

金曜　全6回 成人女性
10名

教材費
持ち物 ヨガマット、動きやすい服装、飲み物 10：30～11：30 500円 ma-sa

H1

アド

看護師がお伝えするアロマテラピーで冬～春のヘルスケア
2/4・25
3/10

ヤマカまなびパーク
6階 和室織部

受講料

風邪やインフルエンザ～花粉症が気になる季節。精油（植物が
生みだす香りの成分）を使って感染症の予防や様々な症状を和
らげるケアグッズを作ります。

1,800円

火曜　全3回 成人
6名

教材費
持ち物 なし 13：00～15：00 2,000円 ゆきか

H2

アド

誰にでもできるエアロビクス＋ストレッチ～健康・笑顔一番～
2/5・19
3/4・18

市之倉公民館
ホール

受講料

音楽に合わせて楽しく身体を動かします。エアロビクスは心肺
機能向上、糖尿病、循環器疾患の運動療法としても利用されて
います。とにかく楽しいです !! お待ちしております。

2,400円

水曜　全4回 成人
20名

教材費
持ち物 室内シューズ、ヨガマットまたはバスタオル、タオル、飲み物 13：00～14：00 0円 岡田真依

H3

アド
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VIVA! マナビバ！　冬～ Winter ～
・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）

週末のリラックス太極拳
2/7・14・21・28 旭ケ丘公民館

中会議室

受講料

ゆったりとした動きの連続ですが、運動量はかなりあります。
難しく考えず、まずは体を動かしてみませんか？

2,400円

金曜　全4回 成人
15名

教材費
持ち物 動きやすい服装（スカート不可）、飲み物 19：30～21：00 0円 大脇裕子

H4

アド

体調改善！ヘルスアップ体操
2/7・14・21
3/6・13・20

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

3,600円

金曜　全6回 成人
20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、500ｇ～1㎏のダンベル（あれば） 14：00～16：00 0円 長野ますみ

H5

アド

40代からのエアロビクス～体調改善・肥満予防～
2/5・12・19・26

3/4・11・18
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。

4,200円

水曜　全7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

H6

アド

トレーニングで筋肉貯金ＵＰ！～下半身の筋力低下STOP！！～
2/18・25
3/10・24

ヤマカまなびパーク
6階 和室

受講料

最近階段上るのツライな、段差がないのにつまずいちゃう…。
日常生活で思い当たれば下半身の筋肉が衰えているサイン。
この先も自分の足で歩ける身体を鍛えていきましょう !!

2,400円

火曜　全4回 成人
10名

教材費
持ち物 運動しやすい服装、タオル、飲み物、ヨガマットまたはバスタオル 10：00～11：30 0円 CHIHARU

H7

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）
2/7・21・28

3/6・13
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

H8

アド

初めての気功体験『心とからだのストレッチ』
2/5 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

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

H9

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－
2/12・26

3/11
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できる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

1,800円

水曜　全3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

H10

アド

バランスボールで楽しく健康に体力メンテナンス！！－養正－
2/12・26

3/11
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できる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

1,800円

水曜　全3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

H11

アド

心と身体にやさしい呼吸法とハーブ
3/7・14 ヤマカまなびパーク

1階 101

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。日々の生活の中で簡単
にできる呼吸法とハーブの基本的な知識を紹介します。

1,200円

土曜　全2回 成人女性
6名

教材費
持ち物 動きやすい服装、筆記用具 10：00～12：00 0円 けいこ あすか

H12

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　1/7（火）～21（火）　9：00～21：30（月曜休館）（1/13は開館）
市立公民館	 1/8（水）～21（火）　9：00～17：00

J 和道

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
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

茶の湯（表千家）
2/7・14・21・28

3/6・13
ヤマカまなびパーク

6階 和室

受講料

茶の湯を経験してみませんか？
心静かに一服たてて、いただいてください。
お待ちしております。

3,600円

金曜　全6回 成人
6名

教材費
持ち物 白のソックス 10：00～12：00 2,100円 山本宗甫

J1

アド

日本の伝統楽器尺八を楽しもう！
2/1・8・22・29
3/7・14・21

ヤマカまなびパーク
6階 工作室

受講料

尺八で唱歌・民謡・歌謡曲、古典曲を楽しみませんか。
お子さんからお年寄りまで外国人を含め男女を問いません。
難しいと言われる尺八を初心者から丁寧に指導します。

4,200円

土曜　全7回 どなたでも
3名

教材費
持ち物 筆記用具 18：00～20：00 0円 大重西園

J2

アド

きものを着ましょう
2/1・29
3/7・21

ヤマカまなびパーク
6階 和室

受講料

寒い季節です。このシーズンに着付けを学びませんか。着付けが
できるとなんだか得した気分になります。一歩踏み出してくださ
い。お待ちしています。前結びをご希望の方はお申し出ください。

2,400円

土曜　全4回 女性
10名

教材費
持ち物 着付け用具一式 13：00～15：00 0円 大竹幸子

J3

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
2/5・12・19
3/11・18

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

5,000円

水曜　全5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

J4

アド

初心者も経験者も～筆文字を書くはじめの一歩　夜講座
2/4・11・18
3/3・10・17

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

J5

アド

細字・写経の書道
2/5・12・19・26

3/4・11・18
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。

4,200円

水曜　全7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

J6

アド

個別授業

個別授業

受講されるみなさまへ
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VIVA! マナビバ！　冬～ Winter ～
・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）

L 語学

M 音楽

K 子ども
ダンボール工作　コロコロチェアを作ろう

2/1 ヤマカまなびパーク
6階 工作室

受講料

ダンボールでイスを作ります。キャスターが付いているので、
コロコロ移動できます。座面がフタになっていて、物を入れら
れます。

600円

土曜　全1回 幼児～小学生
15名

教材費
持ち物 はさみ、木工用ボンド、新聞紙、お手拭き 10：00～12：00 600円 村田祐一郎

K1

アド

ジュニアいけばな（草月流）
2/1
3/7

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」を体験しよう。
基本から楽しんでいけることを学びます。

※申込時に教材費を集めます

1,200円

土曜　全2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、筆記用具 10：30～12：00 2,000円 浦野忍花

K2

アド

はじめてさんのピアノ♪
2/8・22 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講座です。
リトミックを取り入れながら楽しく学びます。

2,000円

土曜　全2回 年少～小学生
2名

教材費
持ち物 なし 13：00～14：00 0円 丹羽美穂

K3

アド

『０』から始める　プログラミングの基礎講座
2/7・21

3/6
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

金曜　全3回 小学生
6名

教材費
持ち物 筆記用具 19：00～20：00 800円 安藤　攻

K4

アド

韓国語講座
2/6・13・20・27

3/5・12・19
ヤマカまなびパーク

4階 401

受講料

韓国語のおもしろさは文を作る語順がほとんど日本語と同じで
あるからです。この絶妙な近さが韓国語を学ぶよろこびを感じ
るのです。

4,200円

木曜　全7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

L1

アド

うたの広場　～歌ってスッキリ愛唱歌～
2/5・19
3/4・18

ヤマカまなびパーク
6階 美術室

受講料

今、見直されている叙情歌・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1,100円

2,400円

水曜　全4回 どなたでも
22名

教材費
持ち物 歌集、飲み物 13：20～14：50 100円 水野久仁子

M1

アド

音楽を楽しみましょうウクレレ弾いて
2/1・8・15・22・29

3/7
養正公民館

和室

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。

6,000円

土曜　全6回 成人
2名

教材費
持ち物 ウクレレ、筆記用具 14：00～16：00 700円 ウクレレけんけん

M2

アド

個別授業

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　1/7（火）～21（火）　9：00～21：30（月曜休館）（1/13は開館）
市立公民館	 1/8（水）～21（火）　9：00～17：00

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

鳴らせてみよう「セラリーナ」
2/13・27

3/12
ヤマカまなびパーク

音楽室 ほか

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。リコーダーとほぼ同
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

1,800円

木曜　全3回 成人
8名

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

M3

アド

何歳からでも始められるピアノレッスン
2/21・28

3/13
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。
弾いてみたい曲を私と一緒に練習しましょう。

※楽譜希望者 別途1,500円程度

1,800円

金曜　全3回 成人
3名

教材費
持ち物 弾きたい曲の楽譜 10：00～12：00 0円 池田千明

M4

アド

初めてのピアノ
2/5・12・19

3/4・11
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んでいます。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1,100円

3,000円

水曜　全5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

M5

アド

楽しく上達「ピアノレッスン」
2/12
3/11

バロー文化ホール
練習室2

受講料

ピアノが毎日の潤いとなりますように。美しい音色で楽しく練
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

1,200円

水曜　全2回 どなたでも
3名

教材費
持ち物 使用したいテキスト（あれば） 15：30～16：30 0円 国枝直子

M6

アド

はじめてみましょうピアノ♪
2/11
3/10

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880円

1,200円

火曜　全2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

基礎から学ぶ  クラシックギター（中習者可）
2/2・9・16

3/1・8・15・22
勤労者センター

会議室A

受講料

ギター経験不問。他の楽器に取り組み中の方や、以前はギターを弾いてい
たが今はやってない方、60代・70代の方歓迎！（希望者は講座終了後、重奏・
合奏を指導します） ※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

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、筆記用具 10：00～12：00 1,500円 中塚道雄

M8

アド

個別授業
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VIVA! マナビバ！　冬～ Winter ～
・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）

R リラクゼーション

P パソコン
ワードで遊ぶ・お絵かき

2/6・20・27 勤労者センター
会議室A

受講料

文字入力ソフト、ワードを使ってお絵かきの動作確認と簡単な
お絵かきをします（ワードの文章編集の講座ではありません）。

1,800円

木曜　全3回 成人
10名

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

P1

アド

シニア向けＡｎｄｒｏｉｄスマートフォンの使い方
2/6・20
3/5・19

ヤマカまなびパーク
5階 505

受講料

初めてスマートフォンを持つ方へ電源の入・切からスタート。
LINE・Gメール・電話等の実践取得。
カレンダー・メモ帳・写真・ラジオ等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、取扱説明書（あれば）、筆記用具 13：00～15：00 500円 後藤　侃

P2

アド

シニア向ワード2019他・中級　旅フォトアルバムWin10
2/5・12・26
3/4・11・18

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。
旅のフォトアルバム作り、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

3,600円

水曜　全6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 1,550円 小林正治

P3

アド

シニア向ワード2010以降中級　写真ハガキ・フォトアルバム
2/6・13・20・27

3/5・12
ヤマカまなびパーク
6階 視聴覚室

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
真入りはがきや旅のフォトアルバムを作成します。
※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

3,600円

木曜　全6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

P4

アド

Windows10新機能習得　ワードorエクセルを習得
2/5・12・19・26

3/4・11
ヤマカまなびパーク
6階 視聴覚室

受講料

Windows10の新しい使用方法の習得、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。

3,600円

水曜　全6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 1,300円 小林正治

P5

アド

Windows7を使い続ける危険　回避の具体策
2/4・11・18 ヤマカまなびパーク

6階 視聴覚室

受講料

Windows7はインターネットが使用不可になります。
有料アップグレードはどうしたらできるのか、ワード・エクセルを
使い続けたいがどうしたらいいのか、などの疑問に答えます。

1,800円

火曜　全3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 Windows7でOffice搭載のパソコン 10：00～12：00 500円 小林正治

P6

アド

カラダとココロをつなぐヨガ
2/6・13・20
3/5・12・19

ヤマカまなびパーク
5階 506

受講料

アロマオイルの香りに包まれながら行います。ストレッチも取
り入れて、しっかりとほぐしながら身体を動かしていきます。
終わった後のすっきり感を一緒に味わいましょう。

3,600円

木曜　全6回 女性
8名

教材費
持ち物 ヨガマット、動きやすい服装、飲み物 10：00～11：15 0円 AYAKO

R1

アド

体の硬い方も楽しくストレッチヨーガ
2/4・18・25
3/10・17・24

根本交流センター
会議室1

受講料

「あはは」と笑いながら声を出して楽しく行います。声＝呼吸。
深い呼吸で心身をねじったり、曲げたりして、柔軟な自分を創
り上げて、スッキリ、しゃっきり !!

3,600円

火曜　全6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
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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　1/7（火）～21（火）　9：00～21：30（月曜休館）（1/13は開館）
市立公民館	 1/8（水）～21（火）　9：00～17：00

W 親子

いつからでもできる　らくらくヨーガ
2/16

3/15・22
養正公民館

和室

受講料

自分でできる範囲で楽しく無理なく行いましょう。心身共にリ
ラックス！深い呼吸がポイントです。呼吸で心身をほぐして、
曲げたり伸ばしたり、柔らかい体に導いていきます。

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

R3

アド

体が硬い人の為のヨーガ
2/6・13・20・27

3/5・12・19
脇之島公民館

和室

受講料

体の奥からゆっくりと心身をゆるめ、疲れを癒し、体をリフレッ
シュします。

4,200円

木曜　全7回 女性
10名

教材費
持ち物 ヨガマット、動きやすい服装 19：00～21：00 0円 後藤照代

R4

アド

朝のめざめの陰ヨガ～じんわりポカポカ♨リラックス～
2/1・8・22・29
3/7・14・21

ヤマカまなびパーク
6階 和室

受講料

心身をゆっくりとゆるめて深～くリラックス。1 週間の疲れを
癒しリフレッシュ♪血行促進、内側からじんわりポカポカ♨
自然治癒力を引き出し、冬も笑顔がいっぱいの毎日を！

4,200円

土曜　全7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

冬の癒しの陰ヨガ～体の内側からじんわりポカポカ＆リラックス☆～
2/7・14・21・28

3/6・13
ヤマカまなびパーク

6階 和室

受講料

より健やかに冬を暮らしていくためのおはなし（食養生など）
と陰ヨガです。心地よくリラックスしながら、心身をゆるめ血
行など色々な巡りをよくして夜はぐっすり☆笑顔の毎日を。

3,600円

金曜　全6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

R6

アド

ご自分と静かに向き合う時間～女性のための陰ヨガ♡内側からポカポカ～
2/4・18・25

3/3・10・17・24
ヤマカまなびパーク

6階 和室

受講料

静かにゆっくり心身をゆるめ、女性の気になる不調・お悩みを
改善していきましょう。血行促進！内側からじんわりポカポカ
♡健やかに！冬も笑顔がいっぱいの毎日を♡

4,200円

火曜　全7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

R7

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～
2/6・20

3/5
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 動きやすい服装、飲み物 9：00～10：00 0円 髙須しおり＆堀江千穂

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～
2/6・20

3/5
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 動きやすい服装、飲み物 11：00～12：00 0円 髙須しおり＆堀江千穂

W2

アド

音楽で育つ！３歳からのリトミック
2/1・22・29

3/7・21
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 歳が最も効果が認められます。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。

3,000円

土曜　全5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

W3

アド
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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。

受付時間 9：00～17：00

体験テラスとは？
多治見市立の公民館やヤマカまなびパークで定期利用団体として
登録している同好会が、体験会を開くことができるサービスです。

どのような時に利用できますか？
同好会のメンバーを広く募集をしたい、自分たちの活動を広く知っ
てもらいたい！という時にご利用ください。

どうしたら体験テラスに申込みができますか？
定期利用団体に登録している施設で、申込みができます。
詳しくは
ヤマカまなびパーク（☎23-7022）
までお問合せください。

ま
な
ぶ
り
く
ん

体験テラスで
体験会 を開きたいみなさまへ
定期利用団体の活動が長く続けられるよう応援します！

春講座の開催申込みは、1月16日（木）までです。

2020年1月8日㈬

受付スタート
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小泉公民館 精華公民館

申込 ☎ 25-3622養正公民館

　　 ☎
29-1377
申込 　　 ☎

25-1533
申込

15：00～16：45　5階 506
【受講料】300円
【対象・定員】陰ヨガが初めての方・3名
【持ち物】ヨガマットまたはバスタオル

タオル、ブランケット、飲み物

体験日  2月1日（土）

陰ヨガは、静かにゆっくりと心身をゆるめて
いくヨガです。季節の移り変わりに合わせ
て、より健やかな毎日を過ごしていくための
座学・陰ヨガです。少人
数制。よりじっくりと陰ヨ
ガを楽しみたい方も初心
者さんも大歓迎です。
問 maho2swim@gmail.com（下山）
活動日 毎週土曜　15：00～16：45

陰ヨガ　午後の部
健康1

10：00～12：00　5階 501
【受講料】無料
【対象・定員】成人・6名
【持ち物】手持ちの習字道具

筆記用具

体験日  3月5日（木）

字を上手に書けるようになりたいと
思っている方、思うだけでなくどんな
ふうに習うのか体験してみませんか。
気楽にのぞいてみてください。ペン
習字、ふで習字などお好みの書き方
を体験してください。

活動日 第1・3木曜　10：00～12：00

和光書道同好会
和道３

19：00～20：30　研修室
【受講料】無料
【対象・定員】どなたでも・5名
【持ち物】動きやすい服装、飲み物

体験日  2月6日（木）

初心者から経験者まで楽しんでいた
だけるフラサークルです。ハワイア
ンソングに癒され楽しい時を過ごし
ながら、体力作りやダイエットをし
ます。歌を楽しみながら一緒に踊り
ましょう。

活動日 第1・2・3木曜　19：00～20：30

ビギナーズ　フラ
ダンス5

14：00～16：00　ホール
【受講料】無料
【対象・定員】成人・6名
【持ち物】室内用運動靴

ラケット（あれば）

体験日  3月3日（火）

卓球は手軽に始めることができるス
ポーツです。健康維持、ストレス発
散に最適です。初心者、経験者どな
たでも歓迎です。一緒に良い汗をか
きましょう。

活動日 第1・2・3火曜　14：00～16：00

いきいき卓球
健康6

11：10～12：00　ホール
【受講料】無料
【対象・定員】どなたでも・20名
【持ち物】ヨガマットまたはバスタオル

スポーツタオル（長めのタオル）

体験日  3月5日（木）

タオルを使ったストレッチ、簡単な
筋トレ。若返りストレッチを楽しく
丁寧に教えます。笑顔になれますよ。
ぜひお越しください。

活動日 第1・2・3・4木曜　11：10～12：00

にこにこストレッチ
健康7

10：00～12：00　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）

動きやすい服装

体験日  2月10日（月）

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！気功は実は意外なほど簡
単。あなたも今すぐ始められますよ！
� 講師：藤田久良

活動日 毎週月曜　10：00～12：00

気功同好会 気と呼吸法
健康8

19：00～21：00　和室
【受講料】無料
【対象・定員】どなたでも・10名
【持ち物】ヨガマット

動きやすい服装

体験日  2月17日（月）

体が硬い人も体の奥からゆっくりと
癒され、心身をゆるめ、疲れをとり
呼吸とともにリフレッシュができま
す。

活動日 毎週月曜　19：00～21：00

体の硬い人の為のヨーガ
健康9

10：00～12：00　ホール
【受講料】無料
【対象・定員】成人・20名
【持ち物】ヨガマットまたはバスタオル

スポーツタオル（長めのタオル）

体験日  3月10日（火）

良い姿勢を目指す方、長い間、肩・腰・
膝などの痛みに悩んでいる方、心身
共にリラックスしながら体のゆがみ
をとる自力整体を一度体験してみま
せんか？

活動日 第1・2・4火曜　10：00～11：30

自力整体
健康10

18：00～21：00　ホール
【受講料】無料
【対象・定員】どなたでも・制限なし
【持ち物】動きやすい服装、飲み物

タオル

体験日  3月24日（火）

「人づくりのための空手道。思いやり
の心を学ぶ」をモットーに子どもから
大人まで、時に楽しく時に厳しく稽古
しています。ぜひ空手を通じて一緒
に心と体を鍛えましょう。見学だけで
も結構です。

活動日 毎週火曜　18：00～21：00

実践空手啓心館
健康11

申込 ☎ 22-3776市之倉公民館

申込 ☎ 23-7022ヤマカまなびパーク

10：10～10：50　5階 506
【受講料】300円　【教材費】200円
【対象・定員】未就園児親子・4組
【持ち物】お子さんの飲み物

体験日  3月6日（金）

歌や絵本、クラフトなどママと一緒に
遊んで、楽しく英
語を身に付けてい
きます。できたら
皆でGood�job！
笑顔たくさんの楽
しいサークルです。

活動日 第1・3金曜　10：10～10：50

親子英語サークル
ペンギンクラブ

親子４

19：20～20：50　6階 美術室
【受講料】無料
【対象・定員】どなたでも・10名
【持ち物】飲み物、筆記用具

体験日  2月26日（水）

ゴスペルは音を楽しむ音楽そのもの
です。リズムにのって声を出せば、
とても楽しく元気になります。英語
の歌を一緒に歌いましょう！

活動日 毎週水曜　19：20～20：50

市民ゴスペルグループ
ワンボイス多治見

音楽２

たくさんの参加、お待ちしてます！

問 ☎080-3661-4060（土田） 問 ☎090-7950-6205（岩
いわ
垂
だれ
） 問 ☎080-5163-4347（草野）

問 ☎090-1410-2094（土屋） 問 ☎0572-29-3782（岡田） 問 ☎090-2575-3711（藤田）

問 ☎090-4196-0528（後藤） 問 ☎090-9911-6056（神ノ川） 問 ☎090-2261-8087（小木曽）

体験日以外での見学ご希望や
その他の問合せ先問
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旬の食材は体にやさしくて栄養満点！みんなで楽しく作って美味しく食べ
ましょう。親子参加も大歓迎です。

ホールで思い切りメロディーを奏でてみませんか？グランドピアノをご利
用いただけます。 多くの窯元がある市之倉の名所を訪ね、焼き物の町としての歴史を学びます。

（雨天決行）

サイエンスショーで多治見高校生とものづくりを体験したあと、吹奏楽部の
生徒から楽器の演奏方法を習います。最後は高校生による演奏会もあります。

【内容】1 部…13：00 ～サイエンスショー
2 部…13：30 ～めざせ吹奏楽の星※

※ 10/12 の警報発令により中止された「めざせ吹奏楽の星」の再開催となります。

日時日時● 1 月 25 日（土）　9：30 ～ 12：30
対象・定員対象・定員●小学生までの子ども

（乳幼児、小学 1・2 年生は保護者同伴で）・20 名
講師講師●食生活改善推進員協議会養正支部
参加費参加費● 300 円
持ち物持ち物●エプロン、三角巾、ふきん、お茶、

子どもは上靴
申込み申込み●受付中（締切 1/11（土））

日時日時● 2 月 16 日（日）　9：00 ～ 17：00
対象・定員対象・定員●個人・団体を問わずどなたでも・

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

※ 1 組につき 1 時間まで申込み可

日時日時● 3 月 16 日（月）
9：00 ～ 12：00

定員定員● 20 名
案内人案内人●土本英雄
参加費参加費●無料
服装服装●歩きやすい服装、運動靴、飲み物
申込み申込み●受付中

日時日時● 2 月 1 日（土）　13：00 ～ 15：45
（演奏会は 15：10 ～ 15：30 の予定）

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●多治見高校探求ゼミ・吹奏楽部の生徒
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●上履き
申込申込●受付中

季節の食材を取り入れた「やさしいクッキング」

ピアノの日 多治見の名所めぐり②
～市之倉窯元めぐり～

めざせ吹
ブ ラ ス

奏楽の星＆サイエンスショー
坂上児童館共催事業

養正 大人の大学

多治見高校共催事業

心と体の緊張・こり・歪みを解消して全身の気の
巡りを良くしましょう！

基本ステップから学べます。美しい姿勢になれる社交ダンスを一緒に楽し
みましょう。

日時日時● 1 月 27 日、2 月 24 日（祝）、3 月 16 日
（月曜・全 3 回）
10：00 ～ 11：30

定員定員● 20 名程度
講師講師●神ノ川惟香子
参加費参加費● 1,500 円
持ち物持ち物●ヨガマットまたはバスタオル、

フェイスタオル、飲み物
申込み申込み●受付中

日時日時● 2 月 6 日・20 日　（木曜・全 2 回）
15：15 ～ 16：15

対象・定員対象・定員●成人・10 名
講師講師●芦澤信雄
参加費参加費● 1,000 円
持ち物持ち物●室内シューズ、飲み物
申込み申込み●受付中

自力整体で『自然治癒力』UP!! 初めての社交ダンス

寒さで固まった体を無理なく楽しく動かし、いつまでも笑顔でイキイキと
健康で過ごしましょう！

血圧・体脂肪測定などの健康チェックの後、月替わりの楽しい催しとお茶
の時間をお過ごしください。
①椅子に座ってダンス
②始めてみませんか？フットケア
③春の歌をうたおう

日時日時● 1 月 20 日
2 月 3 日・17 日
3 月 2 日・16 日　（月曜・全 5 回）
13：00 ～ 14：30

対象・定員対象・定員●成人・35 名程度
講師講師●上杉恵美
参加費参加費● 1,500 円
持ち物持ち物●動きやすい服装、室内シューズ、飲み物、

ヨガマットまたはバスタオル
申込み申込み●受付中

日時日時●① 1 月 13 日（祝）　② 2 月 10 日
③ 3 月 9 日（すべて月曜）
9：00 ～ 11：30

講師講師●①深尾由美　②鷲見夏子　③細江政代
参加費参加費●無料
申込み申込み●不要

椅子に座ってイキイキ体操・冬 おはようサロン

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/
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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。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。



日本の伝統行事「かるた・百人一首」を寺子屋ボランティア講師と一緒に
楽しみましょう！親子参加大歓迎！

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。

ふだん体験できない「大型絵本」の読み聞かせを親子で楽しみましょう。

ひな祭りをお料理で祝いましょう！簡単だけど美味
しいちらし寿司からデザートまで♪講師の実技を見
て学びます。

日時日時● 1 月 25 日（土）
13：00 ～ 16：00

対象対象●幼児・小学生から大人まで
講師講師●地域ボランティア
参加費参加費●無料
申込み申込み●不要

日時日時● 2 月 22 日（土）
9：30 ～ 11：30

定員定員● 20 名
講師講師●安藤秀章
参加費参加費● 400 円（資料付き）
持ち物持ち物●軍手、タオル、剪定ばさみ（あれば）
申込み申込み●１月 25 日（土）

　9：00 ～窓口にて
10：00 ～電話にて

日時日時● 2 月 29 日（土）
11：00 ～ 11：30

対象・定員対象・定員●幼児親子・20 組程度
講師講師●読み聞かせボランティア「土筆の会」
参加費参加費●無料
申込み申込み●不要

日時日時● 2 月 17 日（月）　10：00 ～ 13：00
定員定員● 10 名
講師講師●福永誠子
参加費参加費● 1,200 円（材料費込み）
持ち物持ち物●筆記用具、エプロン（片付け用）、持ち帰り容器
申込み申込み● 1 月 6 日（月）　9：00 ～窓口にて

10：00 ～電話にて

新春かるた大会

庭木の手入れ　早春 ママもゆったり♪大型絵本のよみきかせ

ひな祭りを彩りよく　おいしく祝いましょ♪
しっかりメモの取れる料理講座

第 2 弾、大人のぬりえを行います。できあがった後は、
お茶とお菓子を楽しみます。

ギター演奏とともに、みんなで楽しく歌いましょう。
リクエストも受け付けます。

日時日時● 1 月 24 日（金）
10：00 ～ 11：30

定員定員● 20 名程度
参加費参加費● 100 円

（ドリンク・お菓子付き）
持ち物持ち物●色えんぴつ
申込み申込み●不要

日時日時● 2 月 23 日（日）
13：30 ～ 15：00

定員定員● 80 名程度
出演者出演者●フィールドフォークス
参加費参加費● 100 円

（ドリンク・お菓子付き）
申込み申込み●不要

大人のぬりえ フィールドフォークスとともに
クラフトかふぇ オアシスかふぇ

普段忙しいパパと一緒に、リトミックで楽しく
遊びましょう。

この機会に、消防自動車に乗って消防士気分を味わい
ましょう。消防服の試着を行い、写真も撮ります。

藤井聡太をめざし将棋を覚えませんか。
希望者は資格も取れるようになります。

日時日時● 2 月 16 日（日）　10：30 ～ 11：30
対象・定員対象・定員●未就園児・小学 1～2 年生の親子・20 組
講師講師●リトミックにじの会
参加費参加費● 500 円
申込み申込み●受付中

日時日時● 3 月 15 日（日）　10：00 ～ 11：30
対象・定員対象・定員●親子・20 組
講師講師●多治見市北消防署
参加費参加費●無料
申込み申込み● 1 月 11 日（土）

　9：00 ～ 窓口にて
10：00 ～ 電話にて

日時日時●毎週土曜　10：00 ～ 11：30
対象・定員対象・定員●小学生・5 名
講師講師●桐山優（日本将棋連盟認定講師）

中山修身
参加費参加費● 1 回 100 円
申込み申込み●不要

パパと一緒に歌ってあそぼ！ 消防士体験！消防士ってすごいな 子ども将棋教室
親育ち 4・3・6・3 たじみプラン協賛事業

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

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

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。



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

どなたでも気楽に卓球を楽しむことができる
クラブです（第 1・第４土曜は講師の指導あり）。

誰でも知っているラジオ体操で、健康づくり習
慣を始めませんか？正しいラジオ体操を教わり
ながらしっかり取り組みます！日時日時● 1 月 14 日・28 日

2 月 11 日（祝）・25 日
3 月 10 日・24 日

（火曜・全 6 回）
10：00 ～ 11：30

定員定員● 30 名程度
講師講師●齊藤順子（陶都楽友協会会員）
参加費参加費● 1,800 円
申込み申込み●受付中（電話にて）

日時日時● 1 月 4 日・11 日・18 日・25 日、
2 月 1 日・15 日・22 日・29 日、
3 月 7 日・14 日・21 日・28 日

（すべて土曜）
9：30 ～ 12：00

定員定員● 20 名程度
講師講師●奥政利
参加費参加費●大人 200 円・小人 50 円
持ち物持ち物●室内シューズ、飲み物
申込み申込み●当日 公民館窓口にて

日時日時●第 1 週を除く金曜
9：30 ～ 9：45

講師講師●平瀬泰宏、深尾由美（多治見市ラジオ体操連盟）
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●室内シューズ、飲み物
申込み申込み●不要　直接お越しください

愛唱歌を歌おう！冬 卓球クラブ みんなでラジオ体操

インナーマッスルを鍛えられるのはもちろん脂
肪も燃焼！エクササイズも楽しみましょう。

だれでも参加 OK! わが家自慢の卵焼きを作り、
お互いに食べ合い、自由に交流しましょう。豚汁、
ごはん付き。

ひなまつりに大好きなパン作りしましょ。燻製
塩を使った優しい味の塩パンを作ります。ブラ
マンジェも作って食べます。

クレイで本物そっくりなつくしの盆栽を作りま
す。小さくても存在感があって、そして癒され
ます。

韓国の巻き寿司で節分を楽しみましょう。
キンパのほか「白菜キムチ」、「おでんクッ」な
どあわせて 4 品習います。 3 種類の果物の甘味と酸味が白あんにマッチ！

簡単にできる「ふるーつ大福」を習います。

日時日時● 1 月 30 日、2 月 6 日、3 月 5 日・19 日
（木曜・全 4 回）
13：30 ～ 15：00

定員定員● 40 名
講師講師●太田志名子
参加費参加費● 1,200 円（バランスボール貸出 1 回 100 円）
持ち物持ち物●バランスボール、ヨガマット（バスタオル可）、

室内シューズ、飲み物、
タオル

申込み申込み●受付中

日時日時● 3 月 28 日（土）　10：00 ～ 13：00
対象・定員対象・定員●どなたでも（親子も可）・15 組
参加費参加費● 500 円（卵代込み）
持ち物持ち物●エプロン、三角巾、ふきん、卵焼き器、必

要な調味料
申込み申込み●受付中

日時日時● 3 月 3 日（火）
10：00 ～ 13：00

定員定員● 12 名
講師講師●柴田光子
参加費参加費● 1,300 円
持ち物持ち物●エプロン、三角巾、ふきん
申込み申込み●受付中

日時日時● 2 月 20 日（木）　9：30 ～ 12：00
定員定員● 16 名
講師講師●荒川直美
参加費参加費● 1,200 円
持ち物持ち物●木工用ボンド、

手ふき
申込み申込み●受付中

日時日時● 1 月 31 日（金）
10：00 ～ 13：00

定員定員● 15 名
講師講師●黄載和
参加費参加費● 1,300 円
持ち物持ち物●エプロン、三角巾、ふきん
申込み申込み●受付中

日時日時● 3 月 16 日（月）　10：00 ～ 12：00
定員定員● 18 名
講師講師●井上りつ子
参加費参加費● 700 円
持ち物持ち物●エプロン、三角巾、ふきん
申込み申込み●受付中

大好きっ！×３
バランスボール 冬 市之倉たまご焼きサミット

ほら、おいしい塩パンが
焼きあがりました！

少し早い春の訪れ！
粘土でつくしをハンドメイド

節分です。キンパで恵方巻 季節の和菓子づくり
簡単！美味しい！ふるーつ大福

みんなの時間

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

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



畝づくり、植付け、土寄せ、草取り…。
じゃがいも作りに挑戦！
手間ひまかけた分、収穫の喜びは絶大です！ 健康維持と仲間づくりに、楽しい朝の習慣はい

かがでしょうか♪
菜っぱ会の会員になって、野菜作りをしましょ
う。区画は 5m × 6m。

日時日時● 3 月 7 日（土）
9：20 集合　9：30 開始

定員定員● 70 区画（1 家族 2 区画まで）
講師講師●南姫公民館活性化委員
参加費参加費● 700 円
持ち物持ち物●軍手、スコップ、鍬
申込み申込み● 1 月 4 日（土）～

窓口にて

日時日時●毎週月曜
体操：9：30 ～（15 分程度）
その後はお茶タイム♪
囲碁将棋：9：00 ～ 12：00

講師講師●体操：長野ますみ
囲碁将棋：南姫公民館活性化委員

参加費参加費●無料
申込み申込み●不要

期日期日● 2020 年 4 月 1 日（水）
～ 2021 年 3 月 31 日（水）

定員定員● 3 区画
参加費参加費● 1 区画 年間 3,000 円
申込み申込み● 2 月 20 日（木）頃まで

2 月 23 日（日）　9：50 より
説明会及び勉強会

じゃがいもを育てよう
体操と囲碁将棋 会員募集　菜っぱ会

ひめの朝時間 スローライフ事業

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

自分の体を自分自身でケアします。人とは比べず、頑張らず、ここち良さ
を感じながら「自分の力」で歪みを整え、「自然治癒力」を高めましょう。

日時日時● 2 月 23 日（日）　開演 12：30

日時日時● 1 月 9 日・16 日・23 日
2 月 6 日・13 日・20 日
3 月 5 日・12 日・19 日

（木曜・全 9 回）
13：30 ～ 15：00

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

第 7 回 根本交流センターまつり
スマイルステージ セルフケア　自力整体で体も心も Happy 冬

まなびの扉

過去に起きた災害記録は災害の備えをするうえ
で有効な情報です。
私たちの住む町の災害記録をみながら、今後に
向けた対策をみんなで考えてみましょう。

根本交流センターから諏訪神社までウォーキン
グします。あたたかい豚汁もありますよ。

世界のボードゲームが勢ぞろい！一度も遊んだ
ことがない人でも大丈夫！ボードゲームの魅力
を体験しよう。

日時日時● 2 月 2 日（日）　13：30 ～ 15：30
対象・定員対象・定員●小学 5 年生以上・50 名程度
講師講師●小山真紀（岐阜大学流域圏科学研究センター

准教授）、平岡守（かわべ防災の会）
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●筆記用具
申込み申込み●受付中

日時日時● 3 月 1 日（日）
集合 9：00　出発 9：20　解散 13：00 頃

対象対象●どなたでも（未就学児は保護者同伴で）
集合・解散集合・解散●根本交流センター
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●動きやすい服装、飲み物、帽子、タオル
申込み申込み● 1 月 20 日（月）～
協力協力●ねもとレインボー☆キッズ　グリーン

日時日時● 1 月 19 日（日）　13：00 ～ 17：30
対象・定員対象・定員●小学生以上（8 歳以下の方と初参加で

10 歳以下の方は保護者同伴）・30 名
講師講師●ボードゲームフェスタ まいたーん！
参加費参加費●高校生以下 300 円

大人または親子 1 組 500 円（当日払い）
申込み申込み●受付中（窓口または Web にて）

揺らぐ多治見の安全神話
えっ！こんなところで災害が！

in ねもと

みんなで歩こう会
世界のボードゲームで楽しもう！

2020 冬
みんなの時間 根本まちづくり共催事業

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

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

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。



腰・膝・足の痛みが原因で、知らないうちに
足腰が弱って「寝たきり予備軍」にならない
ように、みんなで一緒に毎日続けられる簡単
な運動を覚えて「健康寿命」をのばしましょう。

痛みの原因も様々、痛みの感じ方も様々で
す。辛い痛みが和らいで、笑顔がもどる薬
について詳しくお話しします。

医療機関を上手に受診するために、医師とは違った
立場から現状の医療をふまえて、わかりやすくお話
しします。

突然の意識消失、めまいなどを生じる危険な不
整脈は、誰にでも起こる可能性があります。最
も確実な治療法であるペースメーカーを中心
に、植込みデバイスについて基礎からわかりや
すくご説明します。

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

私たち診療放射線技師が扱う高度医療機器で、
身体の中がどのようになっているのか見てみ
ましょう。

認知症への不安を少しでも減らせるように、
自分らしい行動のあり方を考えていきましょ
う。

日　　時  1 月 10 日（金）　14：00 ～ 15：00
定　　員  20 名程度
講　　師  リハビリテーション科技師長　木村信博
会　　場  脇之島公民館
申　込　み  受付中　☎ 25-5611

日　　時  1 月 17 日（金）　10：00 ～ 11：00
定　　員  100 名程度
講　　師  薬剤部　長谷部千夏
会　　場  ヤマカまなびパーク
申　込　み  受付中　☎ 23-7022

日　　時  2 月 14 日（金）　19：00 ～ 20：00
定　　員  80 名
講　　師  医療連携相談室　林範行・森藤けい・山中英治
会　　場  小泉公民館
申　込　み  受付中　☎ 29-1377
共　　催  KSC こいずみ総合クラブ

日　　時  3 月 3 日（火）　14：00 ～ 15：00
定　　員  30 名程度
講　　師  循環器科　竹本芳雄
会　　場  ヤマカまなびパーク
申　込　み  受付中　☎ 23-7022

日　　時  2 月 17 日（月）
10：00 ～ 11：00

定　　員  100 名
講　　師  薬剤部長　堀内正
会　　場  精華公民館
申　込　み  受付中

☎ 25-1533

日　　時  3 月 4 日（水）　14：00 ～ 15：00
定　　員  50 名程度
講　　師  中央放射線部　金子弘明
会　　場  旭ケ丘公民館
申　込　み  2 月 4 日（火）　9：00 ～

☎ 27-6826

日　　時  3 月 9 日（月）　10：00 ～ 11：00
定　　員  50 名程度
講　　師  リハビリテーション科技術課長補佐

寺下美智子
会　　場  養正公民館
申　込　み  受付中　☎ 25-3622

高齢者向け高齢者向け
腰痛・ひざ・足の痛み予防

相談してみよう！
「つらい痛み」は薬で和らげられる？

上手な病院のかかり方
～事務、看護師、技師の立場から～

危険な不整脈から命を守る
植込みデバイスの話

健康食品とくすりの
使い分け

気になる身体の中は
どうなってるの
～画像診断機器で診てみよう～

知って得する！
認知症予防のための活動
パート２

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

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  1 月 30 日（木）　14：00 ～ 15：00
定　　員  50 名程度
講　　師  副院長兼内科統括部長　日比野剛
会　　場  根本交流センター
申　込　み  受付中　☎ 27-5500

日　　時  2 月 28 日（金）
13：30 ～ 14：30

定　　員  30 名
講　　師  栄養管理部技師長　保母貴美子
会　　場  笠原中央公民館
申　込　み  受付中　☎ 43-5155

第２の心臓と言われている足を
守りましょう

高齢期の食事のとり方
～低栄養・認知症対策～

寒い季節は外遊びの機会も少なくなりますね。そんな時こそリズムに
あわせ、親子でからだを動かしましょう！

全身の調節運動で歪みをリセットして正しい姿勢にすることで、痛みや
しびれをとりましょう。

日　　時  1 月 20 日、2 月 3 日・17 日、3 月 2 日（全 4 回）
15：00 ～ 15：45

対象・定員  3 歳～未就学児親子・15 組
（下のお子さんがいる場合は要相談）

講　　師  堀尾尚美
持　ち　物  室内用シューズ、飲み物
申　込　み  受付中　精華公民館　☎ 25-1533

日　　時  1 月 14 日・28 日、2 月 4 日・25 日（1 回のみの参加も可）
10：00 ～ 10：45

対　　象  どなたでも
講　　師  神ノ川惟香子
持　ち　物  ヨガマットまたはバスタオル、飲み物、フェイスタオル
申　込　み  不要
問　合　せ  養正公民館　☎ 25-3622

精華公民館精華公民館
にこにこ キッズビクス！

養正公民館養正公民館
ゆがみをリセット！自力整体

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　中島幸雄さん　初級編　渡辺明子さん・野口明友香さん・中島幸雄さん　上級編　中島幸雄さん

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

参加
無料市民のための健康講座

多治見市保健センター受託事業　運動チャレンジ講座

月曜コース 火曜コース

参加
無料

イベント情報
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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。

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。



日時日時● 3 月 12 日（木）
10：00 開場　10：30 開演

定員定員● 60 名
演奏演奏● jam
参加費参加費●無料
申込み申込み● 1 月 4 日（土）

9：00 ～
窓口、電話にて

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/

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

さぁ、2020 オリンピックイヤー！市民活動団
体からの心躍る活動発表や NPO 最新情報を聴
いて、あなたも何か始めよう。

これで補助金審査会のプレゼンもバッチリ！
伝えたい内容を分かりやすく効果的に見せ、
まとめる方法を学びます。

ぽると多治見スタッフがふだんのチラシ作りで
やっている中でわかることを、マンツーマンで
ゆる～くお伝えします。

日時日時● 1 月 26 日（日）　13：30 ～ 15：30
会場会場● 5 階学習室 501
定員定員● 50 名
アドバイザーアドバイザー●野尻智周（ぎふ NPO センター）
ゲストゲスト●大沼博紀（モザイクゲームズ）

山下真美子（多治美人プロジェクト）
参加費参加費●無料
申込み申込み●受付中

日時日時● 2 月 29 日（土）　13：30 ～ 15：30
会場会場● 6 階美術室
対象・定員対象・定員●市民活動に関わる方・10 名
講師講師●肥田和明

（㈱ SMC-POWER
代表取締役社長）

参加費参加費● 500 円
申込み申込み●受付中

日時日時●お問合せください（1 時間の予約制）
会場会場● 6 階ぽると打合せスペース
対象・定員対象・定員●市民活動に関わる方・8 名（団体）
講師講師●ぽると多治見スタッフ
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●ノートパソコン、

ケーブルなど
申込み申込み●受付中

来たれ　つわもの
たじみでワンチーム！

10 分間で伝える‼
プレゼンづくり

わたしにもできる‼
Word でチラシ作り

市民活動団体交流会 まちづくり活動応援講座 まちづくり活動応援月間

ギター・シンセサイザーによるユニット
“jam” の演奏に合わせて、童謡や懐かしい
歌を一緒に歌いましょう !

今年も日曜日に大ホールを開放します。ご家族やお友達と楽
しく卓球しましょう！おひとりでの参加も OK! アドバイス
を受けられる日もありますよ。 寒い間、運動不足になっていた体をラジ

オ体操でほぐしてみませんか。どなたで
も気軽にご参加ください。ちょこっと交
流の場にもどうぞ。お待ちしています。

日時日時● 2 月 9 日・23 日、3 月 8 日・15 日（すべて日曜）
10：00 ～ 16：00

アドバイザーアドバイザー●藤浪正人（2/9・23、3/8 の 13：00 ～ 15：00）
参加費参加費● 1 人 1 時間 100 円（小学生 50 円）
持ち物持ち物●飲み物、動きやすい服装、運動靴、

卓球ラケット（お持ちの方）
申込み申込み●受付中
※定員は同時間に卓球台 3 台で利用できる

人数

日時日時● 3 月 3 日～ 31 日の火曜・木曜
9：50 ～ 10：00

参加費参加費●無料
申込み申込み●不要

懐かしい歌をみんなで歌おう♪ やってみよう！卓球 ラジオ体操で
元気な一日を！

①日光は植物のごはん。植物の生き方をのぞいてみましょう。
②土岐川にある「ねずみ岩」などの名前がついた岩や、古文書にある地名を紹介しながら上流から下流までを見ます。
③デジカメで星空写真撮影に挑戦しましょう。

日時日時●① 1 月 5 日（日）　② 2 月 2 日（日）
③ 3 月 1 日（日）
各 10：00 ～ 14：30　受付 9：30 ～

対象対象●一般（小 4 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、タオル

日時日時●① 1 月 10 日（金）　② 2 月 7 日（金）　③ 3 月 6 日（金）
各 18：30 ～ 20：00　受付 18：00 ～

対象・定員対象・定員●一般（小 4 以下は保護者同伴）・20 名
講師講師●①深谷滋浩　②西川重信　③井戸英夫
持ち物持ち物●①②③筆記用具

③一眼レフが望ましい（ミラーレスでも可）、三脚

日時日時●① 1 月 11 日（土）　② 2 月 8 日（土）　③ 3 月 14 日（土）
各 9：30 ～ 11：30
受付 9：00 ～

対象対象●一般
（小 4 以下は保護者同伴）

持ち物持ち物●双眼鏡（あれば）

日時日時●① 1 月 19 日（日）　② 2 月 9 日（日）
各 10：00 ～ 14：30　受付 9：30 ～

対象対象●一般（小 4 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、タオル

多治見の山が呼んでいる 六名山
①弥　勒　山　新春の尾張三山を登ります
②高　社　山　お釈迦様を頭から足元まで登ります
③丸　　山　知ろう、甌

お う け つ

穴で今と昔を見よう

かんさつ館講座
①植物　植物のくらし　②地名　多治見の地名今昔 9　土岐川沿いの地名を探る
③天体　星空写真を撮ろう

お楽しみ探鳥会
①虎渓山　土岐川のオシドリと永保寺の野鳥を観察します
②南姫　田んぼの冬鳥と東野の池のカモを観察します
③廿原　シジュウカラなど身近な野鳥を観察します

魅惑の黄金ルート
①県境ルート　市之倉からのミステリールートを行きます
②神明峠　セラミックパーク MINO から神明峠を廻ります

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

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。



マンドリンが奏でる「春の海」など心あたたまる曲
を披露します。多治見市在住のソプラノ歌手「大村
絵里さん」をゲストに迎え、ソプラノのうたごえと
マンドリンの合奏をお楽しみください。

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。今回はピア
ノとチェロの美しいハーモニーをお届けします。

遠藤和さんを迎え、有賀さんの朗読とともにバイオリンコンサー
トを開催します。

心あたたまる音を求めて
マンドリン 春待ちコンサート

古田友哉とめぐる　た・じ・ミュージック♪
春を呼ぶ豊かなチェロの響き

コンサート「歓び」Vol .63
～さわ　さわ　さわ～

日　　時  1 月 25 日（土）
開場 13：00　開演 13：30

定　　員  100 名
出　　演  多治見マンドリンアンサンブル

（指導・指揮：丹羽博子）
大村絵里

入　場　料  無料
整　理　券  配布中

日　　時  3 月 8 日（日）
開場 13：30　開演 14：00

定　　員  120 名
出　　演  古田友哉（ピアノ）、山田真吾（チェロ）
入　場　料  1,000 円
チケット  発売中

日　　時  3 月 1 日（日）
開場 13：00
開演 13：30

定　　員  150 名
出　　演  遠藤和、有賀韶子
入　場　料  無料
申　込　み  不要

南姫公民館　☎29-4880

精華公民館　☎25-1533

小泉公民館　☎29-1377

心に染み入る音色に引き込まれ、音楽の世界に浸ってください。
スイーツ＆コーヒーも味わいながら…。

心にビタミン
2じ カフェコンサート Vol .4

日　　時  3 月 22 日（日）
開場 13：30　開演 14：00

定　　員  100 名程度
会　　場  市之倉公民館
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

市之倉公民館　☎22-3776

間村氏と堀江氏（多治見市出身）、お二方それぞ
れの立場から装幀と文学の関係などについてお
話を聞きます。

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）　年始年末（12月29日～1月3日）

1月4日（土）

装幀と文学の間に対談

時　　間  14：00 ～ 15：30
講　　師  間村俊一（装幀家、俳人）

堀江敏幸（作家、フランス文学者）
参　加　費  無料
申　込　み  受付中　電話・メールにて

 momca2019event@gmail.com

5 色の重ね摺りを体験することができ
ます。1 枚の紙に 1 色ごと色を付けて
いくと、1 枚の絵が現れます。

1月13日（月・祝）、 2月2日（日）

浮世絵版画の
重ね摺り体験

（中山道広重美術館協力）

ワーク
ショップ

時　　間  10：30 ～ 12：00
13：30 ～ 15：00
出入り自由

参　加　費  無料
申　込　み  不要

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

2月16日（日）まで

小村雪岱スタイル
江戸の粋から東京モダンへ特別展

観　覧　料  一　般 900 円
大学生 700 円
高校生以下無料

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

美市見治多 濃焼ミュージアム

研究授業の中から誕生した市内小中学生の作品と、
鑑賞資料として活用した各施設所蔵の作品を共に
展示します。
開催中　3 月 8 日（日）まで

検証！再現ではなく創造
－子どもたちのやきもの表現－企画展

当館のコレクションの中から、収蔵にあたっ
てのエピソードや逸話を紐解き、作品と共に
お伝えします。
2 月 14 日（金）～ 5 月 17 日（日）

わが桃山陶
－館収蔵品物語－

企画展

公民館コンサート

小村雪岱《盃を持つ女》
清水三年坂美術館蔵

間村俊一
（写真／株式会社 スタジオ・クラスター）

堀江敏幸
（写真／森清）

鼠志野茶碗
電燈所た禰コレクション

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。

多治見市文化情報誌「BunBunねっと」2020年1月1日発行
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