
多治見市文化情報誌

春BunBunねっとBunBunぶ んBunBunぶ ん

2 － 5  ●バロー文化ホール情報
6 － 7  ●三の倉市民の里「地球村」情報
8 － 9  ●笠原中央公民館「アザレアホール」情報
10－13 ●ヤマカまなびパーク情報
14－25 ●VIVA！マナビバ！・体験テラス
26－32 ●公民館・施設催し物情報

―　目次　―

2020年4月1日

90号Contents

★★★★★★　7月19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.902

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）

ゴスペラーズ
振替公演のご案内

会場 :大ホール
開場 14:30/ 開演 15:006月6日㊏

会場 :大ホール
1回目開演 13:00　2回目開演 15:30（開場は各 30分前）7月19日㊐

2020年代の吹奏楽を "アキラさん "こ
と宮川彬良と上野耕平コンサートマス
ター率いる“新生 ”ぱんだウインドオー
ケストラが提示する！
自作自演で聴く吹奏楽コンクール委嘱
課題曲「僕らのインベンション」も演奏。
吹奏楽部員必聴です！

【プログラム】	・僕らのインベンション
　	（予定）	 　《2020年度全日本吹奏楽コンクール課題曲》
　　　　　　・私のお気に入り～NEXT	VISION（2019）
	 ・吹奏楽のためのソナタ『ブラック・ジャック』
	 　ほか

【出演】・宮川彬良 (指揮・作編曲 )
　　　・ぱんだウインドオーケストラ (吹奏楽 )
　　　・上野耕平（コンサートマスター /ソリスト）

※ 1歳以上有料（0歳児も
座席が必要な場合は有料）

©T.tairadate

©HIKARU	HORI

©S.Ohsugi

ワクワク元気な「チョロミー」、心の優しい「ムームー」、
そして遠い星からやってきたロボット「ガラピコ」。

「おかあさんといっしょ」で人気の「ガラピコぷ～」
の仲間たちが繰り広げる歌や踊りのコンサート。
ステージと会場が一体となって盛り上がるファミリー
公演です。

【全席指定】　2,750円

宮川彬良×ぱんだウインドオーケストラ

［Club会員先行発売］　 4	月11日	(土)~15日（水）
［一般発売］                 4	月26日	(日)

当初公演（3/8）の
払い戻しが
あった場合のみ
4月5日(日）10：00～
再販売します。

詳細はお問合せください

［Club会員先行発売］　 4	月	5	日	(日)~	8	日（水）
［一般発売］                 4	月12日	(日)

【全席指定】　一般	S席		4,500円（Club会員　4,000円）
　　　　　　							A席		4,000円
　　　　　　小中高生		2,000円（S・A席とも）

おかあさんといっしょ
ガラピコぷ～がやってきた‼

Pコード　176-887

5月20日㊌
開場 17:45/ 開演 18:30

Pコード　644-906※お一人様6枚まで
　（Club会員先行、一般とも）

託

児あ
り要申

込

　リハーサルを見学できます‼
公演前のリハーサルに、中高生をご招待いたします。	
一流アーティストが音楽を作り上げる過程を目の当
たりにできる、またとない機会です。
【日時】6月 6日（土）11：00開始
【対象】チケットをお持ちの中学生・高校生
※申込不要　（10：45までに小ホールロビーに集合）

《中高生対象》

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 2021 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~）
　・ローソンチケット（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~）
　・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.90 3

岐阜の若きヴィルトゥオーゼン

Lコード　41586 Lコード　41763

会場 :小ホール
開場 13:00/ 開演 13:304月3日㊎

会場 :小ホール
1回目　10:00 ～ 12:10
2 回目　13:30 ～ 15:40

7月25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。

【プログラム】
ボレロ	ハ長調	Op.19（ショパン）、
コレルリの主題による変奏曲	ニ短調	Op.42
（ラフマニノフ）ほか

	©	2018	UNIVERSAL	STUDIOS	AND	STORYTELLER	
DISTRIBUTION	CO.,	LLC.	All	Rights	Reserved.

懐かしの名画、話題の
映画…よみがえる思い
出とともに楽しむひとと
き。
今回は前年のアカデ
ミー賞 3部門を受賞し
た作品を上映します。
黒人ピアニストとイタリ
ア系白人運転手が繰り
広げる、笑って泣ける
奇跡の実話。

思い出シネマ館
第1回「グリーンブック」

二ツ目ふたり会 ～すい寄席～

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

【全席自由】
前売		800円
当日		1,000円

務川慧悟ピアノリサイタル
まもなく

公演
好評

発売中

第5回 昭和のスター
ワンコインシネマ館&歌声喫茶

実力十分の二ツ目落
語家が二人登場！二
席ずつたっぷりお届
けします。あなたも
落語の面白さに吸い
寄せられる !!

【指定席】
前売		1,500円

【自由席】
前売		1,000円
当日		1,500円
（Club会員　当日1,000円）

※指定席は公演前日まで販売

春風亭正太郎 柳家緑君

会場 :小ホール
開場 13:00/ 開演 13:306月10日㊌

会場 :小ホール4月25日㊏

将来が楽しみな岐阜県出身の若手演奏家による 2日間。
情熱あふれるエネルギッシュな演奏があなたを魅了します。

【料金】	200円（お茶付き）　事前申込不要

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

懐かしの歌をピアノの伴奏で
歌いませんか。

昭和の歌声喫茶

好評
発売中

好評
発売中

【全席自由】　各作品ごとに500円

ビルマの竪琴　10:00~12:00
安井昌二・三國連太郎	出演
（昭和 31年公開）

上を向いて歩こう　14:30~16:05

坂本九・浜田光男	出演
（昭和 37年公開）

Ⓒ日活

13:00 ～ 14:15

9月4日㊎ 9月5日㊏
2019 年のエリザベート王妃国際コン
クールでファイナリストに選ばれた、岐
阜市出身のヴァイオリニスト。多治見市
出身の古田友哉とはオーストリアで共に
学んだ旧知の仲です。息の合った演奏
をご堪能いただけます。

【プログラム】
ヴァイオリン・ソナタ第 1番イ短調作品 105（シューマン）ほか

「生まれ育った多治見市で演奏さ
せていただけます事をとても嬉し
く思っております」
力強く感動的！将来が楽しみな多
治見市出身のピアニストの卓越す
る技巧をお楽しみください。

【プログラム】
ピアノソナタ　第 8番「悲愴」（べートーヴェン）ほか

File.2File.1 谷口若菜　ピアノリサイタル宇野由樹子・古田友哉　デュオリサイタル

開場 13:30/ 開演 14:00開場 18:30/ 開演 19:00

会場：小ホール ［発売日］　 5	月	9	日	(土)

【全席自由】　一般：1公演		2,000 円、2公演		3,000 円
　　　　　　（Club 会員）1,500 円　高校生以下		1,000 円

託
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バロー文化ホール 検　索

Bun　Bun ねっと　No.904

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）

6月8日㊊5月22日㊎4月24日㊎
名古屋音楽大学の音楽ユニットが奏でるピアノと
弦楽による五重奏の音色。
【出演】Quintetto	Acquario

オペラやテレビなどで耳にする曲を多数歌い上げます。
【出演】長谷川美央（ソプラノ）、秀平雄二（ピアノ）

ソプラノとメゾソプラノ。女性二重唱の魅力を
たっぷりお伝えします。
【出演】丹羽千春（ソプラノ）
　　　	山内由香（メゾソプラノ）
　　　	蒔田裕也（ピアノ）

vol.35 水無月の歌しるべvol.34 ピアノと
            弦楽による五重奏の夕べvol.33 春を誘う名曲の花束

無料のロビーコンサートシリーズ
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

ご家族で楽しめる “おんがく ”の祭典。
多彩なプログラムを用意しています。

まるごと一日音楽の日inたじみ2020
未就学児入場可

市民合唱団と市民オーケストラの総力を結集した大演奏会。
【出演】
指　揮：齊藤順子、高橋律也、羽渕朋之
合　唱：たじみオーケストラ合唱団
管弦楽 : 多治見市交響楽団
【プログラム】	第 1部：歌で巡る世界の旅
　　　　　　　　　　　		「さくらさくら」「埴生の宿」ほか
	 	 	 第 2部：組曲「くるみ割り人形」Op.71a より
　　　　　　　　　　		（チャイコフスキー）
	 	 	 第 3部：思い出の映画音楽　
　　　　　　　　　　		「踊り明かそう」「雨に歌えば」ほか

色々な音色のサックスと箏の体験
ブースが登場。インストラクター
のサポートと一緒に音を出して本
物の音色を奏でてみよう。

日本歌謡曲史上に残る珠玉の名曲が次々と
登場。懐かしのあの曲をピアノの生演奏で
一緒に歌いましょう。

赤ちゃんも楽しく！素敵な音楽と
の出会いを‼
みんなの近くに寄り添って、読み
聞かせや手遊びコンサートをおこ
ないます。
【出演】陶都楽友協会

時代を先取りする音楽家が続々と登場！美しいメロディーが生ま
れるキセキの瞬間をご堪能ください。
【出演】
①陶都楽友協会
②名古屋音楽大学

心躍らせたあの曲、この曲。激動の昭和
時代を駆け抜けた名曲をレコードならで
はの響きでお楽しみください。

メインコンサート

楽器に
さわってみよう＆
演奏してみよう

思い出の
昭和歌謡を歌おう

0才からの読み聞かせ
＆手遊びコンサート

陶都楽友協会による
フレンドリーコンサート
＆めいおん☆サックスカルテット

昭和の
レコード鑑賞会

［発売日］　4月1日(水)

［発売日］　4月1日(水)

【全席自由】　一般　1,000円　　小中高生　500円
※未就学児は親子室での鑑賞となります
（無料／要予約・先着6組）

開場 13:45 ／開演 15:00

10:00 ～ 14:00

12:00 ～ 12:30 11:10 ～ 11:30

① 13:00 ～ 13:30　② 14:00 ～ 14:30

10:00 ～ 14:00

参加無料

参加無料 参加無料

入場無料

参加無料

10:30 ～ 11:00

小さな子どもたちから参加できる
親子コンサートは、子どもたちも
よく知っている “ 絵本の世界 ” が
テーマです。
【出演】陶都楽友協会
【全席自由】 １家族　500円

キッズコンサート
6月28日㊐

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.90 5

気軽な発表会として、大ホールのロビーを利用してみませんか？
【募集数】
毎月1組（7月～9月の3カ月分を募集します）
【募集開始】
4月1日（水）10：00～
【申込み】所定の申込用紙をバロー文化
ホール窓口まで直接提出
※詳細は募集要項（ホームページ掲載）	
　をご覧ください

【占有時間】10:00 ～16:00 に始まる
　　　　　		各1時間ごと
【定員】7名
【対象】どなたでも
・小学生以下は保護者同伴　・個人練習としてご利用ください
　（営利目的の指導練習不可／連弾・アンサンブル可）

【参加費】1,000円　【申込み】4月19日（日）10:00～窓口、12:00～電話にて

中高生のみなさん、大ホールの舞台で思いっきり練習しよう！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。

コンサートさながらのステージ環境
で、最高級グランドピアノ・スタイン
ウェイ（D275）の美しい音の響きを
心ゆくまでご堪能ください。

バンドで演奏する楽しさを体験しませんか？
バンド経験者が初心者に楽器演奏の初歩を伝授。
最終日は発表会を開催します。

【占有時間】
9:00～、11:00～、13:00～、15:00～、
17:00～の2時間ごと
【定員】各日5組
【参加費】2,000円
【使用できる備品】
ピアノ（ヤマハCFⅢ／下手に据え置き）、椅子、譜面台、指揮者台。
舞台袖にありますので、各自で設置・撤収してください。
※マイク等の音響機器は使用できません
【申込み】いずれも10:00～窓口、12:00～電話にて
　　　　		・多治見市内の学校：6月6日（土）
　　　　		・多治見市外の学校：6月13日（土）
　　　　		・一般（空きがあった場合）：7月1日（水）

【期日】
5/14・28（木）、6/19（金）、
7/2・9・16・30（木）、8/6（木）
（全8回）
【時間】19:00~21:00
【講師】・山﨑洋一（ドラム）
　　　	・田中淳之（ベース）
　　　	・渡部聡（エレキギター）
　　　	・伴野進（アコースティックギター）
【課題曲】・あいみょん「マリーゴールド」
　　　　	・斉藤和義「ずっと好きだった」
　　　　	・John	Denver「Take	Me	Home,	Country	Roads」
　　　　	・The	Beatles「I	Saw	Her	Standing	There」
【定員】各楽器5名
【対象】中学生以上（未就学児の同伴不可）
【受講料】6,000円
【申込み】いずれも13:00～窓口、電話にて
・はじめて受講する方　4月11日（土）
・これまでに受講したことがある方　4月18日（土）

ロビーdeマイコンサート出演者募集

U-18　演奏サポート

スタインウェイピアノを弾こう やってみよう！　バンド入門講座

※お一人で複数枠のお申込みはご遠慮ください

※お一人で複数枠のお申込みはご遠慮ください

※お一人で複数人のお申込みはご遠慮ください

未就学児入場可

入場無料 一緒にイベントを盛り上げていただける方を募集します。詳細は募集要項（ホームページ）をご覧ください。
【応募受付】5月31日（日）17:00までに申込用紙に必要事項をご記入の上、窓口または郵送で提

出してください。※同一団体・家族で複数のお申し込みはできません
	 ※諸事情により、出店募集数が例年よりも少なくなる場合があります

【募集数】12バンド（ソロ不可）
【出演時間】1バンド20分
※トークも含む
（機材の設置・撤去時間は別途）
※リハーサルは前日または当日
　の午前中
【出演料】5,000 円

【募集内容】
①ハンドメイド作品の販売
②焼菓子やパンの販売
③ものづくり体験ができる
　ワークショップ
【出店料】①②2,000 円
														　③ 4,000 円

バンド出演 マルシェ・ワークショップ出店

11:30 ～ 17:30

9月12日㊏

会場：大ホール7月24日㊎・25日㊏

会場：大ホール5月22日㊎

1
じゅうきゅうおといち

9音市　出演団体・出店者 募集

半世紀以上の歴史を誇る市民文化祭。1,500名を超える出場者で行う恒例の大発表会！1枚のチケットで全日程をご覧いただけます。

邦楽の部 合唱の部器楽の部 ダンスの部
5月10日㊐・17日㊐
会場：大ホール
開場 10:00 ／開演 10:30

5月31日㊐
会場：大ホール
開場 12:00 ／開演 12:30

5月23日㊏
会場：小ホール
開場 12:30 ／開演 13:00

6月14日㊐・21日㊐
会場：大ホール
開場 10:00 ／開演 10:30

第53回多治見市市民文化祭 　【全席自由】　一般　500円　　小中高生　250円
【発売日】　4月1日(水)　未就学児入場可　（全部門共通券）



NEW　！

NEW　！

NEW　！

NEW　！

NEW　！

NEW！芝生の
テントサイトを
新設しました

地球村ホームページも
ご覧ください
最新の施設写真等を
随時更新しています

【利用料金】無料

地球村の静かなオトナの空間

日帰り利用時間　9：00～17：00

地球村のキャンプ場がリニューアル！

水場、トイレも清潔で気持ちよくお使いいただけます

指定の箇所でなら自前の
グリル、焚火台の持ち込み
使用もOK

三方をしっかり囲んだ煉瓦炉は、
ダッチオーブンの上火を使った
調理もしやすいですよ

上
段
、
下
段
と
も
椅
子
、

テ
ー
ブ
ル
が
揃
っ
て
い
ま
す

キャンプ場上段区画に、
やわらかい芝生のエリアを
新設しました！

地球村キャンプ場

のご予約は
　お早めに！

上下各エリア
１泊または１日

※宿泊利用時は１名につきプラス200円でお風呂に入れます（本館・ログハウスの利用がある時のみ）

2,420円　※市内料金

６月分までの予約は現在受付中！
７月分は４月１日（水）、
８月分は５月１日（金）から予約開始しますGW、夏休み

BBQセット
販　売　中！

貸　出　中！

1人前　1,900円
【最少受付数】４人前から
ご希望日の１週間前まで
に電話で申込みください

初めての方や

 荷物を減らした
い皆様に

要予約

【セット内容】お肉（牛、鶏）ソーセージ、カット野菜、
焼きそば、たれ（割りばし、紙皿付き）

　　　　　　※写真はイメージです

薪

そのほか…ライター、着火剤、軍手、使い捨て食器
などなど窓口にて取り扱っています

炭
　10㎏入 600円
3.5㎏入 600円
　10㎏入　1,000円

（お椀・皿・スプーン各８個、包丁、まな板、鍋、フラ
　イパン、菜箸、しゃもじ、フライ返し、おたま等）

飯ごう・カレー鍋
１日　100円

キャンプ用炊事セット

１日　1,050円

タープテント
折り畳みテーブルセット
BBＱコンロ

各１日　300円

……………………　みんなで応援しよう　！　東京オリンピックイヤー　スポーツに注目　！　……………………

ロードバイク乗りの皆様の休憩も大歓迎！
お気軽にお立ち寄りください。
自販機・軽食販売あります！
【設　置】多治見まちづくり株式会社

サイクルラック
設置しています

NEW　！

第１日曜は
テニスコート無料開放

NE

テニス教室

空いているテニスコートを
１グループ１時間まで
無料でご利用いただけます
※当日先着受付　予約の場合は有料
　予約利用が優先となります

NEW　！卓球球球球ルーム
ボランティア指導者の皆様による

スポーツクライミング普及の
ための体験会です。

※共有スペースとなります
　譲り合ってご利用ください

心を和ませるグリーンなどに囲まれてブレイクタイム
昼は友達と卓球やコーヒーを楽しんで、
夜はお風呂上がりなどの静かな語らいに……

上記料金で上下各エリア全域をお使いいただけます。お友達家族と共有するのに
使いやすい広さがあります。少人数で贅沢に使うのもおすすめですよ！

【講　師】多治見テニス協会
【定　員】30名　最少実施人数10名
【参加費】600円
【持ち物】運動のできる服装
【申込み】４月５日（日）9：00～４月19日（日）
　　　　　電話または窓口にて

ラケット・ボール無料貸出
テニスデー

　4　月　5　日、　5　月　3　日、　6　月　7　日
（各日曜）

宿泊のお客様も１時間無料（上記テニスデーと同条件になります）
ダッチオーブンで作るスープ付き

４月26日（日）10：00～12：00　※雨天中止

リゾート気分の

初心者大歓迎
！

テニスを満喫
した後は

野菜たっぷり
スープで

お腹も満足！

マッサージクッション貸出あります（有料）

ピンポンかふぇスペース

高
さ
５
メ
ー
ト
ル

　
君
は
登
り
切
れ
る
か
!?

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

４月４日、18日、５月２日
６月６日、20日（各土曜）
各日10：00～12：00、13：00～15：00

ポ イミ グ普及
フリークライミング

体験会

学習棟が

【利用時間】9：00～20：00
日帰り利用者は17：00まで
【参加費】１時間毎　大人100円　小人50円
※学習棟の利用がある時は利用できません

に　！　

ドリンク＆スイーツセット　販売中

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
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。
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お弁当を
　持ってきて
　　家族で１日遊びつくそう！

コメコメくらぶ
もち米の田植え、稲刈り、
収穫したお米を使った餅つきを体験します
５月９日
９月５日
2021年１月９日
（土曜・全3回）
各回10：00～12：00

【定　員】　20名
【参加費】　年会費　1人1,500円
【持ち物】　農作業に適した服装、帽子、飲み物、
　　　　 タオルなど
【申込み】　４月11日（土）　9：00～
　　　　 電話または窓口にて

田植えから始める！

地球村　の
全国ガールスカウトの日　協賛事業

協力：多治見峰遊会、地球村星倶楽部
　　　ガールスカウト岐阜県第22団
　　　ボーイスカウト多治見協議会
　　　ガタゴトボックス
　　　多治見レクリエーション　ほか

5月24日（日）
10：00～15：00

【参加費】　子ども一人につき100円
【駐車場】　地球村グラウンド
申込不要、動きやすい服装でお越しください
※天候等の都合で内容を変更する
　場合があります

春祭り

春祭りの実施にご協力いただいております

【問合せ先】　加地菊子
　　　　　　☎090-4080-9032

ガールスカウト　岐阜県第22団
団員募集中

里山の春を感じる

風情ある春の里山を歩きながら、講師の
軽快なトークによる山野草解説を楽しみ
ましょう。
実際に山菜の採取も行います。

【定　員】30名
【講　師】多治見植物の会
【参加費】500円
【持ち物】動きやすい服装
【申込み】4月4日（土）9：00～
　　　　　電話または窓口にて

４月18日（土）　※雨天中止
10：00～12：00

春
の
春
の
春
の山菜ウォーキング

採って楽しい　食べて美味しい

部分日食観測会

謎解きフィールドゲーム
開催延長　！

受付10：00~15：00
※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。

【対　象】小学生以上
【参加費】前編「１羽の蝶と魔女の呪い」
　　　　　（クリア目安：１時間）
　　　　　後編「昆虫たちと魔女の呪い」
　　　　　（クリア目安：４時間）
　　　　　各ゲームキット400円（１キット６人まで）
【持ち物】知力、気力、体力、想像力
【申込み】不要

謎を解く知
力

森の中を行
く体力・勇

気が

　　　　　
　　　試さ

れる！

親
子

親育ち４・３・６・３たじみプラン協賛事業

5月31日（日）まで

【協力】㈲池田南営農

NEW
　！ 手裏剣投げゲ

ームに

チャレンジ　！

大道芸見本市
交流会

日
本
で
も
大
き
く
欠
け
る

こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
見
逃
す
な
！

６月21日（日）
15：00～18：00　雨天、曇天中止

春
祭
り
で
し
か
で
き
な
い

　
　
楽
し
い
体
験
が
い
っ
ぱ
い
！

NEW
　！

ジジ！

自分で焼いて
食べる

　ぐるぐるソー
セージ　！

NEW
　！ キミが走らせ

る

　　××××もある
ぞ　！

大人気　！

NEW　！

※雨天、曇天中止
※中止の際は当日17時までに
　ホームページで告知します
【講　師】地球村星倶楽部
【参加費】無料　　【申込み】不要

　４　月　４　日、25日、５　月16日　19：30～21：00
　５　月30日、６　月13日　20：00～21：30
（各土曜）

【申込み】　多治見まちづくり株式会社
　　　　　電話予約受付中　☎23　―　2636にて

４月11日（土）　18：30～20：30
現在活躍中の大道芸人が全国から集結！
立食パーティーを楽しみながら
パフォーマーと交流しよう！

大好評のジャガイモ掘り。
土に触れながら収穫を体験しよう。

ジャガじゃが祭り初夏の
６月６日（土）
※雨天決行
①10：00～　②10：30～
③11：00～　④11：30～

【定　員】　各回15組
【参加費】　１口600円（１口につき男爵またはメークイン５株）
【受付数】　１組につき男爵・メークイン合わせて５口まで
【持ち物】　農作業に適した服装、飲み物、帽子、お芋を入れる袋など
　　　　　※雨天時はレインコートなど
【申込み】　５月16日（土）　9：00～電話または窓口にて

【定　員】100名
【参加費】　一般3,000円(市民優待2,000円）
　　　　　小学生以下1,000円
　　　　　※軽食付き

口径15cmの望遠鏡で天体観望

【会　場】地球村天文台
※直接、天文台へお越しください
【参加費】無料　　【申込み】不要

大好評につき

地球村星倶楽部は独自にこんな活動もしています

※一部別途有料のコーナーあり
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Kasahara cooking club 【申込み】４月１日（水）9：00～　詳細はお問合せください

第9弾はサスペンスコメディーに挑戦！
11月の本番に向けて約半年間にわたって練
習を積み重ねます。経験の有無にかかわらず、
誰でも参加できる音楽劇。この舞台はあなた
の参加からはじまります。

［練習日］月3回程度
19：00～21：00

※木曜日の夜を中心に練習をしています

かさはらロビーコンサート

ロビコン！～ミュージカルな なかまたち～

【チケット】全席自由 1,000円　※未就学児入場不可　※舞台上特設シート
【出　演】高橋誠（ヴァイオリン）　杉丸太一（ピアノ）　Falcon（ギター）

【出　演】後藤優子　三宅恵理　片山博貴　林周作　辻彩花（ピアノ）

【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】5月10日（日）
【出　演】後藤優子　三宅恵理

市原実小代（ピアノ）
【脚　本】別所美和（チプコ劇場）
【音楽監督】江端智哉

5月24日（日） 　　 13：30　　　 14：00開場 開演
7月5日（日） 　　 13：30　　　 14：00開場 開演

5月10日（日） 　　 13：30開演

100人のプレミアムなセカイ

高橋 誠 ジプシー＆ジャズコンサート
～ 情熱の心音 RE：BIRTH ～

KASAHARA THEATER
ミュージカルコメディ おばあさんは川へ選択。

vol.47

【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

7月21日（火） 19：00～21：006月9日（火） 19：00～21：00

5月16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づくり。
ちょっとのアイディアで、楽ちんなのにいつもの食卓が見違える！

・サーモンとほうれん草の長いもグラタン　・とうもろこしと黒米のご飯
・さつまいものカリカリサラダ～ゴマドレッシング～　・お楽しみおまけの1品

・肉巻きおにぎり棒 ・だいこんとしょうがのスープ
・だいこんナムル ・お楽しみおまけの1品

・チキンときのこ味噌マヨパン
・春キャベツとアンチョビのパスタ
・くるみチョコ

アイディ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
できるパスタも作って、大満足！

チャチャッと

入場無料
申込不要

好評
発売中

【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

誰でも参加できる音楽劇 vol.9　我らの アザレア高原ホテル殺人事件　名探偵アガサ姉妹の事件簿

【対　象】小学生以上どなたでも 【指　導】水野妃佐子　江端智哉　市原実小代
【参加費】5,000円（資料代・チケット1枚分含む） 【申込み】受付中（5月31日（日）〆切）

　　　　6月6日（土） 19：00
　　　　原則　土曜日 19：00～21：00　日曜日 10：00～12：00
　　　　11月29日（日）　開場13：30　開演14：00 予定

発会式
練習日
本番日

かさはら探検隊2020 かさはら和太鼓クラブ I
い さ み

SAMI メンバー募集！

【対　象】小学1年生～4年生 【定　員】20名
【講　師】おのうちやよい・地域の皆さん 【参加費】8,000円（年間・材料費込）
【申込み】4月1日（水）9：00～

【講　師】木村勇介　和太鼓×マリンバGONNAメンバー
【参加費】2,000円／月
【練習会場】笠原中央公民館アザレアホール

小学生と地域のクリエイターが笠原の町を舞
台に、創造性、表現力、感性を育むプログ
ラムに挑戦！「オモシロイ」がいっぱい詰まっ
たメニューです。今年度は、味噌作りから
始まります！

・活動時間は原則土曜日の午前中
・2020年4月～翌年3月まで12回開講

多彩なレパートリーで和太鼓に取り組み、
各地での演奏会などにも出演しています。
プロ太鼓演奏者の直接指導で、初めての
方でも大丈夫！小学生から大人まで、お
気軽に参加ください。

むかしむかし、あるところに、おばあさんがいました。おばあさんは川へ洗濯へ。 
くる日もくる日も洗濯へ…って、誰が決めたの？そんなこと!!「わしだってかぐや姫
になってみたかった！」生きること、老いること、そして幸せな人生とは？これか
らの多様性社会を生きる人達へ問う!? 若返りハッピーコメディ！

「わしは立ち上がるぞ！立ち上がれるうちに!!」

『誰でも参加できる音楽劇』を通じて出会った仲間たちがロビーを
舞台にして繰り広げるショー。
小さい子から大人まで楽しい時間をお過ごしください。

高度なテクニック
と多彩な即興性、
情熱的かつ哀愁漂
う音楽性で注目を
集める高橋誠が今
年も笠原にやって
くる。

　　　4月18日（土） 9：30集合第1回

参加者募集

隊員
募集！
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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



かさはらプレミアム講座大人女子向け 【申込み】４月１日（水）9：00～ 詳細はお問合せください

かさはら HAPPY スクール

図書館笠原分館
☎43-5157

カラダが硬い人のためのヨガ　春・夏 編

「ポーズ」にとらわれず、呼吸を整え
ながら「体の感覚」を大事にして、気
持ちよさを重視したヨガです。

【定　員】16名
【講　師】森あかね
【参加費】7,080円

4月21日、5月12・26日、6月2・16日、
7月7・21日、8月4・18日、
9月1・15・29日

（火曜・全12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」
工作ができる！アイディア盛り
だくさんのお楽しみブースです。

4/4・5/2・6/6
毎月第１土曜日

11：00～12：00
申込不要・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！
4/18・5/16・6月未定

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、
かわいい折り紙工作などを一
緒に楽しみましょう！

4/18・5/16・6/20
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 6月21日（日） 
12：30～17：00

5月10日（日） 9：30 ～ 12：00
6月6日（土） 10：00 ～ 12：00

笠原を盛り上げよう！ モザイクマート ボードゲームフェスタ！まいたーん！ In Kasahara

アニメ・マンガ好き集まれ！
kasamate カサメイト

東京オリンピック関連展示「東京オリンピック1964の時代を見る」
昭和30・40年代の写真募集

～母の日のプレゼント大作戦～
パパと一緒に“ありがとうケーキ”づくり

デコ和菓子 ～ねりきり 紫陽花～

母の日に感謝を込めてパパと一緒にかわいい
ケーキをつくって贈りましょう！ケーキに入
れるフルーツを持ってきてね！作ったあとは、
お楽しみが待っていますよ。

ひとつひとつ丁寧に心をこめ
て…和菓子作りをはじめませ
んか。
まずは「ねりきり」に挑戦し
ましょう。紫陽花を2種類作
ります。

モザイクタイルのような、
色とりどりのお店が集まり
ます。あなたの“お気に入
り”に出会える予感。

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!!

【対象・定員】小学生～大人・24名
8歳以下の方、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】4月1日（水）～笠原中央公民館またはQRコードから

【対　象】中学生・高校生　【参加費】無料

【対象・定員】親子（パパとお子さん1名）・12組
※1組につきお子さんは年少以上1名まで

【講　師】柴田光子　【参加費】1,800円　【申込み】4月1日（水）9：00～
【定　員】12名　【講　師】柴田光子　【参加費】800円 
【申込み】4月1日（水）9：00～

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

4/15・5/20・6/24
11：15～

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

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
問合せ：kasahara.tile＠gmail.com

スッキリ！疲れがとれるヨガ　　春・夏 編

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】6,240 円

4月22日、5月13・27日、6月3・17日、
7月1・15・29日、8月19日、9月2・16日、10月7日

（水曜・全12回）　19：00～21：00

かさはらHAPPYスクール

臨時休館のお知らせ
6月16日（火）～19日（金）
蔵書点検のため臨時休館と
なります。

歌のひろば 楽しく歌おう
大きな声を出して元気に！
そして、仲間との交流も楽しみましょう。

4月24日～2021年3月26日
毎月第２・４金曜
全20回　9：30～11：30

【定　員】25名
【講　師】高橋賢亮
【参加費】8,200円
※半期ごとの支払い可

絵手紙講座
初めてでも大丈夫！
楽しみながら基礎的な描き方を学びます。

4月18日～2021年3月20日
毎月第3土曜
全12回　9：30～11：30

【定　員】24名
【講　師】中島慶子
【参加費】8,100円（材料費込み）

名歌を歌おう
“名歌”を歌い、合唱を通じての学習や交流を。

4月23日～2021年3月25日
毎月第2・4木曜
全20回　10：00～11：30

【定　員】50名
【講　師】加納徳子
【参加費】6,800円
※半期ごとの支払い可

かさはら 陶芸講座
自分の「作りたい」がカタチになる。
初めての方でも大丈夫！

前期　9回　5月14日～ 7月23日
後期　9回　8月20日～10月29日
木曜　9：00～11：00

【定　員】15名 
【講　師】高橋義孝
【参加費】通期 13,000円

半期  7,000円（土代込み）

4月開講 申込み受付中

大 人 の シ ュ ミ カ ツ

東京オリンピック2020関連展示として「東京オ
リンピック1964」年代の多治見の写真を展示し
ます。あなたの思い出の写真も一緒に展示しませ
んか。

【募集内容】昭和30・40年代の写真
（家族・風景など）

【受　付】5月1日（金）～ 窓口にて
写真持ち込み（写真はその場でコピー後返却）

　　　　　7月1日～8月15日　　　　笠原中央公民館ロビー展示期間 場所土・日いずれかの午後　※月1回程度開催
チュウコミを部室にしよう！
を合言葉にアニメ・マンガ
好きがあつまってゆっくり
とした時間を過ごします。
メンバー向けの企画もあり。

vol.2

メンバー
募集
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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



無料進呈『ワン！だふるマップ』愛犬とのお散歩マップ

多治見市出身のピアニスト古田友哉が、年間を通じて楽聖ベートーヴェンをテーマにコンサー
トを開催。コンサートに合わせ、古田氏自らが講師となり様々な切り口から彼の魅力にせまり
ます。受講後はコンサートがきっと何倍も面白く聴こえるはず！ご期待ください。

ベートーヴェン生誕250周年記念
ピアニスト古田友哉が語る！

ベートーヴェンの世界第1回

【定　員】30名　【講座講師】古田友哉　【会　場】7階多目的ホール
【受講料】1,500円（コンサートチケット代含む） 　講座のみ受講の場合600円　【持ち物】筆記用具

【講　師】水野妃佐子
【受講料】3,000円
【会　場】7階多目的ホール ほか
※市民文化祭出演料1,000円が別途かかります
※新規の方は別途教材費2,000円が必要です

4月3日、5月1日・15日・29日、6月5日
(金曜・全5回） 13：30～15：00 （5/29は時間変更の可能性あり）

　　 5月30日（土）
13：30～15：00
　　　　   6月13日（土）
開演 14：00
※詳細は裏表紙をご覧ください

講座

コンサート

※市民文化祭 5/31（日）

歌謡曲からフォークソングまで幅広いジャンルの
曲を歌います。今回はバロー文化ホールで開催す
る市民文化祭出演を目指して練習していきますよ。
さぁ春の空気を吸い込んで、心も軽やかに歌いま
しょう♪

ジーンズでコーラスを！

・日時：4月11日（土）10：00～
・会場：1階 Caféママズプラス

コンサート 講座

まなびパークを起点にしたドッグトレーナー監修
『ワン！だふるマップ』を、先着50名に配布します。
愛犬と新しい発見をしてみませんか？

 受講者インタビュー♪

この講座がすっかりライフ
ワークになっているご様子
のお二人。みなさんも一緒
に歌いませんか？

●講座で楽しいところは？
長：歌うととてもスッキリするよね。

それにこの講座で声の出し方を教えても
らって、声が楽に出せるようになったの。

岡：先生の教え方が上手だから、その気にな
って楽しくなっちゃうよね。流暢な東濃
弁で教えて下さるしね。

長：そうそう（笑）方言もだし、なんだかとて
も親しみを感じる先生よね。　
あと、先生の選曲がうれしくて。
懐かしいポップスが
多いから、青春時代
を思い出しちゃう。

岡：なんだか若返った気
持ちになるよね。

長田さん　岡田さん

をもっとおもしろく をもっとおもしろく

申込
受付中

受講者へのメッセージ　
数々の名作を残した彼の魅力は
何だろうか。この講座は作品の
構造や歴史的背景だけではな
く、人間としてのベートーヴェ
ンの魅力、そしてそんな彼が遺
した作品をピアニストは一体ど
んな事を考えながら演奏をして
いるのか？ピアノの実演とお話
を交えながら進めていきます。

この講座はコンサートシリーズ
「た・じ・ミュージック」に合わせて
今年度４回（5月、8月、10月、2月）
開催します

申込
受付中

【問合せ】NPO法人　Mama's Café　☎56-5234

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5階

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

多治見市
学習館

Bun　Bunねっと　No.9010

※購入された受講券の払い戻しはできません。ご了承ください。



4月22日（水）～5月31日（日）
9：00～16：00　【会場】1階サンルーム

4月14日（火）～5月10日（日）
9：00～21：30  最終日は12：00まで
【会場】1階オープンギャラリー

壇ノ浦に平家を滅亡させた判官源義経は、一カ
月後、平家の捕虜と二種の神器を携えて都へ凱旋する。幼い公
達たちが処刑され、時忠は流刑、宗盛父子、重衡も最期を迎え
る。一方、勝者義経にも無常の風が……

東海三県を中心に活動する新進気鋭のク
リエイターの作品がまなびパークに集
結。作品を通して若きクリエイターたち
の「今」を伝えます。

人々の想いや自然が飾ることな
く優しく歌われている、日本最
古の歌集、万葉集。
講師オリジナルのテキストとテ
ンポの良い語り口で、楽しく読
んでいきます。

【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　

【講　師】安田直幸　【受講料】1,800円
【会　場】5階学習室501

4月15日・22日、5月20日・27日、6月24日
（水曜・全5回）13：30～15：00

4月23日、5月14日、6月25日
（木曜・全3回）10：00～11：30

平家物語を読む平家物語を読む
～公達あはれ 義経あはれ～

万葉集を読む  千秋万葉千秋万葉

この講座は、現代にも通じる平安絵巻の世界、作者の紫式部の
メッセージを読み解きます。
※継続講座です。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。人気古典シリーズの第二弾です。
5月…妖婦 藤原薬子　6月…多情の女 藤原高子　7月…池禅尼
8月…井上内親王　9月…清少納言と中宮定子
10月…紫式部と中宮彰子　11月…藤原詮子　12月…丹後局
1月…常盤御前　2月…日野富子　3月…華岡青洲の妻

Creators Work
一筆入魂！

ボールペンから生み出される繊細で緻密、そして
迫力のある作品をご覧ください。入場無料です。

5月12日（火）15:00～5月17日（日）15:00
【会場】1階オープンギャラリー
※小泉公民館でボールペン
画講座もあります
　（P27参照）

日頃の文化・芸術活
動で創作した作品、
身近なアート等を展
示できます。
作品発表、鑑賞の場
として多くの市民の
方にご利用いただい
ています。

 【問合せ】　多治見市学習館　☎23-7022

オープンギャラリーを
利用してみませんか

～多治見4教室合同発表会～

もうすぐ開幕もうすぐ開幕☆
みんなで東京オリンピック・パラリンピックを応援しよう！みんなで東京オリンピック・パラリンピックを応援しよう！
作成した万国旗は館内に飾ります。作成した万国旗は館内に飾ります。

【受講料】年間7,200円（春期のみ1,800円）
【会　場】7階多目的ホール

【受講料】年間6,600円（春期のみ1,200円）
【会　場】5階学習室501

春期　4月9日、5月7日、6月4日
（木曜・全3回）13：30～15：30
（毎月第1木曜日　4月のみ第2木曜日）

春期　5月15日、6月19日
（金曜・全2回）13：30～15：30
（毎月第3金曜日　5月より開講）

1000年を生きる女源氏物語

時代を生きた女たち パート２

welcome1

オリジナル万国旗を
 作ろう！

熱中ギャ
ラリー ボールペン画の仲間たち

古典文学講師　勝典子の年間講座

申込
受付中

申込
受付中

申込
受付中

申込
受付中

入場無料

申込不要
参加無料

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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【講　師】アツシ　【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

放送大学連携講座

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。初めての方はもちろん、体
の硬い方や運動が苦手な方も安心
してご参加いただけます。肩こり
や腰痛に悩む方にもオススメです。
【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

ヨガクラス（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、ご参加いただけます。
【受講料】6,000円

4月8日・15日・22日、5月13日・20日・27日、
6月3日・10日・17日・24日（水曜・全10回）
　ヨガクラス（初級） 18：30～19：45
　ヨガクラス（中級） 20：00～21：15

ヨガクラス（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クラスです。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

【定　員】各30名コース 【定　員】各55名コース

4月10日・17日・24日、5月15日・22日・29日、
6月12日・19日（金曜・全8回）
　はじめてのヨガ 18：30～19：45
　ステップアップ・ヨガ 20：00～21：15

ステップアップ・ヨガ（上級）

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。

申込
受付中

大切なのは“反応のよい骨盤”
活動しているときは締まり、リラックスしているときには緩む骨盤本来
の動きをスムーズにし、全身のバランスをととのえ、本来持つ自然治癒
力や免疫力を引き出します。
講座の前後で姿勢、顔つきや脚の長さ、ウエスト
やヒップのサイズや位置が変わるほど、即効性
のあるメソッドです。年齢性別関係なく、どな
たでもご参加いただけます。

4月　姿勢改善・頭痛肩こり予防
5月　引き締まる身体・感情の調整
6月　骨盤を整える・腰痛予防

～年齢に合った健康で美しい身体に～

4月16日・23日、5月14日・28日、
6月11日・25日
（木曜・全6回）13:15～14:30
※時間が変更になりました

【講　師】【講　師】ユキ（ビューティー・ペルヴィス®認定講師）ユキ（ビューティー・ペルヴィス®認定講師）
【受講料】【受講料】4,800円　4,800円　【会　場】【会　場】7階多目的ホール7階多目的ホール
【持ち物】【持ち物】運動しやすい服装、ヨガマット、飲み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

ドイツの社会と文化について、毎回トピックを定めて紹介していきます。私たちのライフスタイル
を見直すきっかけにもなることでしょう。現在ヨーロッパは、EUという枠組みの中で、様々な困難
を抱えながらも統合の方向で動いています。こうしたヨーロッパ的視点にも目配りしたいと思いま
す。余りの時間に簡単なミニ・ドイツ語講座も予定しています。

ドイツの社会と文化

4月22日、5月27日、6月24日、7月15日、8月12日、9月16日（水曜） 13：30～15：00

【定　員】30名程度　【講　師】山田善久（放送大学岐阜学習センター客員教授）
【受講料】無料　【会　場】6階視聴覚室

運動量運動量

運動量 運動量

申込
受付中

申込
受付中

金曜 水曜

全回参加できない方へ
回数券あります！
お友達・ご家族との
シェアもOK！
5回分 4,500円

（春夏期 半年間有効）

回数券

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5階

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

多治見市
学習館

Bun　Bunねっと　No.9012



第53回 多治見市文芸祭 上位入賞者の方は次の皆様です　おめでとうございます

一般の部 小中学生の部
文芸祭賞 市長賞 市教育委員会賞 小学生の部 最優秀賞 中学生の部 最優秀賞

【  小　説  】 該当者なし 北村　里絵 新井　悠久 【　詩　】 田中　汰知（養正小6年） 平野　杏奈（平和中1年）

【エッセイ】 北村　里絵 小川はつこ シ モ ー ヌ 【短　歌】 髙橋　妃夏（小泉小6年） 伊藤　奏翔（北稜中1年）

【  　詩　  】 愉　　　々 安達美佳月 西尾　嘉浩 【俳　句】 傳村　倫加（滝呂小4年） 北島　千聖（南ヶ丘中3年）

【  歌　詞  】 白木　　憲 竹内　教子 武中　義人 【川　柳】 揖斐水沙帆（養正小6年） 玉木保乃日（多治見中3年）

【  短　歌  】 前川　泰信 斉藤　浩美 加納かず江 R2.3.31 現在

【  俳　句  】 斉藤　浩美 波多野茂子 長谷部恵三
【  川　柳  】 小林和喜子 白井　　昭 川越洪太郎

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

月曜（祝日を除く）・第３木曜休館

多治見市常盤町 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

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
手な方にも、無理なく始められる
のが特長です。

パパだからできる、成長に合わせた
ふれあい講座。ママにちょっとした
フリータイムを。

子どもの五感をたっぷり刺激する、
アートと遊びシリーズ。
①過程が楽しい！つくるあそぶスライム！
②キラキラ色水アート遊び
③ふわふわ！カラフル！あわあわ遊び

アメリカ発の乳幼児とその親向けのプロ
グラム。楽器あそびや歌で英語のリズム
を楽しみましょう！

ママヨガ

パパといっしょにリズミックベビー

アート×あそび体験
身近な素材で遊んでみよう！

英語でうたおう！リズムで動こう！

Happy Beat

【対象・定員】4/22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】5/10時点で、2カ月～10カ月の赤ちゃんとお父さん・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】1,000円　【持ち物】飲み物、動きやすい服装
【申込み】4月5日(日)10：00～窓口にて　11：00～電話にて

【対象・定員】6/9時点で１歳～未就園児の親子・20組
【講　師】アルテコローレ代表　桐嶋歩
【参加費】2,400円　【持ち物】着替え、フェイスタオル
【申込み】4月28日(火)10：00～窓口にて　11：00～電話にて

【対象・定員】0歳～未就園児の親子・15組
【講　師】みのうらやすよ(Music Together®講師)
【参加費】子ども一人につき1,000円
【持ち物】飲み物、動きやすい服装　【申込み】受付中

4月22日、5月13日・27日、6月10日・24日
(水曜・全5回)14：00～15：00

5月10日、6月21日
(日曜・全2回)10：30～11：20

①6月9日　②6月23日　③7月7日
(火曜・全3回)10：30～11：45

4月10日、4月24日
(金曜・全2回)10：30～11：30

としょかんラボ・春　地下書庫探検
普段は入ることのできない地下書庫を
探検しながら図書館の使い方をお伝え
します。みんなでミッションに挑戦！
4月18日（土）13：00～14：00
【対　象】どなたでも
【参加費】無料　【申込み】不要

蔵書点検のため下記の期間は臨時休館となります。
6月16日（火）～19日（金）
休館中の本の返却は返却ポストへ入れてください。ただし破
損しやすい資料は開館日にカウンターへ返却してください。
【対象館】図書館本館、笠原分館、子ども情報センター

蔵書点検による
臨時休館のお知らせ

わくわく親子講座
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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

4月3日（金）～17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
市立公民館は4月4日（土）～17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５階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．キャンセルは販売期間内（4月3日～17日）に限ります。
５．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）。
６．受講は申込者本人に限ります。
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
び
ブ
リ
ッ
ジ
　

マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

ま
な
ぶ
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　4/3（金）～17（金）　9：00～21：30（月曜休館）
市立公民館	 4/4（土）～17（金）　9：00～17：00

A クラフト
輝きを彫る新アート  シャインカービング 5/15

6/19
7/17

ヤマカまなびパーク
4階 401

受講料

シャインカービングは彫るとステンドグラスのような質感が生
まれる新しいアートです。専用彫刻刀を使って柔らかいシート
を線に沿って彫るだけで美しい作品ができあがります。

1,800円

金曜　全3回 成人
10名

教材費
持ち物 眼鏡（必要な方） 10：00～12：00 1,950円 merry stamps

A1

アド

水のいらない花（プリザーブドフラワー）でアレンジを楽しみましょう
6/13
7/11

根本交流センター
実習室

受講料

夏に向かい、花がダメになりやすいので、長持ちする仏花と、
ハーバリウムを作成します。

※お子さんのご参加は保護者同伴でお願いします

1,200円

土曜　全2回 どなたでも
7名

教材費
持ち物 新聞紙、はさみ、持ち帰り袋 13：00～15：00 5,000円 荒木真奈美

A2

アド

着物でリメイク 5/14
6/11
7/9

ヤマカまなびパーク
5階 504

受講料

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

1,800円

木曜　全3回 成人
10名

教材費
持ち物 裁縫道具、ミシン（あれば）、洗ってアイロンをかけた布 10：00～12：00 0円 林みどり

A3

アド

生花から作る手作りプリザーブドフラワー
5/20

6/3・17
脇之島公民館

研修室2

受講料

バラやアジサイなど、お庭やお店の花をプリザーブドに加工し
ます。できたお花は花器やリースにアレンジして楽しみましょ
う。

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

A4

アド

プリザーブドフラワーで作る「仏花」
7/4 ヤマカまなびパーク

6階 工作室

受講料

年中飾れるプリザーブドの仏花を作りませんか。水替えしなく
てもいつも美しいお花でお仏壇を彩ります。お花の色は選べま
す。

600円

土曜　全1回 成人
10名

教材費
持ち物 はさみ 10：00～12：00 4,200円 桐山良子

A5

アド

木の実いっぱい♪ミルフィーユ
5/20 小泉公民館

多目的実習室

受講料

まつぼっくりなど木の実で作るとっても可愛いミルフィーユアレ
ンジ☆　初めての方でも作りやすいように工夫されているのでお
気軽にご参加ください。大きさは8㎝×8㎝×9㎝になります。

600円

水曜　全1回 成人
4名

教材費
持ち物 持ち帰り袋 10：00～12：00 1,400円 SAKU

A6

アド

トロッケンクランツで作る【ナチュラルミニスワッグ】
5/28 ヤマカまなびパーク

6階 美術室

受講料

木の実が主役のスワッグです。素材ひとつひとつにワイヤリン
グしますので、とっても丈夫で長持ちします。皆さん一緒のペー
スで作って頂きますので初心者さんも大丈夫です！

600円

木曜　全1回 成人
6名

教材費
持ち物 ラジオペンチ、エプロン、持ち帰り袋、眼鏡（必要な方） 13：00～15：00 2,500円 横江美和

A7

アド

大人可愛い手作りカード
5/1 ヤマカまなびパーク

6階 工作室

受講料

可愛いスタンプ、カラフルなインク、素敵なデザインペーパー
を組み合わせて、オリジナルのメッセージカードを作ってみま
せんか？送ったり、飾ったりして楽しみます。

600円

金曜　全1回 女性
6名

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

A8

アド
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VIVA! マナビバ！　春～ Spring ～
・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

B 教養・ビジネス

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
5/9 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
16名

教材費
持ち物 筆記用具 14：30～15：30 0円 水野裕夫

B3

アド

コミュニケーションはじめの一歩♪
5/10
6/14

ヤマカまなびパーク
5階 505

受講料

コミュニケーションは、人と人が関わる時に必要なもの。「話す」
「聴く」「伝える」の３つの力を学び、コミュニケーション力アッ
プを目指します。

1,200円

日曜　全2回 どなたでも
10名

教材費
持ち物 筆記用具、飲み物、手鏡 13：00～15：00 500円 岡本博美

B4

アド

司会者養成講座 5/12・19・26
6/2・9・16・23・30

7/7・14・21

ヤマカまなびパーク
5階 504

受講料

結婚式や式典、イベントなどで司会者は欠かせない存在です。
基礎から学ぶので、初めての方でも安心！ママさんでも始めら
れますよ。

6,600円

火曜　全11回 成人女性
5名

教材費
持ち物 筆記用具 13：00～15：00 500円 大野由紀子

B5

アド

お試しバレエ＜昼の部＞ 5/11・25
6/1・8・22・29

7/6・13

脇之島公民館
ホール

受講料

大人のための入門クラスです。ステキなバレエ音楽で体を動かす習
慣をつけましょう。体の硬い方、スポーツが苦手な方、大歓迎です。
ぜひご参加ください。 ※バレエシューズ希望者　別途 2,400円

4,800円

月曜　全8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

D1

アド

お試しバレエ＜夜の部＞ 5/11・18・25
6/8・15・22・29

7/6・13

脇之島公民館
研修室

受講料

女性のためのクラシックバレエ入門クラスです。ステキなバレエ音楽で体
を動かす習慣をつけましょう。体の硬い方、スポーツが苦手な方、大歓迎
です。ぜひ、ご参加ください。 ※バレエシューズ希望者　別途 2,400円

5,400円

月曜　全9回 中学生以上の女性
10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

D2

アド

大人向き　Lyrical Jazz Dance 5/8・22
6/5・19

7/3

ヤマカまなびパーク
5階 502

受講料

ダンスが初めての方でも簡単な動きで体をほぐしながらリリカ
ルジャズダンスを楽しんでみましょう !!

3,000円

金曜　全5回 成人女性
8名

教材費
持ち物 動きやすい服装、飲み物、ヨガマット、シューズ 15：00～16：30 0円 Saryu

D3

アド

もう一度やってみたい中学の数学 5/19・26
6/2・16・23・30

7/7・21

ヤマカまなびパーク
4階 401

受講料

ちょっとでも興味のある方は、どなたでも来てください。その
人のペースに合わせて進めていきます。頭は使えば使うほど衰
えませんよ。頭を活性化して若返りましょう。

8,000円

火曜　全8回 成人
2名

教材費
持ち物 鉛筆（シャープペンシル可）、消しゴム 13：30～14：45 1,034円 江口津や美

B1

アド

個別授業

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
6/14 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 10：15～11：45 700円 岩田章裕

B2

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　4/3（金）～17（金）　9：00～21：30（月曜休館）
市立公民館	 4/4（土）～17（金）　9：00～17：00

E 趣味

H 健康

やってみようはじめてのフラ 5/1・15・29
6/12・19
7/10・17

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。
ウクレレ生演奏での本格フラで歌を楽しみながら筋力アップ。
夏に向けて体力作りです♡

4,200円

金曜　全7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 0円 NAO

D4

アド

ザ・マジック 5/9・23
6/13・27
7/4・18

養正公民館
和室

受講料

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。

※初めての方、手品用具別途 3,000円

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 0円 長谷部勇夫

E1

アド

本格的透明水彩画を描こう 5/18
6/1・15・29

7/6

笠原中央公民館
会議室 1-2

受講料

本格的透明水彩絵具を使って、学生時代に描いていた描き方と
は少し異なる色の混ぜ方や筆使いを体験してみませんか。

3,000円

月曜　全5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

自由で我流ほど楽しくなる木版画
6/20・27

7/4・11・18
南姫公民館

研修室

受講料

絵が上手に描けないほど、版画にすると面白い作品になります。
安心して挑戦してみてください。自分だけの楽しい作品ができ
ます。下絵は一応準備しています。勇気を出して！

3,000円

土曜　全5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

太極拳で、心と体をリフレッシュしましょう
5/2・9 勤労者センター

大研修室

受講料

太極拳で深い呼吸やゆっくりした動きを行うことで、心や体を
元気にして、筋力やバランス力をアップすることを目指します。

1,200円

土曜　全2回 成人
20名

教材費
持ち物 動きやすい服装、飲み物 10：00～11：30 0円 荒木真奈美

H1

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） 5/15・29
6/5・19
7/3・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？

※素足で行います。お子さん連れOKです

3,600円

金曜　全6回 女性
16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 10：00～11：30 0円 金山美沙

H2

アド

体調改善！ ヘルスアップ体操 5/8・15・22・29
6/5・12・19・26

7/3・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

6,600円

金曜　全11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

H3

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－ 5/13・27
6/10・24
7/8・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

3,600円

水曜　全6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

H4

アド
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VIVA! マナビバ！　春～ Spring ～
・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）

細字・写経の書道 5/6・13・20・27
6/3・10・17・24
7/1・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。

7,200円

水曜　全12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

J1

アド

茶の湯（表千家） 5/1・15・22
6/5・19
7/3・17

ヤマカまなびパーク
6階 和室 織部

受講料

茶の湯を経験してみませんか？心静かな時間を皆さんで経験し
ていただき、美しい所作を学んでいただけたら嬉しいです。
初心者の方から丁寧に指導いたします。

4,200円

金曜　全7回 成人
6名

教材費
持ち物 白のソックス 10：00～12：00 2,450円 山本宗甫

J2

アド

シニア向けスロートレーニング～要介護にならないために～ 5/8・15・22・29
6/5・19
7/3・17

ヤマカまなびパーク
6階 美術室

受講料

頭の体操（脳トレ）や軽い運動、ストレッチで無理なく身体を動
かしましょう。脳トレではもれなく “ 笑顔 ” がついてきます。
笑顔は何よりの良薬、健康寿命をのばしましょう！

4,800円

金曜　全8回 60歳以上の方
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 10：30～12：00 0円 Chiharu

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－ 5/13・27
6/10・24
7/8・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

3,600円

水曜　全6回 成人
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、バランスボール（あれば） 13：30～15：00 0円 近藤加奈

H5

アド

アロマで作る手作りセルフケアグッズ 5/26
6/16
7/14

ヤマカまなびパーク
5階 504

受講料

毎日忙しく働くあなたの身体をいたわりませんか？
アロマの香りが自分と向き合う時間を作ります。

1,800円

火曜　全3回 成人女性
6名

教材費
持ち物 筆記用具 10：00～12：00 3,000円 ゆきか

H6

アド

40代からのエアロビクス～体調改善・肥満予防～ 5/13・20・27
6/3・10・17・24

7/1・8・15

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。

6,000円

水曜　全10回 40～60代の方
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

心と身体にやさしい呼吸法
5/13・20 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、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
を紹介していきます。

1,200円

水曜　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

H8

アド

初めての気功体験『心とからだのストレッチ』
5/13・20・27 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。

3,000円

水曜　全3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） 10：00～11：30 0円 藤田久良

H9

アド

個別授業

J 和道

Bun　Bunねっと　No.9018



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

Ａ 

ク
ラ
フ
ト

※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　4/3（金）～17（金）　9：00～21：30（月曜休館）
市立公民館	 4/4（土）～17（金）　9：00～17：00

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 受講されるみなさまへ

着物を着ましょう 5/2・30
6/6・20
7/11・18

ヤマカまなびパーク
6階 和室

受講料

着物には、あわせ、単衣（ひとえ）、ゆかたと種類がありますが、
今回の講座はすべてクリアできます。昔ながらの着付けで、あな
たのやる気を一歩踏み出してみませんか？ご一緒に学びましょう。

3,600円

土曜　全6回 成人女性
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 5/13・27
6/3・17
7/1・15

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

J4

アド

個別授業

初心者も経験者も～筆文字を書くはじめの一歩　夜講座 5/12・26
6/2・16
7/7・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

J5

アド

個別授業

尺八で唱歌・古典を吹こう 5/13・20・27
6/3・10・17・24

7/1・8・15

ヤマカまなびパーク
6階 工作室

受講料

難しいと言われる尺八。首振り３年などと言われますが、要領
を得ると難しくありません。日本の伝統的楽器尺八は竹ででき
ていてとてもシンプルな楽器です。

6,000円

水曜　全10回 どなたでも
5名

教材費
持ち物 筆記用具 15：00～17：00 0円 大重西園

J6

アド

K 子ども
ダンボール工作・的あて空気砲を作ろう

5/10 ヤマカまなびパーク
6階 工作室

受講料

ダンボール箱の空気砲。
紙コップを飛ばす的あてゲームを作ります。

600円

日曜　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 10：00～12：00 500円 村田祐一郎

K1

アド

はじめてさんのピアノ♪
5/16・23・30 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。

3,000円

土曜　全3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

K2

アド

個別授業

お子さまの初めてのピアノ
5/9・16・30 ヤマカまなびパーク

7階 音楽室

受講料

初めてピアノを弾くお子さまの導入をします。楽しくドレミか
ら覚えましょう（リズム、歌など総合してレッスンします）。

3,000円

土曜　全3回 年長～中学生
2名

教材費
持ち物 筆記用具 10：00～11：00 800円 市原俊子

K3

アド

個別授業
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VIVA! マナビバ！　春～ Spring ～
・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

子どもたちの学びと育ちをサポートする「エンジョイキッズフラ」 5/8・22
6/5・19

7/3

ヤマカまなびパーク
6階 和室

受講料

全身を使って表現するフラは、身体、心のバランスを整えます。
教育現場での経験豊かな講師が指導します。一緒に楽しみま
しょう！

3,000円

金曜　全5回 幼児～小学生
10名

教材費
持ち物 動きやすい服装、飲み物 16：00～17：00 0円 毛利恭枝

K5

アド

ジュニアいけばな　草月流 5/9
6/13
7/4

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。高学年から高校生は、希望があれば免状取
得も目指せます。 ※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 10：30～12：00 3,000円 浦野忍花

K6

アド

いけばなを体験しよう　草月流
7/18 ヤマカまなびパーク

6階 美術室

受講料

いけばなを体験し、お家に花を飾ろう（器に生けてそのままお
家に飾れます）。

※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）、持ち帰り袋、雑巾 10：30～12：00 1,000円 浦野忍花

K7

アド

はじめてみよう　中国語
5/13・20・27
6/3・10・17

ヤマカまなびパーク
5階 504

受講料

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

3,600円

水曜　全6回 どなたでも
10名

教材費
持ち物 筆記用具 19：30～21：00 300円 黄　友潔

L1

アド

楽しく上達「ピアノレッスン」 5/27
6/10・24

7/8

ヤマカまなびパーク
7階 音楽室

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、上達できる道筋を丁寧にアドバイス致します。ご
一緒に練習していきましょう。 ※テキスト希望者別途 1,200円

4,000円

水曜　全4回 どなたでも
2名

教材費
持ち物 使用したいテキスト（あれば） 13：30～14：30 0円 国枝直子

M1

アド

個別授業

鳴らせてみよう「セラリーナ」 5/14・28
6/11・25
7/9・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オカリナです。従来のものに比べ
吹きやすく指使いも楽で、短時間で優しい音色を奏でるようになり
ます。仲間と合奏を楽しみましょう。 ※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 卓上本立て又は譜面台、筆記用具 10：00～12：00 200円 竹下孝昭

M2

アド

初めてのピアノ 5/13・20
6/3・10

7/1・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。春です！
一歩踏み出して、好きな曲の演奏を楽しんでみませんか？

※テキスト希望者別途 1,100円

4,200円

水曜　全7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

M3

アド

ダイナミック　イングリッシュ 5/10・17
6/7・14・21・28

7/5・12・19

ヤマカまなびパーク
5階 501

受講料

体を動かせば脳も活発に動き出す！体を動かしながら英語を楽
しく覚えます。体と脳を同時に活性化しましょう！

5,400円

日曜　全9回 年長～小学4年生
30名

教材費
持ち物 タオル、飲み物 10：00～11：00 300円 チャーリー

K4

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　4/3（金）～17（金）　9：00～21：30（月曜休館）
市立公民館	 4/4（土）～17（金）　9：00～17：00

はじめてみましょうピアノ♪ 5/12
6/9・30
7/14

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いただけます。それぞれのレベル
に合わせた個人レッスンを行います。 ※テキスト希望者別途 880円

2,400円

火曜　全4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

M4

アド

基礎から学ぶ　クラシックギター（中習者可） 5/3・24・31
6/7・14・21
7/5・12・19

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

9,000円

日曜　全9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

M5

アド

個別授業

はじめてみましょう♪ハワイアンウクレレ 5/30
6/6

7/4・18

市之倉公民館
研修室

受講料

楽譜が読めない！歌に自信がない！でも、音楽、ハワイが大好
きな人。ウクレレを始めてみませんか？ぜひご参加くださいね。

※ウクレレの無料貸出あり

2,400円

土曜　全4回 小学生以上
5名

教材費
持ち物 ウクレレ（あれば） 15：00～16：30 100円 NAO

M6

アド

P パソコン
ワードで遊ぶ・お絵かき

5/14・21・28
6/4・11・18

勤労者センター
会議室B

受講料

文字入力ソフト、ワードを使って、お絵かきの基本動作の確認
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）。

3,600円

木曜　全6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、筆記用具 10：00～12：00 1,200円 兼松夕起雄

P1

アド

シニア向ワード2019他・中級　旅フォトアルバムWin10 5/13・20
6/3・10・17

7/1・8

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

4,200円

水曜　全7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

P2

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 5/7・14・21
6/4・11・18

7/2・9

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

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

Windows10新機能習得　オフィスも非オフィスも習得
5/13・20

6/3・10・17
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しましょう。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。
マイクロソフトオフィス以外の表計算ソフト・ワープロソフトでも歓迎です。

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 13：00～15：00 1,550円 小林正治

P4

アド

Windows10とWindows7の違いが知りたい
5/12・19・26 ヤマカまなびパーク

6階 視聴覚室

受講料

Windows10での、アカウント情報・インターネット・セキュ
リティ・互換性オフィスの使用方法を学びます。

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

P5

アド
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VIVA! マナビバ！　春～ Spring ～
・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）

ご自分と静かに向き合う時間～陰ヨガ～春も心地よくリラックス☆ 5/8・15・22・29
6/5・12・19・26

7/3・10

ヤマカまなびパーク
6階 和室

受講料

春から夏に向けて、より健やかに過ごしていくために 薬膳等
の養生法（おはなし）と陰ヨガです。静かにゆっくりと心身をゆ
るめて、夜はぐっすり☆笑顔がいっぱいの毎日を！

6,000円

金曜　全10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 19：00～21：00 0円 下山真穂

R5

アド

リラックスしながら 内側からマイナス10歳目指しましょう！～1時スタート～ 5/7・14・28
6/4・11・25

7/2・9

ヤマカまなびパーク
6階 和室

受講料

静かにゆっくりと心身をゆるめていく陰ヨガで、色々なバラン
スを整え巡りを良くし、内側からマイナス10歳目指していき
ましょう。自然治癒力を引き出し春も笑顔あふれる毎日を！

4,800円

木曜　全8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 13：15～14：45 0円 下山真穂

R6

アド

リラックスしながら 内側からマイナス10歳目指しましょう！～3時スタート～ 5/7・14・28
6/4・11・25

7/2・9

ヤマカまなびパーク
6階 和室

受講料

心地よくリラックスしながら、心身をゆっくりとゆるめていき
ましょう。肩こり・腰痛・睡眠等の気になる不調をヨガのポー
ズと呼吸で整えていきましょう。内側からマイナス10歳！

4,800円

木曜　全8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 15：15～16：45 0円 下山真穂

R7

アド

リラックスアロマヨガ“深い呼吸でゆるヨガ”を楽しむ 5/8・22・29
6/12・26

7/10

ヤマカまなびパーク
4階 403

受講料

癒し効果抜群のアロマヨガ、心と身体のバランスを整え、日々
のストレス解消と日常から抜け出す癒しを目的としています。
深い呼吸で、集中力が増しリラックス効果が期待できます。

3,600円

金曜　全6回 成人
8名

教材費
持ち物 ヨガマット（あれば）、タオル、動きやすい服装、飲み物 10：30～11：30 600円 半澤登志子

R8

アド

らくらくヨーガ（ひねったり、伸ばしたり、体の調子を整えましょう） 5/17
6/21
7/19

養正公民館
和室

受講料

コアな筋肉を整えながら、深い深呼吸で自律神経を整えます。
自分のペースでボチボチ、しっかり、楽しく行いましょう。自
分でできるようになります。空気がおいしく感じられますよ。

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

カラダとココロをつなぐヨガ 5/11・25
6/8・22
7/6・20

南姫公民館
和室

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

月曜　全6回 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 10：00～11：00 0円 AYAKO

R3

アド

誰でもできる！簡単イスヨガ 5/11
6/8
7/6

市之倉公民館
大ホール

受講料

椅子に座って、安全にヨガを楽しむことができます。運動不足
解消や、凝り固まった筋肉や関節をほぐします。デスクワーク
の合間や、お家での隙間時間で実践できる優れたヨガです。

1,800円

月曜　全3回 どなたでも
20名

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

R4

アド

R リラクゼーション
ストレッチヨーガ（声を出しながら楽しく心身を動かしましょう） 5/12・19・26

6/2・9・16・23・30
7/7・14・21

根本交流センター
会議室1

受講料

笑顔で楽しくが一番。無理なく自分のペースに心身が自然とつ
いていきます。ポカポカして血流が流れてストレス解消！
柔軟な自分で心身を整えましょう。

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
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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　4/3（金）～17（金）　9：00～21：30（月曜休館）
市立公民館	 4/4（土）～17（金）　9：00～17：00

W 親子

音楽で育つ！３歳からのリトミック 5/23
6/20
7/4

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～3歳年少児未満の親子
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

ベビーヨガリズミック 5/12・26
6/9・23

7/7

ヤマカまなびパーク
6階 和室

受講料

お母さんと一緒に身体を動かすことを楽しみながら心と体のバ
ランスを整えていきます。快適な音は心を落ち着かせ、子ども
の感性や情緒を育てます。

3,000円

火曜　全5回 2カ月～あんよ前位の親子
12組

教材費
持ち物 動きやすい服装、バスタオル、飲み物 10：30～11：30 0円 長谷川尚美

W6

アド

子連れヨガ～子育てのための身体と心の調整～ 5/14・28
6/4・18

7/2

根本交流センター
和室

受講料

お子さん連れでワイワイしながら、ママのための身体づくりを
します。お子さんがポーズをまねをするようになることも！
浅くなりがちなママの呼吸も見直して心身をほぐしましょう。

3,000円

木曜　全5回 未就園児親子
5組

教材費
持ち物 ヨガマットまたはバスタオル、飲み物、動きやすい服装（ジーンズ不可）、お子さん用の飲み物・おもちゃ 10：00～12：00 0円 髙田絢子

W7

アド

季節のアロマヨガ～梅雨・初夏に向けて力をつける～ 5/29
6/26
7/10

養正公民館
和室

受講料

季節に応じて選んだエッセンシャルオイルの香りの中で無理な
く身体を動かして、ゆったりと呼吸を深めます。梅雨の湿気や
初夏の気温の変化に向けて力をつけていきましょう。

1,800円

金曜　全3回 成人
8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、飲み物 10：00～12：00 0円 髙田絢子

R9

アド

子ども向け英会話＆クッキング 5/10
6/7
7/12

養正公民館
料理室

受講料

簡単なお料理、お菓子作りをしながら楽しく英語を学んでみませんか？ピザ
など簡単な料理を作る過程を英語で行います。親子で気軽にご参加ください。

※食物アレルギーのあるお子さんは申込時にご相談ください

1,800円

日曜　全3回 2～5歳児の親子
5組

教材費
持ち物 エプロン 10：30～12：00 300円 Banana

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～
5/14・28

6/11
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

0歳から♪ベビーリトミック～音とともだち♪リトミック～
5/14・28

6/11
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

W3

アド

親子de楽しいヨーガ 5/17
6/14
7/19

市之倉公民館
大ホール

受講料

楽しい！気持ちを大切にした親子ヨガ☆ふれあい遊びやゲームを
中心に、親子でたくさん体を動かして！たくさん笑って、考えて、
今しかできない！コミュニケーションで愛情を育みましょう。

1,800円

日曜　全3回 年中～小3の親子
10組

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

W4

アド

※ W1～W6 については、受講料はお子さん１名につき 1 組分の価格となります
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養正公民館 　　 ☎
25-3622
申込

15：00～17：00　会議室
【受講料】無料
【対象・定員】どなたでも・10名
【持ち物】筆記用具

体験日  5月7日（木）

詩吟、吟詠ともいいます。漢詩や和
歌、近体詩などに伝統的な節をつけ
詠うものです。
腹の底から大きな声を出してみませ
んか。

活動日 第1・2・3木曜　15：00～17：00

精華吟詠会
和道５

12：00～16：00　多目的実習室
【受講料】300円
【教材費】200円
【対象・定員】どなたでも・8名
【持ち物】50㎝方眼定規、筆記用具

紙切はさみ

体験日  5月13日（水）

プロが教える洋裁塾。
相馬式の原型はあなたのサイズに合
う原型を作ります。
着やすいので、とても楽しい人生を
送れます。

活動日 隔週水曜　12：00～16：00

相馬塾
クラフト６

10：00～12：00　和室
【受講料】300円
【対象・定員】成人・3名
【持ち物】飲み物、敷物（バスタオル）

動きやすい服装

体験日  5月14日（木）

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。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 毎週木曜　10：00～12：00

健康７

13：00～16：00　研修室
【受講料】無料
【対象・定員】どなたでも・10名

体験日  6月14日（日）

BEGINが考案した
一五一会を使って
弾き語りが体験で
きます。
ギターと異なり簡
単に弾ける楽器で
す。

活動日 第2・4日曜　10：00～12：00

いちゃりば会
音楽８

申込 ☎ 25-1533精華交流センター

問 ☎090-9186-6518（牧村） 問 ☎090-3524-0937（相馬） 問 ☎090-2575-3711（藤田） 問 ☎090-6465-0712（堀部）

体験日以外での見学ご希望やその他の問合せ先問

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電話でお申込みください

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か？
たくさんのお申込みお待ちしております。

ま
な
ぶ
り
く
ん

4月4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

10：30～12：00　研修室
【受講料】300円
【対象・定員】どなたでも・6名
【持ち物】飲み物、動きやすい服装

タオル、パウスカート（あ
れば）

体験日  5月12日（火）

新学期がスタートしました。
春の陽気に誘われ心ウキウキ、みん
なで楽しくリフレッシュ！
Enjoy Smile HULA life !

活動日 月2回火曜　10：30～12：00

ポーフェフェ
ダンス２

13：00～14：30　和室
【受講料】無料
【対象・定員】どなたでも・10名
【持ち物】バスタオル（ヨガマット）

タオル

体験日  5月14日（木）

腹式呼吸を基本に体を動かし、酸素
を充分に取り込
み健康を取り戻
しましょう。

活動日 第1・2・3・4木曜　13：00～14：30

健康ヨガ
健康３

13：00～14：30　研修室
【受講料】無料
【対象・定員】成人・15名
【持ち物】ヨガマット

スポーツタオル（長めのタ
オル）

体験日  6月2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
をとる自力整体を体験しましょう。

活動日 第1・2・3火曜　13：00～14：30

自力整体 市之倉
健康４

申込 ☎ 22-3776市之倉公民館

19：00～21：00　和室
【受講料】300円
【対象・定員】どなたでも・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、
動きやすく体温調整しやすい服装

体験日  5月13日（水）

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。初心者さんか
ら経験者の方、男
性も大歓迎です。
夜はぐっすり☆

活動日 毎週水曜　19：00～21：00

陰ヨガ同好会
健康１

問 maho2swim@gmail.com（下山） 問 ☎090-7604-8602（若子） 問 ☎0572-54-3814（武田） 問 ☎090-9911-6056（神ノ川）

気功同好会
心とからだのストレッチ
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体験テラスで体験会を開こう！！
ヤマカまなびパーク・市立公民館で定期利用団体の
登録をしていれば開催できます。

夏講座の開催申請締切は 4/16㈭ です

①体験会開催日の会場を予約してください。
②定期利用団体登録をしている施設で申請書を受取り、

内容を記入し提出してください。

申請
方法

10：00～12：00　会議室2

16：00～17：00　会議室1-1

【受講料】無料
【対象・定員】成人・8名

【受講料】300円
【対象・定員】小学校低学年までの

親子・5組
【持ち物】タオル、飲み物

動きやすい服装
パウスカート（あれば）

体験日  5月9日（土）

体験日  5月25日（月）

鉛筆やボールペンで描く絵の勉強会
です。最初は市販の「大人の塗り絵」
からスタートします。

親子で楽しく笑顔の時間を作りま
しょう。のびのびと体を動かしリズ
ムに合わせてステップをふみます。

問 ☎090-4114-8013（伊藤）

問 ☎090-7604-8602（若子）

活動日 第2・4土曜　10：00～12：00

活動日 月2回月曜　16：00～17：00

笠原ボールペン画同好会

親子でenjoyフラダンス

趣味

ダンス

10

14

13：00～14：00　会議室1
【受講料】無料
【対象・定員】小学生・5名
【持ち物】飲み物

体験日  5月16日（土）

小 学1年 生～
6年生のキッ
ズフラダンス
初心者クラス
です。可愛い
スカートをは
いて、みんな
と踊ってみませんか？

活動日 第1・3土曜　13：00～14：00

リィリィ（マヌ・ラニ）
ダンス12

10：30～12：00　会議室2
【受講料】無料
【対象・定員】成人・5名
【持ち物】ギター、ピック

体験日  6月21日（日）

現在６名の会員で、
月２回レッスンを受
けています。初心者
経験者を問いません。

活動日 第1・3日曜　10：30～12：00

ギターチーム「アルペジオ」
音楽16

申込

申込

☎ 43-5155

☎ 43-5155

笠原中央公民館

笠原中央公民館

10：30～12：00　会議室

17：00～18：00　会議室1-2

【受講料】無料
【対象・定員】どなたでも・15名
【持ち物】ヨガマットまたはバスタオル

飲み物、動きやすい服装

【受講料】無料
【対象・定員】どなたでも・10名
【持ち物】運動靴、飲み物

動きやすい服装

体験日  5月18日（月）

体験日  7月7日（火）

バランスボールは関節に負担の少な
い有酸素運動です。肩こり腰痛尿漏
れの改善などたくさんの効果があり
ます。
楽しくリフレッシュしましょう !!

フラメンコは喜怒哀楽を表現できる
素敵な踊りです。
ぜひお越しください。
一緒に楽しく踊りましょう。

活動日 月2回月曜　10：30～12：00

活動日 毎週火曜　18：00～21：00

楽しくバランスボール

フラメンコスタジオAnimo

健康

ダンス

13

17

10：00～11：30　会議室3
【受講料】無料
【対象・定員】成人・10名

体験日  5月12日（火）

少人数の気楽な雰
囲気の中「英語を
勉強する」「教わ
る」のではなく、
一緒に慣れ親しみ
ましょう、そんな会です！

活動日
初心者向け
第1・2・4火曜 10：00～11：30
経験者向け
第1・3木曜 10：00～11：30

英語でおしゃべり会
語学11

13：00～14：00　会議室1
【受講料】無料
【対象・定員】どなたでも・15名
【持ち物】運動靴、飲み物、タオル

ヨガマットまたはバスタ
オル

体験日  6月9日（火）

その日の体調にあわせストレッチ、
有酸素運動、筋トレ、足裏ほぐしな
どマイペースで楽しく疲れづらい体
作りをしましょう！

活動日 第2・4火曜　13：00～14：00

いすらく体操
健康15

問 ☎080-1567-7515（志村）

問 ☎090-1788-3681（上杉）

問 ☎090-4409-1651（河添）

問 ☎090-9662-8955（吉澤）問 ☎090-7033-5650（近藤）

問 ☎090-5610-2143（稲葉）

体験日以外での見学ご希望やその他の問合せ先問

11：00～12：20　和室
【受講料】無料
【対象・定員】成人・10名
【持ち物】ヨガマットまたはバスタオル

飲み物、動きやすい服装

体験日  5月3日（日）

瞑想、呼吸法、アーサナ（ヨガのポー
ズ）を通じて自分の身体で起きてい
ることを観察します。
初めての方も気軽にどうぞ！

活動日 月1回日曜　11：00～12：20

おうちヨガ
健康９

問 ☎090-8679-8494（坂野）

笠原中央公民館 　　 ☎
43-5155
申込
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楽しい活動を通じて英語に親しみます。幼児期から英語にふれ「英語って
楽しい！好き！」になれます。45分間のリトミック終了後は絵本の読み
聞かせと親子が交流できるフリータイムもあります。

小学生対象の体験学習講座です。異年齢グループの活動や地域交流で子ど
もの社会性や郷土愛を育みます。（全 5 回）※時間は予定
①　6　月　7　日（日）	 10：00～12：00　あそびながら体をきたえよう！
②　8　月22日（土）	 19：00～20：30　星空観望会＆プラネタリウム
③10月中旬（土）	 13：00～15：15　めざせ！吹奏楽の星
④12月　6　日（日）	 10：00～12：00　ダンボールアートに挑戦！
⑤　2　月　7　日（日）	 　9：30～12：00　みんなで手づくりランチ

日時日時● 5 月 18 日、6 月 1 日・15 日、7 月 6 日
（月曜・全 4 回）
10：30 ～ 12：00

対象・定員対象・定員● 0 ～ 3 歳までの未就園児と保護者・20 組
講師講師●リトミック：高須しおり・堀江千穂

読み聞かせ：ぽかぽかこっこの皆さん
参加費参加費● 1,200 円
申込み申込み●受付中

対象・定員対象・定員●小学生・20 名
参加費参加費● 2,200 円
申込み申込み● 4 月 2 日（木）

10：00 ～ 窓口にて　11：00 ～ 電話にて

ひよこのひろば「えいごでリトミック」 養正子ども大学チャレンジ隊（通年）
親育ち 4・3・6・3 たじみプラン協賛事業 養正 子どもの大学

童謡や愛唱歌を歌うことで、健康増進
を目指します。あなたも一緒に歌いま
せんか？

年間を通して枕草子を読み解きます。継続講座ですが、
毎回新しい段を学ぶため、今回からの参加も大歓迎です。

卓球の基本を学びながら体を動かします。個人
のレベルに合わせて指導します。初めての方で
も大丈夫ですので、お気軽にご参加ください。

日時日時● 4 月 13 日・27 日
5 月 11 日・25 日
6 月 8 日・22 日

（月曜・全 6 回）
10：00 ～ 11：30

定員定員● 100 名程度
講師講師●齊藤順子
参加費参加費● 2,000 円
申込み申込み●受付中

日時日時● 4 月 24 日、5 月 8 日・22 日、6 月 26 日、7 月 10 日
8 月 14 日・28 日、9 月 11 日、10 月 9 日・23 日
11 月 27 日、12 月 11 日、1 月 22 日、2 月 12 日・26 日

（金曜・全 15 回）
13：30 ～ 15：00

定員定員● 30 名程度
講師講師●柴田節子
参加費参加費● 4,500 円（書籍「枕草子」を購入希望の場合は

別途書籍代 2,700 円）
持ち物持ち物●筆記用具、枕草子の書籍（原文）
申込み申込み●受付中

※前期（　4　～ 9 月 /2,400 円）
　後期（10 ～ 2 月 /2,100 円）
　での申込みも可能

日時日時● 6 月 20 日、7 月 18 日、8 月 29 日
9 月 19 日（土曜・全 4 回）
10：00 ～ 12：00

対象・定員対象・定員●小学生以上・20 名
講師講師●奥政利
参加費参加費●小・中学生 400 円

高校生以上 800 円
持ち物持ち物●運動ができる服装、室内用シューズ、

飲み物、タオル、ラケット（ある方）
申込み申込み●受付中

10 歳若返る！
声を出す健康法「春」

温故知新！大人の知的好奇心探索シリーズ
古典の世界へ～「枕草子④」

卓球の日・前期
養正 大人の大学

認知症予防や産後うつ防止に話題のオメガ３オイ
ルを、効率よくおいしく取り入れる料理講座です。

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。

Tiny	Beats さんの演奏で懐かしい歌をみんなで
歌うサロン事業。
みんなで声を出して元気になりましょう！日時日時● 5 月 20 日（水）　10：00 ～ 12：00

定員定員● 16 名
講師講師●猿爪三代子
参加費参加費● 900 円（材料費含む）
持ち物持ち物●エプロン、ふきん、三角巾、持ち帰り容器

お手拭きタオル
申込み申込み● 4 月 15 日（水）

9：00 ～ 窓口にて　10：00 ～ 電話にて

日時日時● 5 月 30 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
申込み申込み● 4 月 25 日（土）

9：00 ～窓口にて　10：00 ～電話にて

日時日時● 6 月 27 日（土）
14：00 ～ 15：30

定員定員● 60 名程度
講師講師● Tiny Beats
参加費参加費●無料
申込み申込み●不要

オメガ３オイルで脳も元気に！ 庭木の手入れ　初夏 うたごえサロン

睡眠不足は万病のもと。自分を見つめ直す睡眠講座。スーパー
ボールを使用した足裏快眠法でねむれるカラダを目指します。

主に小学生親子の触れ合い講座。親子で足裏や手をマッサージして癒します。
ペアであれば、ご夫婦、お孫さんやお友達でもOKです。

日時日時● 7 月 4 日（土）　13：30 ～ 15：00
定員定員● 20 名程度
講師講師●川添由起子
参加費参加費● 500 円（スーパーボール付き）
持ち物持ち物●筆記用具、足を出せる動きやすい服

装で
申込み申込み● 6 月 6 日（土）

　9　：00 ～ 窓口にて
10：00 ～ 電話にて

日時日時●① 7 月 11 日（土）足裏リフレ　② 7 月 18 日（土）ハンドセラピー
各 10：30 ～ 11：30

定員定員●各 10 組
講師講師●①川添由起子　②渡辺里美
参加費参加費●各 800 円（ペアで）お茶付き
持ち物持ち物●①ウェットティッシュ、ハンドクリーム

②タオル、ハンドクリーム
申込み申込み● 6 月 6 日（土）

9：00 ～ 窓口にて　10：00 ～ 電話にて

ねむれるカラダのつくり方 親と子のセラピー講座

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

旭ケ丘公民館 ♥旭ケ丘 8-29-99 ♥☎ 27-6826 ♥ http：//www.tajimi-bunka.or.jp/asahi/
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中高年を対象としたバレエストレッチで、ロコモ予防をしましょう。 初めてでも大丈夫です。余暇をペン画で楽しみましょう。
日時日時● 4 月 6 日・20 日、5 月 18 日、6 月 1 日・15 日、7 月 6 日

（月曜・全 6 回）
10：00 ～ 11：30

定員定員● 20 名
講師講師●渡辺朋子
参加費参加費● 1,800 円
持ち物持ち物●動きやすい服装、飲み物

ヨガマット（あれば）
申込み申込み●受付中

日時日時● 4 月 22 日、5 月 27 日、6 月 24 日、7 月 22 日
（第 4 水曜・全 4 回）
13：30 ～ 15：30

定員定員● 16 名
講師講師●伊藤邦晤
参加費参加費● 1,200 円（材料費別途）
持ち物持ち物●飲み物、赤のボールペン

筆記用具
申込み申込み●受付中

ロコモ予防の為のボディケア体操 ペン画に挑戦しよう
オアシスカレッジ

音楽療法でみんな楽しく歌いましょう！ 唱歌やなつかしい歌を歌い脳をリフレッシュし
ましょう！ 子どもだけでクッキングに挑戦しましょう。日時日時● 4 月～ 3 月までの第 1 木曜・全 11 回

（8 月はお休み）
10：00 ～ 11：30

定員定員● 20 名
講師講師●羽山園美
参加費参加費● 3,000 円
持ち物持ち物●飲み物
申込み申込み●受付中

日時日時● 4月27日、5月11日・25日、6月8 日・22日
7 月 13 日、8 月 3 日・31 日、9 月 14 日

（月曜・全 9 回）
13：15 ～ 14：45

定員定員● 50 名
講師講師●国枝直子
参加費参加費● 2,500 円

（歌集代別途）
持ち物持ち物●飲み物
申込み申込み●受付中

日時日時● 5 月 10 日（日）
9：30 ～ 12：30

対象・定員対象・定員●小学生・20 名
講師講師●食生活改善推進員協議会小泉支部
参加費参加費● 500 円
持ち物持ち物●エプロン、三角巾

ふきん 2 枚
申込み申込み●受付中

みんなでラララ♪ 楽しく歌おう！虹色合唱団　前期 子どもクッキング
～花巻寿司でピクニック～

オアシスカレッジ 親育ち 4・3・6・3 たじみプラン協賛事業

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‼

水曜日は「わくわく万葉集」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。日時日時● 4 月 6 日・20 日、5 月 18 日、6 月 1 日・15 日

7 月 6 日・20 日、8 月 3 日・17 日、9 月 7 日
（月曜・全 10 回）
13：15 ～ 14：45

講師講師●水野妃佐子
参加費参加費● 3,000 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●① 4 月 8 日・22 日、5 月 13 日・27 日、6 月 10 日・24 日
　（水曜・全 6 回）　13：15 ～ 14：45
② 4 月 10 日・24 日、5 月 15 日・29 日、6 月 12 日・26 日
　（金曜・全 6 回）　10：00 ～ 11：30

定員定員● 30 名
講師講師●安田直幸
参加費参加費● 2,700 円（資料代込）
持ち物持ち物●筆記用具
申込み申込み●受付中

みんなイキイキ♪うた広場　～前期
①わくわく万葉集　② 120 人の万葉歌

万葉講座

ふるさとの味、初夏の味、懐かしい味…地元の食材を使ってこの
季節しか味わうことのできない「朴葉寿司とかしわ餅」を作ります。

赤ちゃんのために今できる事は何かな？お産や子育ての応援講座‼
プレママと新米ママのお助け講座を開講します。
①ねぞうアート体験
②チャーリーと英語で遊ぼう（託児あり）
③やさしい食事の話＆簡単エアロビ（託児あり）

日時日時● 6 月 2 日（火）
10：00 ～

定員定員● 16 名
講師講師●南姫公民館ふるさと料理実行委員会
参加費参加費● 1,300 円（材料費込）
持ち物持ち物●エプロン、三角巾、ふきん

持ち帰り容器
申込み申込み● 4 月 4 日（土）

　9　：00 ～ 窓口にて
10：00 ～ 電話にて

日時日時●① 5 月 16 日（土）　② 6 月 20 日（土）　③ 7 月 17 日（金）　各 10：00 ～ 12：00
会場会場●①南姫児童センター　②③南姫公民館
対象・定員対象・定員●妊婦さん又は 2 歳位までの親子・各 16 組
講師講師●②リン・チャールズ　③岡田真依
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●②③運動のできる服装、上靴
申込み申込み●受付中

朴葉寿司・かしわ餅 ひめのちびっ子ママサロン
伝承料理講座 親育ち 4・3・6・3 たじみプラン協賛事業

メニュー
花巻寿司
リンゴのデザート
季節のサラダ

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

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

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.90 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。



いつまでも元気でいるために脳のトレーニングと仲間づくりをしましょ
う。簡単なプリント学習とレクリエーションで楽しい時間を過ごします。

室内で様々な器具を使って子どもも大人もみんなで軽スポーツを楽しみま
しょう！綿菓子やポップコーン、景品もありますよ‼日時日時● 5 月～ 3 月までの第 2 水曜・全 10 回（10 月はお休み）

9：30 ～ 11：00
対象・定員対象・定員● 60 代以上の方・15 名
講師講師●脳トレサポーター
参加費参加費● 2,000 円（お茶代・レクリエーション材料費）
持ち物持ち物●なし
申込み申込み● 4 月 1 日（水）　10：00 ～ 窓口にて

日時日時● 5 月 17 日（日）
10：00 ～ 11：30

対象・定員対象・定員●親子・30 組（小学生は子どものみでも参加可）
参加費参加費● 100 円
持ち物持ち物●室内用シューズ、飲み物
申込み申込み● 4 月 2 日（木）

9：00 ～ 窓口・電話にて

介護予防　脳トレ教室＆ほっとサロン
親子で挑戦！軽スポーツを楽しもう！

親育ち 4・3・6・3 たじみプラン協賛事業

自分の足で歩き、イキイキと元気に暮らすため
には筋肉が必要です。床に座ったり寝転がった
りの姿勢で行う体操です。

ピアノに合わせて懐かしい歌を楽しく歌いまし
ょう。お腹から声を出して心も体もリフレッシ
ュ♪

健康で美しい体づくりをめざしましょう！音楽
に合わせて楽しく体を動かします。ストレッチ
や筋トレも行います。

日時日時● 4 月～ 3 月までの第 3 月曜・第 1 水曜
（4 月は 20 日のみ、1 月は 6 日のみ）
13：30 ～ 15：00

対象・定員対象・定員●成人・30 名
講師講師●多治見市健康づくり推進員脇之島支部
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●飲み物

ヨガマット
動きやすい服装

申込み申込み● 4 月 1 日（水）
10：00 ～ 窓口にて

日時日時● 5 月 12 日・26 日、6 月 9 日・23 日
7 月 14 日・28 日（第 2 第 4 火曜・全 6 回）
10：00 ～ 11：30

対象・定員対象・定員●成人・80 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● 2,000 円

※年間コースは全 18 回
　5,500 円

申込み申込み●受付中　窓口・電話にて

日時日時● 4 月 8 日・15 日・22 日
5 月 13 日・20 日・27 日
6 月 3 日・10 日・17 日・24 日
7 月 1 日・8 日・15 日・22 日
8 月 5 日・19 日・26 日
9 月 2 日・9 日・16 日・23 日・30 日

（水曜・全 22 回）
10：00 ～ 12：00

対象・定員対象・定員●成人・若干名
講師講師●岡田真依
参加費参加費● 7,700 円
持ち物持ち物●上靴、ヨガマット（バスタオル可）、飲み物
申込み申込み●受付中　窓口・電話にて

筋力アップ体操　床バージョン 愛唱歌を歌おう　春 スマイルシェイプアップ 前期

母の日に贈りましょう。4種の味の手作りクッキーをかわいらしく
ラッピングしてね。ランチ付きです。

さあさあいらっしゃい！青空の下、炭火で五平餅を焼きましょう。
たれもけんちん汁も作ります。

日時日時● 5 月 9 日（土）
10：00 ～ 13：00

対象・定員対象・定員●小学生・18 名
講師講師●松原布貴子
参加費参加費● 1,000 円
持ち物持ち物●エプロン、三角巾、ふきん、手拭き
申込み申込み●受付中

日時日時● 5 月 30 日（土）
10：00 ～ 13：00

対象・定員対象・定員●男性・15 名
講師講師●松原布貴子
参加費参加費● 1,000 円
持ち物持ち物●エプロン、三角巾、ふきん、手拭き
申込み申込み●受付中

パティシエめざして !
クッキーにいっぱいの愛を! Happy Mother*s Day

男塾　青空食堂開店！五平餅

干しシイタケで洋風イカめし。ボリュー
ムも味も満点！他メニューも盛りだくさ
んでお腹いっぱい‼

椅子に座って楽々に体を動かしましょう。元気
いっぱいの先生の声に思わず体が動きます。

3年目に入る江端先生の歌唱力アップ講座。楽しみなが
らあなたの歌唱力に磨きをかけましょう。

日時日時● 6 月 6 日（土）
10：00 ～ 13：00

定員定員● 15 名
講師講師●日比野朱美
参加費参加費● 1,300 円
持ち物持ち物●エプロン

三角巾
ふきん
手拭き

申込み申込み●受付中

日時日時● 5 月 14 日・28 日、6 月 11 日・25 日
（木曜・全 4 回）
10：00 ～ 11：30

定員定員● 30 名
講師講師●上杉恵美
参加費参加費● 1,200 円
持ち物持ち物●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●前期　4 月 17 日、5 月 15 日、6 月 5 日・19 日
7 月 3 日・17 日　8 月 21 日、9 月 18 日

後期　10 月 16 日、11 月 20 日、12 月 4 日・18 日
1 月 15 日、2 月 19 日、3 月 5 日・19 日

（金曜・全 16 回）
13：30 ～ 15：00

定員定員● 40 名
講師講師●江端智哉
参加費参加費●半期毎 4 ～ 9 月、10 ～ 3 月

　各 3,500 円
全期 6,500 円

持ち物持ち物●筆記用具、飲み物
申込み申込み●受付中

「イカめし」は、イカが
ですか？

笑み（恵美）満開！
椅子に座ってらくらく体操

エバちゃんの歌唱力 UP 講座

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/

Bun　Bun ねっと　No.9028

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



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

子育て奮闘中のママがリラックスできるヨガ体験。ランチはお弁当持参で
も注文してもよいですよ。みんなで楽しくランチタイムを楽しみましょう。

日時日時● 4 月 16 日・30 日、5 月 14 日・28 日
6 月 11 日・25 日、7 月 2 日・9 日・16 日

（木曜・全 9 回）
13：30 ～ 15：00

定員定員● 25 名
講師講師●神ノ川惟香子（自力整体ナビゲーター）
参加費参加費● 4,500 円
持ち物持ち物●飲み物、タオル、ヨガマット（貸出あり）
申込み申込み●受付中

日時日時● 4 月 17 日（金）
10：00 ～ 13：00

対象・定員対象・定員●未就園児（6 カ月～ 3 歳児）と
保護者・25 組

講師講師●中村郁子
参加費参加費●500円+ランチ代700円（希望者のみ）
持ち物持ち物●ヨガマット（貸出あり）

ランチ用敷物、お子さんに必要なもの
申込み申込み●受付中

自力整体でセルフケア・春 スッキリヨガ＆なかよしランチタイム
まなびの扉 ママテラス

ヨチヨチ歩きのお子さんから小学生までが一緒に遊べるプレジャールー
ム。いろんなあそびが勢ぞろい！みんなで仲良くあそびましょう。

月1回のねもと茶論。気軽におしゃべりできる茶話会です。
紙芝居「ねもとの昔ばなし」もお楽しみに♪

日時日時● 5 月 16 日（土）
10：15 ～ 11：30

対象対象●どなたでも
（未就学児は保護者同伴で）

参加費参加費●無料
持ち物持ち物●飲み物
申込み申込み●不要

日時日時● 4 月 22 日（水）　10：00 ～ 11：30
ナビゲーターナビゲーター●ねもとフォーラム実行委員会

若尾幸雄
参加費参加費● 100 円
申込み申込み●受付中

プレジャールームへ行こう！ ねもと茶論（サロン）
三ツ星ファミリー事業 ねもとフォーラム

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！ いつまでも若々しく健康で過ごしましょう。
①インボディ測定で体を知ろう！
②測定結果を見直そう！
③足の状態チェックとスタスタ体操で健康に！

日時日時● 4 月 6 日・20 日、5 月 18 日、6 月 1 日・15 日（月曜・全 5 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● 2,500 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● 6 月 21 日（日）
9：00 ～ 11：30

定員定員● 50 名程度
講師講師●鷲見夏子・多治見市保健センター
参加費参加費●無料
申込み申込み●受付中

自力整体で「自然治癒力」UP!! 精華☆健康フェスタ

リズムに合わせて親子で体を動かそう！ リトミックや知育遊び、ベビー英語など楽しい時間をすごしましょう！
日時日時● 5 月 27 日、6 月 24 日、7 月 15 日、9 月 23 日、10 月 28 日

（水曜・全 5 回）
10：00 ～ 10：45

対象・定員対象・定員● H29.4.2~H31.4.1 生まれの親子
15 組

講師講師●堀尾尚美
参加費参加費● 2,500 円
申込み申込み● 4 月 2 日（木）

　9　：00 ～ 窓口にて
10：00 ～ 電話にて

日時日時● 5 月 15 日、6 月 19 日、7 月 17 日、9 月 18 日、10 月 16 日
（金曜・全 5 回）
10：00 ～ 10：45

対象・定員対象・定員● H29.4.2 ～ H31.4.1 生まれの親子
15 組

講師講師●スマイルキッズ・リトミック
参加費参加費● 2,500 円
申込み申込み● 4 月 2 日（木）

　9　：00~ 窓口にて
10：00~ 電話にて

キッズビクスで体を動かそう！ おかあさんといっしょに遊ぼう！
精華すくすくスクール

● 4 月 1 日より「公民館」と「児童館」の機能を併せ持った精華交流センターとなりました。● 4 月 1 日より「公民館」と「児童館」の機能を併せ持った精華交流センターとなりました。

精華交流センター ♥上野町 4-23-1 ♥☎ 25-1533 ♥ http：//www.tajimi-bunka.or.jp/seika/

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。

Bun　Bun ねっと　No.90 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/

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・要申込　電話にて参加費無料・要申込　電話にて
※すべてに共通です

日時日時●① 4 月 26 日（日）　② 5 月 10 日（日）　③ 6 月 7 日（日）
各 9：30 ～ 11：30　受付 9：00 ～

対象・定員対象・定員●一般・子ども（小 4 以下は子どもの人数と同数の保護者の付き添い
が必要）　①のみ定員 80 名になり次第受付終了

持ち物持ち物●着替え、帽子、タオル、飲み物、あれば入れ物、濡れてもよい靴で（サンダル・
クロックス不可）

申込み申込み● 4 月 1 日（水）　10：00 ～ 電話にて

日時日時●① 4 月 12 日（日）　② 5 月 23 日（土）　③ 6 月 20 日（土）
各 9：30 ～ 11：30　受付 9：00 ～

対象対象●一般・子ども（小 4 以下は保護者同伴）
持ち物持ち物●筆記用具、運動靴　③ビニール袋

日時日時●① 4 月 10 日（金）　② 5 月 8 日（金）　③ 6 月 12 日（金）
各 18：30 ～ 20：00　受付 18：00 ～

定員定員● 20 名
講師講師●①富田増男　②山本真行　③吉田信夫
持ち物持ち物●筆記用具

日時日時● 5 月 9 日（土）
9：30 ～ 11：30
受付 9：00 ～

対象対象●一般・子ども
（小 4 以下は保護者同伴）

持ち物持ち物●あれば双眼鏡

子どもガサガサ探険隊 -①～③

昆虫観察シリーズ -①～③

かんさつ館講座 -①～③

お楽しみ探鳥会 -①

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。

どなたでも気軽に参加できるプチ勉強会。毎月
様々なテーマに沿って、賑やかに学びます。
5/21：決算報告書のラクラク作成術
6/18：災害とくらし

昨年発生した台風15号、19号の際、被害への
対応で注目されたブルーシート張り。その達人
から「屋根の応急処置の大切さ」をお聞きします。

家族や友達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感でき
るボランティアスタート講座です。

日時日時● 5 月 21 日、6 月 18 日（毎月第 3 木曜）
13：00 ～ 13：55

会場会場● 5 階学習室 505
定員定員● 15 名
講師講師●ぎふ NPO センタースタッフ
参加費参加費●無料　申込み申込み●受付中

日時日時● 5 月 24 日（日）　13：30 ～ 15：30
会場会場● 5 階学習室 501
定員定員● 30 名
講師講師●赤池博美（災害ボランテ

ィア愛・知・人代表理事）
参加費参加費● 500 円
申込み申込み●受付中

日時日時● 5 月 31 日（日）　13：30 ～ 15：30
会場会場● 6 階美術室
定員定員● 12 名
講師講師●高橋雄蔵（ボードゲーム
フェスタまいたーん！代表）
参加費参加費●無料
申込み申込み●受付中

ちょこっとまなぶ
NPO カフェ

災害ボランティアが実践する
ブルーシートの張り方

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ーん！編②

ウクレレとフラの同好会によるロビーコンサー
トを開催します。ゆったりした気分で音楽・ダ
ンスを楽しみましょう！

音楽に合わせた体操で身体をポカポカにして、
タオルストレッチなどをゆったりと行います。

米ぬかを使って生ゴミを肥料にする方法を学び
ます。家庭でのゴミを減らし、花や野菜を育て
るのに有効活用してみませんか。

日時日時● 4 月 21 日（火）　11：00 ～ 12：00
定員定員● 30 名程度
出演出演●ケンシュウ竹橋とウクレレ同好会

フラ・サルビア
観覧観覧●無料
申込み申込み●４月１日（水）

9：00 ～

日時日時● 4 月 16 日・23 日（木曜・全 2 回）
13：30 ～ 14：30

定員定員● 20 名
講師講師●岡田真依
参加費参加費● 600 円
持ち物持ち物●長めのスポーツタオル

飲み物、ヨガマット
運動靴

申込み申込み●受付中

日時日時● 5 月 26 日（火）　13：30 ～ 15：30
定員定員● 15 名
講師講師●小境和久

（ダンボールコンポストアドバイザー）
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●筆記用具、飲み物
申込み申込み●受付中

ウクレレとフラを楽しむ
春のロビーコンサート♪

笑顔いっぱい！ウキウキ ストレッチ 生ゴミ堆肥化入門講座

①笠原川（笠原町）　今年もやります！アマゴの放流
②姫川　貴重なドジョウを探そう
③大原川　魚豊富な大原川ヘ行こう

①昆虫観察シリーズ -1 春の女神ギフチョウ観察会
②土岐川自然観察会 -1 昆虫
③昆虫観察シリーズ -2 トンボのヤゴの観察と標本作り

①鳥　冬のツバメ
②さかな　多治見市内のビオトープ
③気象

①土岐川

①笠原町でアマゴを捕まえます
②田園地帯でガサガサをします
③魚の産卵時期到来。大原川で魚の卵を探します

①早春に見られるギフチョウのお話しと観察会　②春の土岐川河川敷で昆虫を探します
③土岐川へヤゴの抜け殻を拾いに行って標本を作ります

①岐阜県初記録の冬のツバメの子育てを映像などで紹介します
②多治見のビオトープの昔と今について話します
③地球温暖化と多治見の気候変化について話します

土岐川河川敷に飛来する夏鳥を探します

Bun　Bun ねっと　No.9030

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。



高齢者の肺炎の70％以上が誤嚥に関係しているといわれます。
安全に食事を楽しむために、どのようなことに気を付けたらよ
いかをお話します。

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を、
自分好みのタオルで作りましょう。

日　　時  6 月 3 日（水）　13：30 ～ 14：30
定　　員  20 名程度
講　　師  岐阜県立多治見病院

リハビリテーション科
松原亜希子（言語聴覚士）

会　　場  南姫公民館
申　込　み  受付中　☎ 29-4880

日　　時  4 月 12 日（日）　13：00 ～ 16：00
※時間中いつでも参加可能ですが
　制作に 30 分ほど要します

会　　場  ヤマカまなびパーク 6 階美術室
持　ち　物  30㎝× 80㎝程度のフェイスタオル
申　込　み  不要
協　　力  阿木ボランティアグループケア帽子の会ひまわり
問　合　せ  多治見市図書館　☎ 22-1047

誤嚥性肺炎について 多治見市図書館　ケア帽子手作り会

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　加納利明さん・宮島	隆さん　初級編　加納利明さん・佐藤正子さん・渡辺あき子さん
中級編　佐々木典子さん・岡崎光枝さん・加藤佳子さん・加納利明さん・奥山みのりさん
上級編　加納利明さん・宮島	隆さん

令和2年3月末日をもちまして歩きゃ～カードおよびピンバッジの配布を終了します。
配布終了に伴いスタンプ台も撤去いたします。長らくのご利用ありがとうございました。

地元の歴史や文化を感じながら歩こう！
雨天の場合は座学になります。
①ひめちゃんロード
②③ミステリートリップ

多治見植物の会のメンバーの案内によるウォ
ーキング講座。楽しく健康づくり、地元の良
さの再発見を目的としています。

砂防ダムからおりべの森～どんぐりの森へと
新緑の山並みを楽しみながら5km歩きます。

日　　時  ① 4 月 14 日（火）　9：30 ～ 2 時間程度
9：30 南姫公民館集合

② 5 月 12 日（火）　9：30 ～
③ 6 月 9 日（火）　9：30 ～

定　　員  各 15 名
講　　師  片田充
参　加　費  1 回 100 円
持　ち　物  動きやすい服装と靴、

飲み物、タオル
申　込　み  受付中

南姫公民館
☎ 29-4880
窓口または電話にて

日　　時  5 月 8 日（金）、6 月 12 日（金）
9：30 ～ 11：30

定　　員  各 20 名程度
講　　師  深谷滋浩
参　加　費  1 回 100 円
持　ち　物  飲み物、帽子、タオル
申　込　み  開催日前日の 15：00 までに窓口または

電話にて　旭ケ丘公民館　☎ 27-6826
※コースはお問合せ

ください

日　　時  5 月 16 日（土）（雨天中止）
9：30 ～ 12：00
9：30　市之倉公民館集合

対象・定員  小学 4 年生以上（親子可）・50 名
講　　師  多治見市健康づくり推進員
参　加　費  無料
持　ち　物  タオル、飲み物、ストック（お持ちの方）
申　込　み  受付中　市之倉公民館　☎ 22-3776
共　　催  多治見市保健センター

ひめちゃんウォーキング みんなで外に出掛けよう！ おりべの森からどんぐりの森を歩く
市之倉旭ケ丘南姫

美市見治多 濃焼ミュージアム
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

西浦焼は明治時代に、国内だけでなく世界でも高
く評価された多治見を代表するやきものです。本
展では、そんな西浦焼の多彩な日常の器を、加納
コレクションを通して展覧します。

4月24日（金）～7月5日（日）

現在の多治見市根本町で、19世紀以降の
100年余りの間でのみ生産されていた優
品「根本焼」と、根本焼の開窯を後押し
した当時の代官「坂﨑源兵衛」をご紹介
します。

5月 22日（金）～8月30日（日）
染付鳳凰桐文蓋付碗

多治見市美濃焼ミュージアム蔵釉下彩芥子図花瓶　加納コレクション

西浦焼
－多彩な日常の器たち・加納コレクション－

企画展 代官坂﨑源兵衛と
根本焼企画展

市民のための健康講座 がん患者のためのケア帽子づくり

春です ウォーキングをたのしもう

参加
無料

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。



かぐや姫など懐かしいフォークソングを中心にした演奏会です。 地元で活躍中のおやじバンド「ありんす」の懐かしいフォークソン
グで青春に逆戻り！あなたも思わず口ずさんで涙してしまいます♪

フォーエバーズフォークコンサート

変奏曲と 24 調のパレット

標題音楽の産声

フーガ～苦悩から歓喜へ～

音楽から芸術へ

おやじバンド吾
あ り ん す

林寿　七夕コンサート
日　　時  5 月 31 日（日）

13：30 開場
14：00 開演

定　　員  120 名
出　　演  フォーエバーズ
入　場　料  前売 800 円、当日 900 円

小中学生 500 円、未就学児無料
チケット  4 月 4 日（土）9：00 ～

小泉公民館、ヤマカまなびパーク、バロー文化ホールにて発売

日　　時  6 月 13 日（土）
13：30 開場
14：00 開演

出　　演  波馬朝加（ヴァイオリン）
会　　場  ヤマカまなびパーク
チケット  4 月 1 日（水）～ 発売

日　　時  12 月 13 日（日）
13：30 開場
14：00 開演

出　　演  金澤みなつ（ピアノ）
会　　場  旭ケ丘公民館
チケット  6 月 13 日（土）～ 発売

日　　時  7 月 5 日（日）　13：00 開場　13：30 開演
定　　員  100 名　 出　　演  おやじバンド吾林寿（ありんす）
入　場　料  100 円（飲み物付）　 チケット  発売中

小泉公民館　☎29-1377 南姫公民館　☎29-4880

ニーノ・カルーソ（1928～2017）の偉業を代表作
と資料を通じて紹介する、日本で初め
ての本格的な回顧展です。

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）　ただし、4月27日は開館、5月7日は休館

開催中　4月12日（日）まで

記憶と空間の造形 イタリア現代陶芸の巨匠
ニーノ・カルーソ特別展

観　覧　料  一　般 900 円
大学生 700 円
高校生以下無料

フィンランドを代表する芸術家ルート・ブリュッ
クの日本初の回顧展。約200点の陶磁器やテキ
スタイルを紹介。

4月25日（土）～7月5日（日）

ルート・ブリュック
蝶の軌跡特別展

観　覧　料  一般 900 円、大学生 700 円
高校生以下無料

展覧会をみて感じたことを、色んな素
材でかたちに残すワークショップで
す。どなたも気軽にご参加ください。
日程については、当館ホームページ等
をご確認ください。

M
も む か

oMCA の小さな
図工室

ワーク
ショップ

時　　間  13：30 ～ 15：30
参　加　費  無料
申　込　み  不要

日　　時  9 月 20 日（日）
13：30 開場
14：00 開演

出　　演  荒井　結（チェロ）
会　　場  養正公民館
チケット  6 月 13 日（土）～ 発売

日　　時  2 月 28 日（日）
13：30 開場
14：00 開演

出　　演  波馬朝加（ヴァイオリン）
荒井　結（チェロ）

会　　場  バロー文化ホール
チケット  6 月 13 日（土）～ 発売

ベートーヴェン生誕 250 周年記念　た・じ・ミュージック
数々の国際コンクールで受賞歴のある多治見市出身のピアニスト古田友哉がプロデュースするコンサート。
毎回、古田友哉と新進気鋭の演奏家とのアンサンブルでお届けします。
今年は楽聖ベートーヴェンにフォーカスしたプログラムでお送りします。

定　　員  各回 120 名　 入　場　料  各回 1,000 円　未就学児入場不可
チケット  バロー文化ホール、ヤマカまなびパーク、養正公民館、旭ケ丘公民館にて発売
問　合　せ  バロー文化ホール　☎ 23-2600
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、多治見市学習館、養正公民館、旭ケ丘公民館　

コンサート関連講座
「ベートーヴェンの世界」

各季開催します
詳細はP10をご覧ください

公民館コンサート

アーキスカルプチャー（セジェスタ）
1988～91年

ライオンに化けたロバ1957年　タピオ・ヴィルカラ	ルート・ブリュック財団蔵
Tapio	Wirkkala	Rut	Bryk	Foundation's	Collection	/	EMMA	-	Espoo	Museum	of	
Modern	Art	©KUVASTO,	Helsinki	&	JASPAR,	Tokyo,	2018	C2531
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