●掲載情報以外にもイベント・講座がございます。詳しくは各館ホームページにてご確認ください。
●新型コロナウイルスの感染状況によっては、掲載イベントが中止もしくは変更となる場合があります。
詳しくは各館にお問合せください。

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。
発行：多治見市学習館（ヤマカまなびパーク）
住所：多治見市豊岡町１丁目 55 番地

多治見市文化情報誌

企画／編集：公益財団法人 多治見市文化振興事業団
電話：
（0572）23-7022

BunBunねっと
ぶん

バロー文化ホール

多治見市十九田町2 ― 8

☎23 ― 2600

91号

夏

ぶん

11 6
月

水の中にはどんな生き物がいるのかな？
水中で暮らす生き物を作りましょう。

【全席自由】 一般 1,000円（Club会員
高校生以下 500円

［一般発売］ 9 月 5 日 (土)

実力十分の二ツ目落語家が毎回二人登場！
〈出演〉春風亭一蔵・春風亭一花

会場：大ホール
開演 19:00

野村萬斎の解説つきなので
どなたも楽しく観られます。

10月15日㊍

【全席指定】 一般 4,500円（Club会員 4,000円）
高校生以下 1,000円

Lコード

41759

Lコード

7月24日㊎㊗

11/18 ㈬ 17:00 ～ 18:00 会場：大ホール 無料（11/1 申込受付）

① 10:00 上映
② 13:30 上映
【全席自由】

前売り 800円
当日 1,000円
© 2018 UNIVERSAL STUDIOS AND STORYTELLER
DISTRIBUTION CO., LLC. All Rights Reserved.

Ⓒ日活

開演 19:00

気軽に参加できる
ロビーコンサート

ふらっとコンサート

世界三大コンクールのファイナリストが魅せ
る極上のハーモニー。

各回限定100席

19:00 開演

7月17日㊎

©Clara Evens

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

8月21日㊎ 9月26日㊏

19音市

9月12日㊏

9月27日
（日）10：30～12：00

時代を生きた女たち

100人のプレミアムな セカイ

多治見市笠原町2081-1

☎43 ― 5155

他にもイベント多数。詳しくはホームページをご覧ください→

木村勇介ソロライブ

和太鼓 “ 音撃 ”

9月6日（日）
開場

13：00

開演

14：00

ふたりの世界 2

vol.48

高橋誠 ジプシー＆ジャズコンサート

vol.49

～情熱の心音 RE：BIRTH～ vol.47

～声楽家にもいろいろあるんです～

9月27日（日）

好評
発売中

開場

笠原町を拠点に活動するかさはら和太鼓クラブ
ISAMIの講師でもある木村勇介氏のソロライブ。
迫力の和太鼓を体感してください！
【出

演】木村勇介
（和太鼓×マリンバ GONNA）
小林 生
（ドラム） 長谷川将志
（ギター）
【チケット】全席自由 一般 1,000円
小学生以下
500円
※未就学児の入場可

13：00

開演

14：00

（5/24 振替公演）

10月4日（日）

好評
発売中

気取らない二人が贈る、気取らないコンサート
をあなたに。思わず口ずさんでしまう名曲の
数々をお届けします。
【出

演】水野妃佐子（メゾソプラノ）
江端智哉（テノール）
市原実小代（ピアノ）
【チケット】全席自由 1,000円

開場

13：00

好評
開演 14：00 発売中

情熱のヴァイオリンをカラダで感じる感動のス
テージ！
【出

演】高橋 誠（ヴァイオリン）
荒川岳大（ギター）
Tito Monte
（ピアノ＆アコーディオン）

全身スッキリ！骨盤調整

※未就学児の入場不可

三の倉市民の里 地球村 ☎24 ― 3212

⃝洞谷式おいしい時短レシピ
⃝“マーダーミステリー”を楽しもう！

期間限定

多治見市三の倉町猪場37
火曜休館

他にもイベント多数。詳しくはホームページをご覧ください→

秋の星見世

地球村星倶楽部はこんな活動もしています

接近！火星のふしぎ ペルセウス座流星群

天文研究家の先生によるお話や、
望遠鏡による観望を楽しめます。
9月26日（土）※雨天・曇天決行
18：45開場 19：00開演
【講 師】浅田英夫（天文研究家）
【協 力】地球村星倶楽部
地球村星倶楽部
【参加費】無料
【申込み】不要

夏休み

観測会

8月12日（水）※雨天・曇天中止
21：00～

【会

場】地球村キャンプ場

※テニスコート前駐車場から
徒歩5分

【参加費】無料 【申込み】不要
【持ち物】ピクニックシートや寝袋など

さつま芋＆里芋

昆虫採集と標本作り教室 里山秋の収穫祭
虫取り、
トンボ
の標本作りに
挑戦します！

秋の味覚、さつ
ま芋と里芋の収
穫体験です。
10月3日（土）

7月19日（日）
10：00～15：00
【対象・定員】小学生・15名
（2年生以下は保護者同伴）
【講 師】多治見昆虫会
【参加費】600円
【持ち物】弁当、水筒、虫取り網、
虫かご
【申込み】7月4日（土）9：00～
電話または窓口にて

※雨天決行

①10：00～
③11：00～

②10：30～
④15：30～

【定 員】各回12組
【協 力】（有）池田南営農
【参加費】さつま芋 5株 600円
里芋 2株 600円
【持ち物】お芋を入れる袋など
【申込み】9月5日（土）9：00～
電話または窓口にて

⃝大人の美容バレエエクササイズ
⃝子どもヨノナカ研究所 お金編

募集部門

一般の部

（日本画・洋画・工芸・彫塑・写真・書道・デザイン）

詳細は募集要項をご確認ください。募集要項はヤマカまなびパーク・
バロー文化ホール・各市立公民館にて７月中旬から設置します。

会期 11月13日
（金）
～15日
（日）
会場 セラミックパークMINO

申込受付：10月１日
（木）
～25日
（日）
出品申込は事前受付のみとなります。

ヤマカまなびパーク２階・３階

市民活動交流支援センター

☎22-1047

ヤマカまなびパーク６階

たじみべんかるた大会

おなじみの多治見弁がかるたになった！たじみべんマスターを目指そう！
8月1日
（土） 13：00～15：00
【参加費】無料 【申込み】7月4日
（土）
10:00～窓口、電話にて

はじめての多読

誰でも気軽に始められる「英語多読」について学んでみませんか？
9月12日
（土） 13:00～15：00
【講 師】西澤 一
（ひとし）
【受講料】300円 【定 員】40名
【申込み】7月7日
（火）
10：00～窓口、電話、メールにて

BBQ材料 予約できます！
1人前1,900円 4人前から受付
1週間前までに要電話申込
【場 所】地球村キャンプ場 ※本館から離れた場所となります
【席 数】テラスエリア4卓、テントエリア4卓（各6人掛け・8人まで）
【参加費】1卓1日1,500円
【持ち物】材料、食器、炭などはご持参ください
【申込み】7月4日（土）9：00～ 電話または窓口にて

稲刈り&餅つき体験

コメコメくらぶ

もち米の稲刈り、自分で刈
ったもち米を使ったお餅つ
きを体験します。

9月5日、2021年1月9日
（土曜・全2回）
10：00～12：00
【参加費】1,000円
【申込み】受付中
電話または窓口にて

フリークライミング体験会
7月4日・18日、8月1日・15日、
9月5日・19日 （土曜）
各日

災害時に役立つお話を、実際に復興支援に携わり
活躍してこられた自衛官よりお聴きします。
7月9日
（木） 13：30～15：00
【講 師】防衛省自衛隊岐阜地方協力本部
恵那地域事務所 所長
【参加費】無料 【申込み】受付中

手に取ってもらえる！チラシデザイン講座

インパクトのあるチラシの作り方や、アイデアを生かす
方法が学べます。
9月1日
（火）
・29日
（火） 各日14：00～16：00
【講 師】㈱SMC-POWER代表取締役社長 肥田和明
【参加費】各回500円
【申込み】受付中

インスタグラムはじめました

子ども情報センター
●常盤町1番地

朝日小学生新聞の社員が教える

勤労者センター

●☎25-0341

●幸町1-54

文章・ノートまとめ術

なごみ

和書でうちわ作り

クイ

ズー

〈ダンボール工作〉まと当て空気砲を作って遊ぼう！
ダンボールやカラーペンなどを使って自分だけのまと当
て空気砲を作って紙コップを飛ばして遊ぼう！
8月5日
（水） 15：00～17：00
【対象・定員】3歳～小学生・20名 ※未就学児は保護者同伴
【講 師】村田祐一郎 【参加費】650円
【申込み】7月1日
（水）
9：00～窓口にて、
10：00～電話にて

多治見市
美濃焼ミュージアム

土岐川観察館
●平和町 6 丁目 84-3 ●☎ 21-2151

土岐川で釣り

10：00～12：00
13：00～15：00

【講 師】多治見峰遊会
【参加費】無料
【申込み】不要

サタデースターナイト

7月11日・25日、9月12日・19日（土曜）
※雨天、曇天中止

7月 20：00～21：30
9月 19：00～20：30
【講 師】地球村星倶楽部
【参加費】無料 【申込み】不要

①高 田 川 外来種を探そう
②土岐川（瑞浪市） 上流にはどんな魚が
いるのか
③笠原川合流点 土岐川の魚が集まる
場所に入ろう
④土岐川本流編 多治見の中心でガサ
ガサ探険をしよう

●☎29-2283

字に自信がない方も大丈夫！クセ字を味のあるオリジナルの
字体に変えて、心和むうちわを作ってみませんか！
7月16日
（木） 10：00～12：00
【定 員】8名 【講 師】渡邉佐貴美 【参加費】800円
【申込み】7月1日
（水）
9：00～窓口にて、10：00～電話にて

みんなが大好きな動物にちなんだクイズを２種類用意。
全問正解でオリジナルクラフトキットをプレゼント！
7月21日
（火）
～プレゼントがなくなり次第終了
開館時間中いつでも ※月曜休館
【対 象】幼児～中学生 【参加費】無料 【申込み】不要

子どもガサガサ探険隊

☎22-0320

教えて自衛官！被災地支援のリアルな現場

●多治見市東町1-9-27

①川の達人 親子釣り教室
親子で参加、釣りの楽しさを勉強します。
②釣るぞ 第16回多治見市
「子ども釣り大会」
子どもだけの釣り大会
①7月4日
（土） ②7月19日
（日） 各9：30～11：30 受付は9：00～
【対象・定員】①親子・5組 ②親子・子ども
（小学4年生以下は保護者同伴）
・15名
【参加費】無料 【申込み】電話にて

8月11日（火）、12日（水）
10：00～15：00

ヨガクラス（中級）

（水曜・全5回） 20：00～21：15
Ａコース：7月22日、8月5・26日、9月9・23日
Ｂコース：7月29日、8月19日、9月2・16・30日
【受講料】各4,000円 【定員】各30名

東海地方でも屈指の歴史がある本展。
皆様のご応募お待ちしております。

特設ＢＢＱ場

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

（水曜・全5回） 18：30～19：45
Ａコース：7月22日、8月5・26日、9月9・23日
Ｂコース：7月29日、8月19日、9月2・16・30日
【受講料】各4,000円 【定員】各30名

作品募集のお知らせ

多治見市美術展

としょかんラボ・夏

【定員】30名

ヨガクラス（初級）

学習館
動画で楽しめる
ださい。
た。 お楽しみく
を立ち上げまし

みんなでチャレンジ「レッツ Qui “Zoo”!!」

⃝マルコ醸造四代目直伝マイ醤油作り
⃝ボードゲームフェスタ！まいたーん！In Kasahara

ステップアップ・ヨガ（上級）

【受講料】7,200円

援サイト
多治見文化応
イト
のコンテンツサ

ノートまとめが得意になる！新聞作りを通して
文章まとめのコツやポイントを身につけよう！
8月10日
（月祝） 13：00～15：00
【対象・定員】小学生～高校生（小学生は保護者同伴）
10組
【講 師】朝日学生新聞社 市野修平
【参加費】800円 【申込み】受付中

他にもおススメ講座が満載！ 詳しくはお問合せください。

7月17・31日、8月7・21日、9月4・11・18・25日
（金曜・全8回） 18：30～19：45
【受講料】6,400円 【定員】30名
7月17・31日、8月7・21日、9月4・11・18・25日
（金曜・全8回） 20：00～21：15

開講時期は未定です。開講目途がつきましたら
ホームページにてお知らせします。

第78回

1,000円

※未就学児の入場不可

はじめてのヨガ

ジーンズでコーラスを！

骨盤のゆがみを正し、身体本来の能
力を引き出していきましょう。
7月30日、8月20・27日、9月10・24日
（木曜・全5回） 13：15～14：30
【講 師】ユキ
【受講料】4,000円

※メンバーに変更があります

【チケット】全席自由

【講師】ヨギー・インスティテュート認定インストラクター

平家物語の名場面を、講師オリジナ
ルのテキストと登場人物と一体にな
る語りで堪能しましょう。
7月22日、8月19日、9月2・16・30日
（水曜・全5回） 13：30～15：00
【講 師】いのぐち泰子
【受講料】3,000円

多治見市図書館
笠原中央公民館

継続講座のため定員未達
分のみ申込受付します。

平家物語を読む ～名場面集～

日本最古の歌集
「万葉集」を
読み解きます。

※未就学児入場可
※出演者・出店者の募集は締切りました

パート２

歴史を動かし、翻弄された女性
たちの生き方を振り返ります。
7月 藤原薬子・藤原高子
8月 池禅尼・井上内親王
9月 清少納言と中宮定子
7月17日、8月21日、9月18日
（金曜・全3回） 13：30～15：30
【講 師】勝典子 【受講料】1,800円

万葉集を読む「千秋万葉」

入場無料

11:00 ～ 17:00

源氏物語

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。
7月2日、8月6日、9月3日
（木曜・全3回） 13：30～15：30
【講 師】勝典子
【受講料】1,800円

〈出演〉古澤加奈子
（Sop）

ライブ演奏とハンドメイド作品市の複合イベント、
キッチンカーもやってくる！

じゅうきゅうおといち

［一般発売］ 7 月 4 日 (土)

入場無料

※未就学児入場可

〈出演〉長谷川美央（Sop） 〈出演〉古田友哉（Pf）
秀平雄二（Pf）
山田真吾（Vc）

異界との結び ― 上代異類婚姻譚 ―

日本の昔話や神話に登場する神と異類、
あるいは人と異類の婚姻説話。記紀に
ある異類婚姻譚から、その婚姻がもた
らすもの、背景にある異界との結びつ
きを解説します。

【講 師】各務嘉洋
【受講料】600円

7月30日、8月27日、9月24日
（木曜・全3回）
10：00～11：30
【講 師】安田直幸
【受講料】1,800円

グリーンブック

各500円

9月4日㊎

〈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

好評
発売中

会場 : 小ホール

【全席自由】

宇野由樹子・古田友哉 デュオリサイタル

［一般発売］ 9 月 4 日 (金)

7月25日㊏

ビルマの竪琴 10:00 上映
上を向いて歩こう 14:30 上映

岐阜の若きヴィルトゥオーゼン

©Oliver Kendl

各回限定150席

会場
: 小ホール

8月22日
（土）13：30～15：00

【講 師】古田友哉
【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は600円

1000年を生きる女

懐かしの名画、話題の映画を上映

シネマ館

vol.1

※詳細は裏面養正公民館記事をご覧ください

41441

41352

【講 師】渡部誠一
【受講料】300円

申込不要・参加無料

コンサート：た・じ・ミュージック
「フーガ ～苦悩から歓喜へ～」
9 月20日養正公民館にて開催

当日 1,200円（Club会員 1,000円）
Lコード

小・中学生向け狂言ワークショップ開催！

会場：小ホール

© 橘蓮二

会場：小ホール
開演 13:30

【全席自由】 前売り 1,000円

狂言を体験してみよう

関連事業

好評
発売中

ミュンヘン国際音楽コンクールトランペット部門で女性初
の優勝。世界を席巻するトランペット界のミューズ降臨！
〈プログラム〉トランペット協奏曲 第 2 番（ペスキン）
トランペット協奏曲（グリエール）ほか

※ソーシャルディスタンスの観点から販売座席を限らせて
いただく場合がございます。

10月10日
（土） 10：00～11：30

コンサートをより楽しむための講座新始動。ピアノの実演を交えながら、
数々の名作を残した楽聖の魅力にせまります。

セリーナ・オット トランペットリサイタル

〈演目〉解説（野村萬斎）、
二人袴、蚊相撲

東海地方にのみ自生する「シデコブシ」
。
その可憐な花は、夏目漱石や伊藤若冲など、
文学や美術の世界もひそやかに彩っていまし
た。身近な花から広がる「初耳学」をご紹介
します。

夏講座申込受付中

ベートーヴェンの世界

会場：小ホール
開演 13:30

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

学習館×図書館 連携企画

月曜休館
（祝日を除く）

他にもイベント多数。詳しくは
ホームページをご覧ください→

～すい寄席～

11月18日㊌

初耳学～

豊岡町1- 55

©KOJIMA Design echigo

二ツ目ふたり会

9月9日㊌



開催中 ～8月末まで 9：00～16：00

800円）

助成：
（一財）地域創造

～シデコブシ

【会 場】1階サンルーム

FIFA ワールドカップや日展祝賀演奏など、数々のイベ
ントに招かれ活躍する、日本を代表する金管五重奏団。

野村万作・萬斎 狂言の世界2020

タジミ学

まちの痕跡や残さ
れた資料から多治
見の新たな魅力や
歴史、文化を再発
見します

水中でくらす仲間たち

会場：小ホール
開演 19:00

日㊎

多治見をもっとおもしろく！

カンタン工作ひろば

Buzz Five ライブ

※表記のない場合、未就学児入場不可

多治見市学習館 ☎23 ― 7022

2020年7月1日

総合型音楽支援事業

火曜休館
（祝日を除く）

他にもイベント多数。詳しくはホームページをご覧ください→

［Club会員先行発売］ 9 月 6 日 (日)
［一般発売］
9 月13日 (日)

ヤマカ
まなびパーク

●☎23-1191

代官坂﨑源兵衛と根本焼

現多治見市根本町で幕末から昭和初期にかけて
生産していた「根本焼」と、それを後押しした
当時の代官「坂﨑源兵衛」をご紹介します。
開催中～9月27日
（日）
まで
※新型コロナウイルス感染症の影響により、チラシ
に表示されている会期と異なります。

9：00～17：00
（入館は16：30まで）
①7月5日
（日） ②8月2日
（日）
③9月6日
（日） ④9月27日
（日）
各9：30～11：30 受付は9：00～
【対 象】一般・子ども
（小学4年生以下は保護者同伴）
【参加費】無料
【申込み】電話にて（定員になり次第締切）

岐阜県現代陶芸美術館

開

多治見市文化財保護センター移動展

尼ケ根古窯―瀬戸黒のはじまり―

尼ケ根古窯は16世紀後半、多治見市小名田町で操業して
いた大窯です。今回は瀬戸黒に焦点をあて、その変容を
紹介します。
7月10日
（金）
～9月22日
（火祝）
9：00～17：00
（入館は16：30まで）

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）

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
特別展

神業ニッポン 明治のやきもの
幻の横浜焼・東京焼

大地のこどもたち2020展

国内にはわずかしか現存しない、
超絶技巧を凝らした輸出陶磁器
「横浜焼・東京焼」をおよそ150
点展示します。
観 覧 料

一 般 900 円
大学生 700 円
高校生以下無料

岐阜県内の小・中学校、特別支援学校
の児童、生徒が表現したやきもの作品
による、エネルギー溢れる展覧会です。

10月3日（土）～11月3日（火祝）

9月5日（土）～11月3日（火祝）

観 覧 料

相撲人形
石黒香香

染付唐子文奈良茶碗
多治見市教育委員会蔵

色絵木菟文足付花瓶
井村彦次郎
絵付：瓢池園
すべて田邊哲人コレクション

無料

大地のこどもたち2017展
最優秀賞作品 『ぽかぽか』
米田誉さん
（県立岐阜盲学校）

瀬戸黒茶碗

夏 91号
BunBunねっと ●
ぶん

多治見市文化情報誌

養正公民館

ぶん

陶元町135-3

小泉公民館

☎25-3622

スターウォッチング

古田友哉とめぐる

「た・じ・ミュージック」

木星・土星を大型天体望遠鏡で観測。
リアルタイムで星をスクリーンに映し
出して観る電視観望も楽しむことがで
生誕250年のベートーヴェンに思いを馳 きます。
せて、古田友哉がプロデュース。 心に 期日●8月22日（土）
響く素敵なコンサートをお届けします。 時間●19：00〜20：30

水野昌枝うたのコンサート
生きていくために欠かせないもの
「それは歌だった」

定員●30名
講師●地球村星倶楽部
期日●9月20日
（日）
参加費●無料
時間●開場13：30
申込み●受付中
開演14：00
出演●古田友哉、荒井 結
入場料●1,000円
（講座とセットの場合1,500円）
チケット●7月1日
（水）
〜 ヤマカまなびパーク
バロー文化ホール、旭ケ丘公民館
養正公民館にて発売

脇之島町6-31-3

昭和のレコードを
楽しむ会

VIVA!
A1

クラフト

A2

A3

木の実いっぱい♪ミルフィーユ
小泉公民館

桐山良子

脇之島公民館

プリザーブドフラワーで作る

A5 「仏花」

教養・ビジネス

B2

B3

桐山良子 バロー文化ホール

司会者養成講座
大野由紀子 ヤマカまなびパーク

傾聴
（話の聴き方）
入門講座
悟 ヤマカまなびパーク

コミュニケーション
岡本博美 ヤマカまなびパーク

ダンス

D2

趣 味

E2

E3

H1

お試しバレエ〈昼の部〉
お試しバレエ〈夜の部〉
ザ・マジック

5名
成人

K2

木の実を使ってミルフィーユの小物を作ってみま
しょう。大きさは 8㎝× 8㎝× 9㎝になります。

9/16
10：00〜12：00

600円
1,800円

5名
成人

K3

庭や店の花をプリザーブドフラワーに加工し、
花器やリースにアレンジして楽しみます。

9/2・16・30
10：00〜11：30

1,800円
5,200円

6名
成人

年中飾れるプリザーブドの仏花を作ります。
お花の色は選べます。

8/8
10：00〜12：00

600円
4,200円

10名
成人

民事信託の基礎から活用事例まで学びましょう。

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。

本格的な水彩画を描こう
天野登功広

笠原中央公民館

楽しい木版画へようこそ !!
阿部正枝

小泉公民館

体調改善！ヘルスアップ体操

健 康

旭ケ丘公民館

バランスボールで体力メンテ

1,200円
500円

10名
成人

大人のためのバレエ入門クラスです。
バレエ音楽で体を動かす習慣をつけましょう。

8/3・17・24・31、9/7・28
10/5・19
11：00〜12：00

4,800円

16名
成人女性

M1

女性のためのバレエ入門クラスです。
バレエ音楽で体を動かす習慣をつけましょう。

8/3・17・24・31、9/7・14・28
10/5・12・19
20：00〜21：00

6,000円

16名
中学生以上の女性

M2

15名
成人

筆を使うだけでなく、水の特性を利用して本格
的な水彩画を体験していただきます。

近藤加奈

楽しく動こう！キッズ フラ！
毛利恭枝

水野凖之助 ヤマカまなびパーク

鳴らせてみよう「セラリーナ」
楽しく上達「ピアノレッスン」
国枝直子 ヤマカまなびパーク

はじめてみましょうピアノ♪
何歳からでも始められる

M6

日々の生活の中で簡単にできる呼吸法の基本と
コツを紹介します。ハーブのお話もします。

10/7・14・21
10：00〜12：00

1,800円

6名
成人女性

P1 Win10

セルフマッサージや全身を動かす体操で、生活
習慣病予防、不調改善を目指します。

8/7・14・21、9/4・11・18
10/2・9・16・23
14：00〜16：00

6,000円

20名
成人

8/5・12・19、9/2・9・16・23
10/7・14・21
19：00〜20：30

6,000円

15名
成人
（40〜60代）

9/2・16・23
10：00〜11：30

3,000円

2名
成人

P4 違いが知りたい

8/12・26、9/9・23、10/14
10：30〜12：00

3,000円

15名
成人

P5 お絵かきと写真加工

8/12・26、9/9・23、10/14
13：30〜15：00

3,000円

10名
成人

R1

8/7・28、9/4・11・25
10/9・16・23
10：30〜12：00

4,800円

10名
65歳以上の方

R2

10/3・10
10：00〜11：30

1,200円

20名
成人

8/29、9/5・19、10/3・17
13：00〜15：00

3,000円

10名
成人女性

初めてのピアノ

P3

道

J6

尺八で唱歌・古典曲を吹こう
大重西園 ヤマカまなびパーク

唱歌・民謡を江戸時代から伝承されている虚無
僧曲にして習得します。

8/7・14・21・28、9/4・11・18・25
5名
10/2・9・16・23
7,200円
どなたでも
18：10〜20：30

※ W1〜W3の受講料はお子さん1名につき1組分の価格となります。

3,000円

2名
年長〜中学生

8/9、9/20、10/4
10：00〜11：00

1,800円

10名
年少〜小学３年生

8/1、9/5、10/17
10：30〜12：00

1,800円
16名
3,000円 小学生〜高校生

8/22
13：30〜15：00

600円
16名
1,000円 小学生〜高校生

8/7・21、9/11・25
19：00〜20：00

2,400円

8/7・14・21・28、9/4・11・18・25
7,200円
10/2・9・16・23
3,520円
19：00〜20：00

8名
小学生
5名
成人

8/12、9/9・23、10/14
13：30〜14：30

2,400円
3名
100円 どなたでも

8/11、9/8、10/13
12：30〜13：30

1,800円

3名
成人

9/4・11、10/2・9・16・23
10：00〜12：00

3,600円

3名
成人

8/5・12・26、9/2・16・30
10/7・21
13：00〜15：00

4,800円

10名
成人

8/23・30、9/6・13・27
10/4・11・18
10：00〜11：30

8,000円
1,500円

2名
成人

Win10 の新しい使用方法を習得。
エクセル・ワードの両方を使えるようになるための
小林正治 ヤマカまなびパーク 講座です。

8/19・26、9/2・9・23・30
13：00〜15：00

10名
3,600円
パソコン・ワードの
1,550円
基本操作ができる方

Win10 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
小林正治 ヤマカまなびパーク ます。

8/11・18・25
10：00〜12：00

10名
1,800円
パソコン・ワードの
1,050円
基本操作ができる方

小林正治 ヤマカまなびパーク ※ワードでの基本的な文書作成ができる方向けです

Win10 新機能習得

勤労者センター

ストレッチヨーガ
磯谷淳子

根本交流センター

らくらくヨーガ
磯谷淳子

養正公民館

陰ヨガ〜夏も心地よくリラックス
下山真穂 ヤマカまなびパーク

下山真穂 ヤマカまなびパーク

マイナス 10歳目指す！
下山真穂 ヤマカまなびパーク

W3

9/12・26、10/10
10：00〜11：00

10名
5,400円
パソコン・ワードの
1,550円
基本操作ができる方

マイナス 10歳目指す！

W2

2名
年少〜小学生

8/20・27、9/3・10・17
10/1・8・15・22
13：00〜15：00

シニア向ワード2010以降中級

R4 陰ヨガ 1 時

子

2名
成人

3,000円

画像編集機能を利用して写真入りはがきや旅の
フォトアルバムや年賀状を作成します。

小林正治 ヤマカまなびパーク ※ワードでの基本的な文書作成ができる方向けです

兼松夕起雄

親

6,000円
500円

8/29、9/5・12
13：00〜14：00

10名
5,400円
パソコン・ワードの
1,550円
基本操作ができる方

ワードで遊ぶ・

リラクゼーション

和

個別授業講座です。毛筆の基本から半紙 4 文字
8/4・18、9/1・15、10/6・20
と進み、併せて希望の方は小筆で日常書くこと
19：00〜20：30
福田凌華 ヤマカまなびパーク の多い文字練習を行います。

筆文字を書くはじめの一歩

J5 夜講座

8/2・9・16・30、9/6・13・20・27
6,000円
20名
10/4・11
300円 年長〜小学4年生
9：30〜10：15

8/19・26、9/2・9・16・23
10/7・14・21
10：00〜12：00

W1

2名
成人

勤労者センター ※クラシックギターをお持ちでない方はご相談ください

Win10 と Win7の

R3

600円
10名
500円 幼児〜小学生

罫線、画像、写真の編集等を行います。年賀状、
フォトアルバム作りなども学びます。

R6

6,000円
500円

歓迎！
（70代は以前ギターを触ったことのある方）

中塚道雄

16名
成人

個別授業講座です。毛筆の基本から半紙 4 文字
8/5・19、9/2・16、10/7・21
と進み、併せて希望の方は小筆で日常書くこと
10：00〜11：30
福田凌華 ヤマカまなびパーク の多い文字練習を行います。

練習室ではジャンルを問わず、様々な曲の演奏
を楽しんでいます。

基礎から学ぶ クラシックギター 個別授業講座です。音楽の好きな方、50代・60代

8/5・12・19・26、9/2・9・16・23・30
細字・写経の書道
7,200円
普段書く大きさに近い文字の練習をすることで、
10/7・14・21
J3
100円
生活の中でも役立つ講座です。
日置濤雲 ヤマカまなびパーク
19：00〜21：00

筆文字を書くはじめの一歩

音符の読めない初心者の方でも受講していただけ
ます。レベルに合わせた個人レッスンを行います。

長江たづ子 バロー文化ホール ※テキスト希望者別途 1,100円

R5 陰ヨガ 3 時

J4 昼講座

美しい音色で楽しく練習ができるように、その
道筋を丁寧にアドバイス致します。

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。

シニア向ワード2019他・中級

P2

定員
対象

セラリーナは多治見生まれの縦型のオカリナです。
8/13・27、9/10・24、10/8・22 3,600円
4名
仲間と合奏を楽しみましょう。
10：00〜11：45
200円 どなたでも

池田千明 ヤマカまなびパーク ※楽譜希望者別途 1,500円程度

6名
成人

山本宗甫 ヤマカまなびパーク

ひとときの人と人とのふれあいを大切に！
茶の湯を経験してみませんか？

ハングルが読めるようになることを目標とします。

丹羽美穂 ヤマカまなびパーク ※テキスト希望者別途 880円

8/7・21、9/4・18、10/2・16・23 4,200円
10：00〜12：00
2,450円

J2

ハワイアンフラの子ども向けレッスンです。
親子での参加も可能です。

受講料
教材費

竹下孝昭 ヤマカまなびパーク ※セラリーナの無料貸出あり

15名
成人女性

ゆかた、単衣、あわせと順序を追って習うと
着付けが覚えやすくなります。

市之倉公民館

韓国語講座

3,600円

立禅で気持ちを整え、八段錦で体の循環をよく
しておき、太極拳のゆっくりとした動きで体幹を
荒木真奈美 勤労者センター 鍛えます。

茶の湯
（表千家）

浦野忍花 ヤマカまなびパーク ※申込時に教材費を集めます

8/6・27、9/3・24、10/8・22
14：30〜15：30

太極拳でバランス力のアップを

赤ちゃんが生まれて立つまでの動きをベースに
した体操です。体の土台作りをしませんか。

日本の伝統文化いけばなを体験し、お家に花を
飾ろう。

M5

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。

体を動かしながら英語を楽しく覚えましょう。

いけばな体験

5名
成人

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。

8/9
10：00〜12：00

※申込時に教材費を集めます。
浦野忍花 ヤマカまなびパーク
免状取得希望者は別途テキスト代 1,700円

草月流

ヤマカまなびパーク
☎
（0572）
23-7022

ビー玉をはじいて遊ぶ、スマートボールのゲーム
盤を作ります。
（親子参加も可です）

小学 5 年生から免状取得もめざせます。

3,000円
800円

頭の体操
（脳トレ）
や軽い運動で身体に心地よい
刺激すなわち筋肉に刺激が伝わります。
Chiharu ヤマカまなびパーク 健康寿命を高めましょう！

大竹幸子 ヤマカまなびパーク

M3

根本交流センター

お問合せ

日程・時間

ジュニアいけばな 草月流

8/26、9/9・23、10/7・21
10：00〜12：00

養正公民館 ※ボール貸出希望者別途 300円

きものを着ましょう

L1

沙織

☎27-5500

期日●8月22日
（土）
時間●10：00スタート
対象●どなたでも
（未就学児は保護者同伴）
集合・解散●根本交流センター
参加費●無料
共催●根本まちづくり
協力●土岐川観察館、根本愛郷会
ねもと地域力
申込み●7月5日
（日）
〜

講座紹介

個別授業講座です。初歩のお子さん向けのレッス
ンで、初めてピアノに触るお子さんも大丈夫です。

コアキッズ体操

M4 ピアノレッスン

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。

●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
7月4日㈯〜17日㈮ 9：00〜17：00

個別授業講座です。
初めてピアノを習うお子さん向け講座です。
丹羽美穂 ヤマカまなびパーク リトミックを取り入れながら楽しく学びます。

辻

根本町3-55-1

期日●7月11日
（土）
時間●10：00〜11：30
対象●どなたでも
（未就学児は保護者同伴）
講師●深尾由美
（岐阜県ラジオ体操連盟理事 1級指導員）
参加費●無料
申込み●受付中

はじめてさんのピアノ♪

6名
成人

スロートレーニング

J1

チャーリー ヤマカまなびパーク

3,000円
600円

H8 筋肉貯金ふやそう
H9 目指そう

ダイナミック イングリッシュ

8/3、9/7・21、10/5・19
14：00〜16：00

笠原中央公民館 ※ボール貸出希望者別途 300円

バランスボールで体力メンテ

H7 −養正−

K8

9/13、10/11
13：00〜15：00

個別授業講座です。気功の体験講座です。
肩こり、腰痛など不調が解消。
藤田久良 根本交流センター 変化を実感できます。

近藤加奈

K7

「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。

心とからだのストレッチ

H6 −笠原−

8/5・19・26、9/2・9・16・23・30
6,600円
5名
10/7・14・21
500円 成人女性
13：00〜15：00

パソコン

40代からのエアロビクス
HANA

K6

12名
どなたでも

勤労者センター ※ダンベルの無料貸出あり

根本交流センター

市原俊子 ヤマカまなびパーク ※テキスト希望者別途 850円

600円
4名
600円 どなたでも

手先が器用でないとマジックはできないと思っては
8/8・29、9/12・26、10/10・24
3,600円
いませんか？コツを覚えれば誰でもできるんです。
19：00 〜21：00

講座名

ピアノを楽しく

2,400円

バレエの動きを基に無理なく体の可動域を広げ
ていくので、体が硬く、バレエ経験がない方で
梅田実委 ヤマカまなびパーク も大丈夫！

期日●9月3日・17日
10月1日・15日
（木曜・全4回）
時間●13：30〜15：00
定員●30名
講師●太田志名子
参加費●1,200円
申込み●受付中
バランスボール貸出1回100円

いつでも、どこでも、できる全身運動 根本川で魚つかみなどの
のラジオ体操。 子どもから大人までみ 川遊びをしましょう。
んなで楽しみながら、正しい動きを学
びましょう。

K4 〜初心者さんコース

8/4・11・18・25
19：00〜20：30

約 2 作品を仕上げる予定です。
下絵を決めて版木に写して彫っていきます。

期日●9月11日
（金）
時間●13：00〜15：00
定員●12名
講師●加藤礼子
参加費●1,000円
申込み●受付中

自由に水彩画を描きます。
描きたいものを持ってきてください。

村田祐一郎 ヤマカまなびパーク

K5

バランスボール

ラジオ体操をはじめよう みんなで川遊び

ダンボール工作

聴くためのポイントがわかりやすく、かつ楽しく
学べます。初心者の方でも大丈夫ですよ。

音楽に合わせてストレッチ

長野ますみ

10/18
10：15〜11：45

養正公民館 ※初めての方、手品用具別途 3,000円

長谷部勇夫

けいこ あすか ヤマカまなびパーク

H5

1,200円
5,000円

寺本ゆかり 精華交流センター ※バレエシューズ希望者別途 2,400円

心と身体にやさしい呼吸法

H4

仏花と涼しげなハーバリウムを作成します。

8/7・28
10：00〜12：00

寺本ゆかり 精華交流センター ※バレエシューズ希望者別途 2,400円

H2 ハーブのお話
H3

K1 スマートボールを作ろう

音 楽

E1

10名
女性

語学

丸山

B4 はじめの一歩♪
D1

1,800円

大好きっ！

ピカケの花がたくさんついた可愛らしい 引き締めたいところを鍛えられるバラン
ストラップを作ります。
スボール！楽しいエクササイズで無理
バッグなどにつけてお楽しみください。 なくダイエットしましょう！

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。教材費は講座初日にお支払いください。

分野 記号

☎22-3776

のびのびお絵かきの会

7月3日㈮〜17日㈮

8/13、9/10、10/8
10：00〜12：00

民事信託について学びませんか！ 「もめない相続」
「認知症対策」を紹介します。
岩田章裕 ヤマカまなびパーク

受講券
販売期間

子ども

生花から作る

期日●8月12日
（水）
8月13日
（木）
8月14日
（金）
時間●①10：00〜11：00
②11：00〜12：00
対象・定員●家族・各時間4組
参加費●1台1時間100円
申込み●7月4日
（土）
9：00〜窓口にて、10：00〜電話にて

定員
対象

仏花と涼しげなハーバリウム作り 水がなくても長持ちするプリザーブドフラワーで、

SAKU

期日●8月30日（日）
時間●19：00〜21：00
対象・定員●親子・10組
講師●地球村星倶楽部
参加費●無料
申込み●受付中

ピカケストラップ

☎25-1533

期日●8月15日
（土）
時間●13：30〜15：00
対象・定員●小学生・15名
参加費●300円
申込み●6月27日
（土）
9：00〜窓口にて、10：00〜電話にて

受講料
教材費

林みどり ヤマカまなびパーク ※布の希望者別途 1,000円〜

根本交流センター

家族で卓球を楽しみましょう。
（必ず１人は保護者がついてください）

日程・時間

着物の布を使って洋服や、帽子、袋物など色々
なものを作っていきます。

荒木真奈美

上野町4-23-1

ふぁみりー卓球部！

親育ち4・3・6・3
たじみプラン協賛事業

美味し〜い3種類の野菜を作ります。
必要な種・堆肥・肥料は講師のお墨付き♪ ギャラリー展示中の星のお話と、屋外
野菜の育て方から収穫までを学びます。 で土星・木星などを観察します。

講座紹介

着物でリメイク

期日●9月19日
（土）
時間●9：30〜11：30
定員●20名
講師●安藤秀章
参加費●400円
（資料付）
申込み●8月22日（土）9：00〜窓口にて、10：00〜電話にて

精華交流センター

☎29-4880

市之倉町8-138

ハワイアンリボンレイで作る

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。

期日●7月4日
（土）
時間●13：30〜15：00
定員●14名
講師●川添由起子
参加費●500円
（スーパーボール付）
申込み●受付中

市之倉公民館

☎27-6826

庭木の手入れ 秋

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。

期日●8月2日（日）
時間●9：00〜12：00
対象・定員●小学生親子・5組
講師●小木曽建築
参加費●3,500円（材料費込）
持ち物●のこぎり、かなづち、軍手
インパクトドライバー
（あれば）
申込み●受付中

星空観望会

期日●9月5日（土）種まき
時間●9：20 なかよし農園集合
定員●30組
講師●南姫公民館活性化委員会
参加費●3,600円
申込み●7月4日（土）9：00〜窓口にて、10：00〜電話にて

旭ケ丘8-29-99

ねむれるカラダの
つくり方

ぬくもりのある木材で手作りのテーブル
を作ってみませんか？

マナビバ!

講座名

A4 プリザーブドフラワー

B1

大根・人参・カブ

旭ケ丘公民館

☎29-1377

親子DIY教室

大針町283-1

秋・冬野菜を育てよう

期日●7月4・11・18・25日
8月1・8・15・22・29日
9月5・12・19・26日
（すべて土曜）
時間●9：30〜12：00
定員●15名程度
講師●奥 政利
参加費●大人200円
小人50円
持ち物●室内用シューズ
飲み物
申込み●当日窓口にて

あなたの教えたいと、
あなたの学びたいをつなぐ

南姫公民館

☎25-5611

どなたでも気楽に卓球を楽しめるクラブ
です。（第1・4土曜は講師の指導あり）

期日●7月5日
（日）
8月2日
（日）
9月6日
（日）
時間●13：00〜15：00
参加費●無料
申込み●不要

分野 記号

期日●8月16日（日）
時間●開場13：30
開演14：00
定員●60名
出演●水野昌枝（歌）
市原実小代（ピアノ）
入場料●500円（前売り、当日ともに）
チケット●発売中

卓球クラブ

月に１回、日曜日の午後のひと時に昭和
のレコードを聴きましょう。 懐かしい思
い出が甦ります。

小泉町8-80

生きる 〜それは歌‼〜

フーガ〜苦悩から歓喜へ〜

脇之島公民館

●掲載情報以外にもイベント・講座がございます。詳しくは各館ホームページにてご確認ください。
●新型コロナウイルスの感染状況によっては、掲載イベントが中止もしくは変更となる場合があります。詳しくは各館にお問合せください。

誰でもできる！簡単イスヨガ
中嶋あさこ 笠原中央公民館

ベビーヨガリズミック
長谷川尚美 ヤマカまなびパーク

ワードを使って基本的な図形・写真・ワードアート
の使い方を勉強します。
ひねったり伸縮して、呼吸を中心に、自分に集中
して代謝もＵＰしていきます。

産後こそ！

平川

翼

小泉公民館

8/4・11・18・25、9/1・8・15・29
10/6・13・20
6,600円
13：30〜15：00

13名
女性
16名
女性

8/7・21・28、9/4・11・18・25
10/2・9・16
19：00〜21：00

6,000円

16名
どなたでも

静かにゆっくりと心身をゆるめていく陰ヨガです。
自然治癒力を引き出しましょう！

8/6・13・27、9/3・10・24
10/1・8・22
13：15〜14：45

5,400円

16名
どなたでも

肩こり・腰痛・睡眠等の気になる不調を陰ヨガで
呼吸で整えていきましょう。

8/6・13・27、9/3・10・24
10/1・8・22
15：15〜16：45

5,400円

16名
どなたでも

イスに座って簡単＆安全にヨガを楽しみ、運動
不足を解消しましょう。

8/3・17・31、9/14・28
10/5・19
10：00〜12：00

4,200円

15名
どなたでも

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。

8/11・25、9/8・29、10/6
10：30〜11：30

12組
3,000円 2ヵ月〜あんよ前
位の親子

8/9・23、9/13、10/18
10：00〜12：00

10組
2,400円 年中〜小学生
の親子

8/23、9/27、10/18
10：30〜12：00

5組
1,800円
2〜5歳児
300円
の親子

薬膳等の養生法
（おはなし）
と陰ヨガです。
自然治癒力を引き出しましょう！

ピザなど簡単な料理を作る過程を英語で行います。
親子でご参加ください。

養正公民館 ※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

W4 バランスボールで体と心づくり

10名
成人

1,800円

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、今しかできないコミュニケーション
中嶋あさこ 養正公民館 で愛情を育みましょう！

Banana

3,600円
1,200円

8/16、9/13、10/18
13：30〜15：00

全身の血行を促進したり内臓の機能を高めたり、
縮まった心身を無理せずほぐしましょう。

☆親子 de 楽しいヨガ☆

子ども向け英会話＆クッキング

8/6・13・20・27、9/3・10
10：00〜12：00

産後特有のイライラを、バランスボールで一緒
に楽しく解消しましょう。

8/17・24・31、9/7・14・28
10：30〜11：30

3,600円
600円

10組
親子

