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日本最高峰のN響スペシャルメンバーと将来を嘱望された期待の新星でお届けします。 
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【発行：編集】 多治見市笠原中央公民館  多治見市笠原町2081-1 

 TEL 0572-43-5155 FAX 0572-43-6511  Eﾒｰﾙ kasa-kou@ob3.aitai.ne.jp  

 http://www.tajimi-bunka.or.jp/kasa_pub/ 多治見市笠原中央公民館 ∣ 検 索 

  ホール  ニュース  

  

藤森亮一と 
その仲間たち   

  

「藤村亮一とその仲間たち」シリーズ第１回は多治見市文化会館でおこなわれました。斬新かつ拘りの企画は、NHKの番組でも取り上げられました。会場
を笠原に移したシリーズ第２回 － ８人のメンバーによるチェンバーミュージックは達人の「緊張感」がテーマとなった公演でした。パフェークトに思えたリ
ハーサルの後、藤森さんは「この微妙なズレはテンポの問題ではない、個々の持つ緊張感のレベルの問題である」と言い、プレイヤーを究極まで追い込み
ました。勿論、本番の演奏は拍手喝采、改めて多方面から高い評価をいただいた公演でした。 
最高の音と優れた技を楽しんでいただく室内楽シリーズは、益々質を高めて究極の演奏を皆様にお届けいたします。 

全席指定 一般 2,000円  高校生以下 1,500円 

NHK交響楽団メンバー   による室内楽シリーズ in TAJIMI Ⅲ 2009 

４月１２日（日） 開場 １５：３０ 
開演 １６：００ 

吉田 秀（N響 コントラバス） 大林修子（N響 ヴァイオリン） 
藤森亮一（N響 チェロ） 

店村眞積（N響 ヴィオラ） 森 朝（ドイツ国立ケルン 
音楽大学院生 ピアノ） 

好評発売中  

弾き語り － 五木ひろしが、「歌い」、「弾き」、「語る」 

皆様とのより近い距離を求めて、ホールを厳選することで生まれたコンサート 

皆様が今までにみたことのないコンサートととして、お楽しみいただけます。 

 45th 五木ひろしプレミアムライブ    

5月23日（土） 

   全席指定 S席：6,000円 / A席：4,000円 

昼の部 開場13:30 開演14:00 

夜の部 開場17:30 開演18:00 

5 月 23 日       に 五木ひろし が やってくる 
 

NHK紅白歌合戦連続38回出場、2007年紫綬褒章受章、2006年日本レコード大賞作曲賞受賞… 
プロデューサー、作曲家、役者として常にチャレンジを続ける日本歌謡界のトップランナーは、 
「ファンの皆さんの近くにいきたい」、「間近でコンサートを楽しんでもらいたい」、「自分の持っている力 
を直接感じてもらいたい」…、様々な願いを込めて今回の特別コンサートを企画しました。 
叙情的な演歌からポップス調の歌まで、自らギターを手に弾き語りでお届けします。 

「ブラボー！」 を導く 最高の   と優れた 
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■チケットのご予約・講座のお申込みはお電話でも出来ます。 

■公民館・体育館ともに８：３０から21:30まで開館しています。 
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 コンチネンタルタンゴの王様として半世紀以上にわたり君臨し続ける「アルフレッド・ハウゼタンゴ  

 オーケストラ」。世界中のタンゴファンを魅了する名演奏をお届けします。 

           碧空/ジェラシー/ラ・クンパルシータ/真珠採りのタンゴ 他 

 全席指定  一般  3,000円  高校生以下  1,500円 
 ※未就学児の入場不可                                多治見市文化会館 0572-23-2600 

お申し込み・お問い合わせ 

宝くじ文化公演  

アルフレッド・ハウゼタンゴオーケストラ 
 

  6月3日（水） 開場18:15  開演  19:00  
多治見市文化会館 大ホール  

 進化するロビコンシリーズ season 春    

100人のプレミアムなセカイ vol.1 
 

100人限定のライブ － 100人のプレミアムなセカイ 

アーティストのプライベートにも迫るこの企画… 

音楽の楽しみ方に、その曲への思い、今の演奏について意見をぶつけ合う…そんな楽しみ方があります。 

アーティストとの会話を楽しみながら来場する方も含めてコンサートを創る。会場を音響の優れているホールに

おいて、照明もフル活用、優れた環境で、アーティストと直接触れ合い、更なる音楽の匠の世界を発見する。 

皆様をプレミアムなセカイへご招待します。 

高橋 誠 アコースティックバンド 
高橋誠（violin）・望月雄史（guitar）・Tito.Monte（piano＆accordion） 

5月16日（土） 開場18:30 開演19:00   

ticket ペア500円 / シングル300円 

二胡、四胡、中胡、馬頭琴、国家一級民族弦楽器奏家の張照翔が、素敵な音楽を笠原に届けます。 

地元出身の「安藤冴」と地元邦楽グループ「民楽座 明奏楽院」が特別出演。 

どうぞお楽しみに… 

６月2８日（日） 開場13:30 開演14:00 

全席自由 一般1,500円 / 高校生以下1,000円 

名古屋在住の日本国内ではまだ数少ない

ジャズ的インプロヴィゼイション（即興

演奏）奏者であるヴァイオリニスト「高

橋誠」がリーダーを務める。 近はジャ

ズのみならず、「ロマ」、「ジプシー」

といった、東欧〜スペインに分布する、

インドを起源とするかつての「放浪民

族」の伝統音楽や、20世紀はじめにフ

ランスを中心に世界中で流行したジプ

シー・スイング・ジャズやミュゼット等

を主としたヨーロッパの香りの高いレ

パートリーを多数持っている。現在は、

ライブ、パーティー、イベント、コン

サート等で全国各地にて活躍中。 

笠原発ロビコン VOL.13～14  
アーティストとの距離感をお楽しみいただくロビコンシリーズ、2009年も盛りだくさんんでお届けします。 

来場する皆様とプレイヤーとの間合い、プレイヤー同士の間合い、プレイヤーの指先の動き、プレイヤーの息

遣い、プレイヤーの緊張感をお楽しみください。 

VOL.13  地元出身のマンドリングループ  

たじみマンドリンアンサンブル 
マンドリンは心の琴線に触れるような大変美しい音色
を持ち、弦が震えて奏でられるその響きは、人の喜び
や悲しみといった心の様々な表情を映し出します。 

開演 1１:３0 ６月６日（土） 

VOL.１４  美しい絵画の中からお届けする  

パステル画「美瑛展」＆ハープコンサート 

開演 1３:０0 ６月１３日（土） 

パステル画家 入山恵津子    ハープ奏者 近藤 薫    

北海道美瑛をテーマにしたパステル展の中から”美”しいハーブ 
の音色を届けます。 

魅 惑 の 音 色 

鮮やかに 

入場無料 

  張  照 翔 

 民族弦楽器 コンサート 



 

 
 

お気軽講座
N e w  K o t o b u k i

 Happy スクール＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

 特典① ６０歳以上の方 は受講料を 割引  !!  

 特典② ペア大歓迎！１人が60歳以上なら 2人とも割引  !! 
お友達同士、ご夫婦、親子で… 同伴の方も特典価格になります。 

 特典③ 毎回 ティータイム付き  !! 

「気軽に何かを始めてみたい…」 
余暇を楽しむ世代に 
ちょっとやさしい講座です。 

短期講座 ～春の新企画～            笠原中央公民館 電話43-5155                         

講座名 講座紹介 日 時 受講料・材料費 等 定員 

A 

バス旅行付き!! 
布ぞうり 

講座 

布ぞうりの里・串原へのバス旅行と布
ぞうりの制作(場所：笠原)がセットに
なった2回シリーズ。 
お楽しみ満載の講座です。 

5月19日 火曜日 
バス旅行9:00集合 

６月９日 火曜日 
制作9:00～(予定) 

一般価格 2,500円 

15人 特典価格 2,000円 

材料費 昼食等実費 

B 

かんたん 

ベーカリー 

講座 

オーブンを使って、「ピザ」「くるみパン」
「マフィン」などを簡単に焼くコツを習っ
てみませんか？ 

6月20日 
7月4日・18日 
土曜日 (全3回) 
9:30～11:30 

一般価格 2,000円 

20人 特典価格 1,500円 

材料費 含む 

C 

運動不足解消 

ちょっとだけ 

スポーツ 

講座 

卓球、ウォーキング、簡単トレーニングな
どで、楽しく体を動かしてみませんか？ 
※修了者には笠原体育館トレーニング
室利用者カードをお渡しします。 

6月12日・26日 
7月10日・24日 
金曜日 (全4回) 
9:30～11:00 

一般価格 1,500円 

20人 特典価格 1,000円 

材料費 含む 

D 

超初心者向け 

インターネット 

講座 

まったく初めての方対象です。インター
ネットの世界を少し体験してみましょう。 
受講料も格安です。 

6月10日・17日 
24日 
水曜日 (全3回) 
9:30～11:00 

一般価格 1,000円 

15人 特典価格 500円 

材料費 含む 

E 

気軽にできる 

絵手紙 

講座 

絵手紙を気軽に始められる講座です。
道具や材料は公民館で用意します。 

5月15日・29日 
6月5日・19日 
7月3日・17日 
金曜日 (全6回) 
9:00～11:00 

一般価格 3,000円 

20人 特典価格 2,500円 

材料費 1,000円 

年間講座 

ことぶき学級 ペン習字・合唱 

 ことぶき学級2講座の年間受講者を募集します。 

 

 【対象】60歳以上の方 【時間】午前9時～11時 

 【場所】笠原中央公民館3階 会議室1 

 【年間受講料】1講座6,000円、2講座10,000円 

 ○開講式 
 5月1日(金)午前9時 

 *開講式の際に受講料を集めさせていただきます。 

 *短期講座の体験会をあわせて行います。 

かさはら子ども和太鼓 

子ども和太鼓の年間受講生を募集します。 

初めての人でも大丈夫。お祭りでの発表やプロから習

うワークショップも予定しています。 
 

【対象】小学3年生から中学生ならどなたでも 

【日時】初回5月9日(土)午前10時から 

以後原則第2・4土曜日 午前10時～12時 

【場所】笠原中央公民館ホール 

【受講料】年間5,000円【定員】20人 

【講師】かさはら和太鼓「風」 

かさはら探検隊 

【対象】笠原小学校の3年生から6年生 

【日時】初回5月23日(土)午前10時から 

年間10回程度の講座を予定 

【受講料】年間2,000円【定員】40人 

申込方法や内容など、詳しくは小学校経由で配布する

案内をご覧ください。 

ペン 
習字 

5 月 20 日 ( 水 ) か ら 
毎月原則第1・3水曜日 

講師： 
佐藤碧山 

定員 
25人 

合唱 
5 月 8 日 ( 金 ) か ら 
毎月原則第2・4金曜日 

講師： 
河合哲郎 

定員 
50人 

Happyスクールおためし見本市 ５/1 (金) 9:30～10:30 笠原中央公民館で開催    参加無料 

パンの試食や、簡単トレーニング、絵手紙など講座の内容が体験できます。一度お試しください。 



講座 SCHOOL 

講座名 日程 講師 内容 受講料 

季節の野菜で 
ランチ＆スイーツ 

 5/11・25・6/8（月） 
 

 時間 10:00～13:00 
 

 定員  20人 

Mama’s Café  

洞谷 多美江 

簡単レシピのケーキと季節の野菜

を使ったアイデアランチに挑戦!! 

4,500円 
（3回分材料費込） 

 

体質改善  
午後のリラックス 

ヨガ 

 

 時間 15:00～16:30 
 

 定員 15人 

 

 

スタジオ・ヨギー 

MISA 

まずは体の変化に気づきましょ

う。「なんだか調子が良くない」

という方にお勧めです。 

3,500円 

陶芸教室 

 

 

 午前の部  10:00～12:00  

 夜 の 部    19:00～21:00 
 

  定員    各20人 

 

 

高橋 義孝 

あなただけのお皿を作ってみませ

んか？オリジナルオブジェにも挑

戦できますよ。 
※午前・夜どちらかお選びください。 
 

8,000円 
（15回分材料費込） 

 
 

初めての 
ハングル語 

 

 
 

 時間 19:00～20:30 
 

 定員  15人 

 

 

 

黄 載和 

まずは、様々な場面を想定したレ

クチャーを受けます。 終回には

韓国料理のレストランへ出かけま

しょう。 

3,000円 
※食事代は、別料金にな

ります。 

子ども陶芸教室 

 5/9・16 6/13（土） 
 

 時間 10:00～12:00 
 

 定員  20人   対象 小学生 

高橋 義孝 

あなたの夢をかなえる茶碗を作っ

てみませんか？ 

作品は、公民館ギャラリーにて展

示します。 

1,500円 
（3回分材料費込） 

ワールドクッキング講座 

「カナダ」 

 5/29（金） 

 時間 19:00～21:00 

 定員 30人 

フランソワ・ 

サバード 

カナダの文化に触れながら「カナ

ダ」の家庭料理を堪能します。 

1,500円 
（材料費込） 

 ギャラリー NEWS    

 

 

 

 

 

 
 

  多治見市主催の交流事業に子どもたちと一緒に参加し、アメリカインディ 

  アナ州テラホートへ行ってきました。  

  多治見の姉妹都市「テラホート」の街の様子をスケッチしてきましたので、 

  どうぞご覧ください。 

    テラホートスケッチ展 
  

 渡辺 正紘 
 

 4月1日（水）－ 4月16日（木） 

笠原第一分団歩み展 
 

県大会出場応援企画  
 

4月17日（金）－ 4月30日（木） 

  

 
 

 

 

 

  

 平成21年8月2日(日)に飛騨市古川町で行われる第58回岐阜県消防操法大  

 会に笠原第一分団が多治見市代表として出場します。 

 笠原第一分団のこれまでの歩み、団員の活動等をわかりやすく展示しますの 

 で、ぜひ足をお運びください。 

 

 

 

 

        

        世界で２番目に大きな国土と雄大な自然を誇るカナダ。   

 「多様性こそわれわれの力」として多文化政策を長く実践してきた国で  

 あります。そんなカナダの家庭料理を堪能します。 

 もちろん講師との文化交流もお楽しみください。 

 ■□■ メニュー □■□ 
 「シェパードパイ」 

 「キャロットローストアーモンドサラダ」 

 「ティービスケット」 

ワールドクッキング講座 
 

 

 

 

 

 

 
 

 学校で作る作品とはまたひと味違う公民館での   

 「陶芸教室」。あなたの夢をかなえてくれる 

 「茶 碗」を作ってみませんか？ 
 

 5月9日・16日・6月13日（土） 全3回 

 10:00～12:00 

子ども陶芸教室 

[講座の申し込み・問い合わせ] 笠原中央公民館 電話４３－５１５５ 

http://www.tajimi-bunka.or.jp/kasa_pub/  

カ ダ ナ 『 
』 

5/29（金） 
19:00～21:00 

4/23・30・5/7・14・５/21・28・ 

6/4・１8・25 7/2・9・16・23・30（木） 

5/1・15・22・29 6/19・26 7/3（金） 

5/7・21 6/4・18・7/2 （木） 
※7/2は、韓国料理のレストランへ出かけます。 

笠原中央公民館・脇之島公民館・南姫公民館・ふれあいセンター南姫 

共同事業 



スポーツ  SPORTS             笠原体育館 電話43-6285（直通） 

 
春からはじめてみませんか!! 
トレーニング講習会 

トレーニング室を初めてご利用される方はトレー

ニング講習会を受講してください。マシンの使い方

やトレーニング方法をわかりやすくお教えします。 

【受講料】1,000円 

【持ち物】室内用シューズ、トレーニングウェア 

【4月の講習会】(1回 約1時間) 

3日(金)10:00～11:00  18日(土)14:00～15:00 

5日(日)18:30～19:30  19日(日)18:30～19:30 

9日(木)18:45～19:45  21日(火)10:00～11:00 

12日(日)18:30～19:30  26日(日)18:30～19:30 
※各回定員があります。お電話でご予約ください。 

笠原体育館TEL43-6285(受付9:00～21:00) 

※講習会受講後は、1回100円でご利用できます。 

 12回つづり1,000円の回数券もあります。 

(高校生以下半額) 

 

トレーニング室NEWSその1 
トレーニングマシンをリニューアル!! 
 有酸素系マシンをリニューアルし、 

液晶テレビ付きマシン11台やジョーバ 

を導入しました。 

ぜひ一度おためしください。 

 

トレーニング室NEWSその２ 
総合体育館のカードをお持ちの方対象 
短時間講習をスタート!!【毎日実施】 

総合体育館トレーニング室のカードをお持ちの方

は、約５分の説明(短時間講習)を聞くだけでご利用い

ただけるようになりました。短時間講習は、毎日お好

きな時(9:00～21:00)に受けられます。 

※受講料(カード発行費)1,000円は、従来通り必要です。 
※初回のみ、総合体育館のカードをご持参下さい。 

 
ストレスと緊張をほぐす!!  
あなたのカラダはストレスと緊張で固まっていませんか？ 

常に変化するココロとカラダ、無駄のない自然の動きの中で 

深呼吸により本来の美しさを引き出していくピラティス！！ 

【日 時】4/7(火)・10(金) 9:30～10:30 全2回 

【場 所】笠原体育館 第3競技場 

【受講料】1,000円  

【定員】20人【講 師】佐藤美穂   
 

「ピラティス」はこんな人におすすめです 

☆肩こり、腰痛に悩んでいる人 

☆イライラしがちな人 

☆お仕事で長時間同じ姿勢を続けなければならない人 

ママの手は魔法の手!! 
 

ベビーマッサージと 
     ママシェイプアップ教室 
１時間の体験教室として、 初の30分は、ベビーマッ

サージを体験、後半は、ママのシェイプアップトレーニン

グを実践します。赤ちゃんと一緒にご参加ください。

【日 時】4/7(火)・10(金)10:45～11:45 全2回 

【場 所】笠原中央公民館 3階和室 

【受講料】1,000円 

【対象・定員】生後6週間～1歳のお子さんとお母さん15組 

【講 師】佐藤美穂 

☆新シリーズ☆  スポーツワンポイントレッスン  
 

バスケットボールにチャレンジ 
～シュートを決めよう! ～ 

毎月いろいろなスポーツのルールや道具、ちょっとした 

ワザなどを、楽しみながらレッスンします。 

内容は月替わりで、今回はバスケットボール。かっこよく

シュートを決めるコツを教えます。小学生の方やまったく初

めての方、気軽にぜひどうぞ。 

【日 時】5/20(水)  16:00～16:45  
【場 所】笠原体育館 第1競技場 

【参加料】100円  

【対象・定員】小学生(初心者)10人 

【申 込】4/15(水)～笠原体育館へTEL43-6285 

笠原地区体育施設 
利用料金の据え置きについて 

 
昨年12月多治見市議会において条例の一部改正の決

議により、笠原体育施設の利用料金が改定されまし

たが(平成21年4月1日以後適用)、平成23年3月31日ま

では料金の値上げは行わず、従来の金額のまま据え

置きとさせていただきます。 
これまで通り変わらぬご利用をいただきますようお

願い申し上げます。 
 

笠原地区文化・体育施設指定管理者 
         (財)多治見市文化振興事業団 

 

くるりんジャンプ！                                 対象：年長児～小学3年生 
 

マット運動や跳び箱を体験するカリキュラムです。楽しく、そして運動神経を鍛えましょう。 

【日 時】5/13～6/17 毎週水曜日  18:00～19:15 全6回 

【場 所】笠原体育館 第1競技場 【講師】多治見市体操協会 

【受講料】3,150円 【定員】20人 【申込】4/15(水)から笠原体育館へTEL43-6285 
 

ピラティス美人教室 

できたよ、ちびっこ体操教室 

笠原体育館で 
申し込み受付中 



図書館笠原分館                    電話43-5155 

地域情報 

笠原校区青少年まちづくり市民会議 主催 

春うらら さくらまつり 
春の日曜日、楽しいイベントが盛りだくさんの催しです。ご家族みなさんでおこしください。 

①ニュースポーツコーナー 

②フードコーナー（肉まん または あんまんとフランクフルトをプレゼント）   焼きそば＋飲み物で200円 

③昔あそびコーナー 

④しおりづくりコーナー  

⑤マグカップ絵付けコーナー（限定100個） 

⑥トレジャーハンティングコーナー  

⑦ステージコーナー（太鼓・踊り・ダンス） 

⑧お茶会（抹茶＆桜餅）100円  

⑨寄せ植えコーナー（先着40名）500円 
 

【日  時】 4月5日(日) 9時～12時 
【場  所】 笠原西コミュニティーセンター 
【参加料】 200円(当日受付) 
【主  催】 笠原校区青少年まちづくり市民会議 

◎4月の休館日  
  6日（月）・13日（月）・16日(木) 
 20日(月)・27日(月) 
  

◎4月のおはなしの会  
  4日（土)、18日(土) 10：30～11：00 
  絵本や紙芝居の読み聞かせを行います。 
  ※読み聞かせボランティア募集中♪ 
 

 

※開館時間外の返却は返却ポストをご利用ください。 

笠原町商工会 主催 

かさはら陶器祭り 
かさはら陶器祭りは、陶器の廉売市のほかに和太鼓

の演奏、商工会女性部・青年部による五平もちや焼き

鳥の販売なども行います。また、ビンゴゲームやお菓

子のつかみ取りなどお子さんも楽しめるコーナーが盛

りだくさん。ご近所お誘い合せでお越しください。 

【日  時】4月12日(日)  

     9時～16時 

【場  所】笠原中央公民館前 

     広場 

【主  催】笠原町商工会 

第58回岐阜県消防操法大会 

消防団 笠原第一分団 
出場訓練開始式 

 

8月の大会に向けて消防操法の練習が始まります。

その訓練開始式を下記日程で行います。 

「防災」について今一度、一緒に考えてみませんか？ 

【日  時】 4月5日(日) 10時～ 

【場  所】 笠原消防会館 

【大 会】 8月2日（日）飛騨市古川町 

参加者（出場者）募集のお知らせ 

第24回笠原町 

チャリティ歌の祭典 

【日   時】 6月21日(日)  

       開場12時 開演12時30分 

【場   所】 笠原中央公民館ホール 

【参 加 費】 7,000円 

【申込締切】 4月15日（水） 

【問合わせ先】笠原歌謡愛好会 FMA 

       倉橋 武 43－4342 

 

図書館笠原分館からのお知らせ 
 
図書館笠原分館では、毎月新しい本が入荷しています。新刊
については、笠原分館ホームページをご覧ください。 
 
毎月2回土曜日に開催中の「おはなしの会」 
には、たくさんの子どもたちが遊びに来て 
くれます。絵本の読み聞かせやエプロン 
シアターなど盛りだくさんでみなさんを 
お待ちしております。 

 

女優たちによる朗読「夏の雲は忘れない」 

地元出演者募集 

プロの女優たちと一緒に朗読の舞台で共演してみませ

んか？ 地元出演者5名(女性)を募集します。 

 締切：5月下旬(予定)  ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ：6月頃(予定) 

 本番：7月14日(火)19時～ 笠原中央公民館ホール 

    ※詳しくはお問い合わせください 

【主催・問合わせ先】多治見市で芝居を観る会 松原 22-9210 



平成21年４月１日から、笠原窓口課で行ってきた事務の一部は市役所各担当課で取り

扱うこととなりました 

笠原振興事務所からのお知らせ 

○：平成21年度以降も引き続き笠原窓口課で取り扱う事務 

×：平成21年度から市役所各担当課で取り扱う事務 

    

戸籍・住民登録 住民票・戸籍謄本等の交付 ○ 市民課 

国民健康保険 国民健康保険証の申請、交付等 ○ 保険年金課 

福祉給付 児童手当・後期高齢・福祉医療受付等 ○ 

年金 年金特別便相談 × 

税 各種税証明の交付 ○ 税務課 

森下霊園 霊園の維持管理 × 環境課 

霊園の承継・返還手続き申請書受付 ○ 

環境 公害・不法投棄・ごみ収集相談 × 

ゴミ袋等の販売、動物の埋葬許可、犬の登録等 ○ 

不法投棄の処理、小動物の死骸の処理 × 三の倉センター 

有害鳥獣の相談 × 産業観光課 

市営住宅 市営住宅入居相談 × 建築住宅課 

各種申請書・届出書受付 ○ 

上下水道 上下水道工事の相談 × 水道課･下水道課 

福祉 保育所の入所、退所受付 ○ 子ども支援課 

障がい、介護保険、高齢福祉申請書受付及び相談 ○ 福祉課･高齢福祉課 

都市計画・建築 都市計画図（笠原地域）の販売 ○ 都市政策課 

開発行為･建築基準法･国土法届出の相談 × 

都市計画区域・用途変更・地籍調査の相談 × 開発指導課 

道路修繕、交通安全施設の要望受付 × 道路河川課 

法律・行政等相談 法律・行政・人権相談 ○ 市民文化課 

現金取扱い 市税・国保・上下水道料等の納付 ○ 各関係課 

※事務移管後も笠原窓口課において引き続き相談等に対応します。 

問い合わせ先  笠原窓口課 電話43-3131 担当：水野 

 

 

防災行政無線(広報マスト)で放送する正午のチャイムが、５月１日より音楽｢野バラ｣に

変わります 

 防災行政無線設備は、現在、笠原庁舎と本庁舎にそれぞれ機器を設置し運用していますが、合併により電波の周

波数を統一しなければならなくなったため、また、経費や手間を節減するため統合を進めています。 

 そのため、現在、正午にチャイム｢ウエストミンスターの鐘｣を放送していますが、５月１日からは市之倉町での

放送と統一し、音楽｢野バラ｣(ヴェルナー作)を放送します。 

 新しい正午の合図として親しみの持てるやさしいメロディーとなります。皆様のご理解をお願いいたします。 

問い合わせ先  情報防災課 電話22-1111 担当：水野 

取 扱 い 事 務 本庁担当課 
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※収集区域：①(栄、上原、向島) ②(音羽、神戸、富士、釜、平園) 表示のないものは笠原町全域 

1 水 
笠原中央公民館 申込開始[ﾎｰﾙH22.4月分まで、会議室他H21.6月分まで] 

笠原体育館[H21.7月分まで]（4月9日まで受付） 
    

2 木     ビン・ペット・発泡類② 

3 金 トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）10：00～   燃やすごみ 

4 土 おはなしの会（図書館分館）10：30～     

5 日 

春うららさくらまつり(笠原西ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ）9:00～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18：30～ 

岐阜県消防操法大会出場訓練開始式（笠原消防会館）10:00～ 

    

6 月 
中学校入学式 小・中学校始業式  

笠原保育園 入園式・育友会総会  交通安全日 
図書館休館日   

7 火 
ピラティス美人教室（笠原体育館）9：30～ 

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞとﾏﾏｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟ教室（笠原体育館）10：45～  小学校入学式 
  燃やすごみ 

8 水 笠原幼稚園 始業式・入園式   破砕ごみ① 

9 木 トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18：45～   金属・紙・布類① 

10 金 
体育施設 H21.7月分本申込開始  ピラティス美人教室（笠原体育館）9：30～ 

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞとﾏﾏｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟ教室（笠原体育館）10：45～ 
  燃やすごみ 

11 土       

12 日 

かさはら陶器祭り  （笠原中央公民館前広場）9:00～ 

ホール愛称発表＆表彰式(笠原中央公民館)15:30    

NHK交響楽団メンバーによる室内楽（笠原中央公民館ホール） 16:00 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18：30～      

    

13 月   図書館休館日   

14 火     燃やすごみ 

15 水 
トレーニングお気軽講座（笠原体育館）13：30～ 

交通安全日  笠原小・中開放施設調整会議 
    

16 木 弘法様 図書館休館日 金属・紙・布類② 

17 金 スポーツ!ワンポイントレッスン（笠原体育館）16：00～   燃やすごみ 

18 土 
おはなしの会（図書館分館）10：30～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）14：00～ 
    

19 日 トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18：30～   ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ家庭ごみ 
持込（午前9時～12時） 

20 月   図書館休館日   

21 火 
トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）10：00～ 

小・中学校 全国学力・学習状況調査 
  燃やすごみ 

22 水     破砕ごみ② 

23 木 陶芸教室（笠原中央公民館）①10：00～ ②19：00～ 笠原幼稚園 育友会総会   ビン・ペット・発泡類① 

24 金     燃やすごみ 

25 土 笠原小・中 授業参観・ＰＴＡ総会     

26 日 トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18：30～     

27 月   図書館休館日   

28 火     燃やすごみ 

29 水       

30 木 陶芸教室（笠原中央公民館）①10：00～ ②19：00～   
有害ごみ・天ぷら油② 
ビン・ペット・発泡類② 


