
 

      アザレアホール 
     Azalea Hall 

 

加藤朋子さん  水野綾子さん 
 

皆様により親しまれことを願い、 
愛称の募集を進めてきました。 
約300点の応募が集まり、その中から、 
「アザレアホール」が選ばれました。 

 

 
 
 

熱く！ カッコよく！ 

そして楽しく！ 
 

 

笠原 各区対抗 
ソフトバレーボール大会 

 
今年も各区対抗ソフトバレーボール大会の
季節がやってきました。 
大勢の皆様のご参加と熱いご声援をお願
いします。 
 

 
 
 

 

主催： 
多治見市 
笠原校区青少年まちづくり市民会議  
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 ホール  ニュース 

「ツツジ ！ 咲き誇る」  Azalea Hall の5月 

■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。 

 

2009 

Azalea Hall 

TAJIMI  KASAHARA 

 HALL  NEWS 

  愛称 
  決定 

  MAY     

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）を活かし、「放浪民族」

の伝統音楽や、ジプシー・スイング・ジャズやミュゼット等の音楽をお楽しみいただけます。 

５月24日（日） 8:30開会 

笠原体育館 

５月2３日（土）  
Azalea Hall 

 45th  五木ひろし 

プレミアムライブ    

自らギターを手に 

弾き語りで、ファンの皆様に迫ります 

「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」 
 五木ひろしが熱い思いを込めてお届けします。 

公
演
迫
る 

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 残りわずか 

夜の部 開場17:30 開演18:00 

 100人のプレミアムなセカイ    

 高橋 誠  

アコースティックバンド    

５月１６日（土）  

Azalea Hall 

アーティストとの会話を楽しみながら来場者もコンサートを創る企画 

高橋誠（violin）・望月雄史（guitar）・Tito.Monte（piano＆accordion） 

全席自由 ペア：５00円 シングル：３00円 

時  間 開場 18:30  開演 19:00 
※客席もホール舞台にセッティングします。 

 TOPICS 

  

 

 
 

 
        



  

 
 

 

 

 

 

仕事の合間に訪れた岐阜県内の名所を思いつくままに

描き綴った風景画の展示です。 

簡単な史実も紹介していますので、どうぞお気軽にお越

しください。 

◆熊田喜三男 
「岐阜各地の風景（淡彩）画展」 

 
 

  ５月１日（金）～５月１４日（木）  

民楽座明奏楽院 

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 

 
文化会館・市内市立公民館でも販売 

チケットぴあ Pコード319-517 

中国伝統楽器 魅惑の音色を楽しむ 
  

     二胡、馬頭琴、三線… 豪華コラボレーション演奏 

 ロ   
笠原発ロビコン VOL.13～14  
  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   

弦が震えて奏でられるマンドリンのその響きは、 
人の喜びや悲しみといった心を映し出します。 

開演 1１:３0 ６月６日（土） 

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 
パステル画家 入山恵津子    ハープ奏者 近藤 薫    

入場無料 

 ビ   

 コ   

 ン   

二胡 
擦弦楽器の一種で、２本の弦を間に挟んだ弓で弾きます。
琴筒はニシキヘビの皮で覆われており、その儚げで哀愁を
たたえた音色は現代に於いて再び見直され、ポピュラーな
存在になりつつあります。 

張照翔 
内モンゴル大学芸術学院卒業、中国中央音楽学院卒業、 
国家一級民族弦楽器奏者。 
モンゴル国立民族文化芸術大学で教鞭を執る傍ら13年間フィールドワー
カーとして少数民族の弦楽器・民族音楽・芸術の収集、研究をおこなう。 
東海テレビ45周年コンサート、金閣寺師走コンサート、東京 紀尾井ホール
コンサート、愛知芸術文化センターコンサート、本宮大社・伊勢神宮奉納演
奏、中国四川大地震災害復興支援チャリティーコンサートなど、多数の演
奏会をおこなう。 

三線 
沖縄県を代表する楽器。棹と呼ばれる棒に三本の糸が張られた三線は、
弦楽器のなかでも特に撥弦楽器に分類されます。琉球古典音楽から沖
縄民謡、奄美民謡に至るまで琉球王朝文化圏において欠かすことができ
ない楽器のひとつです。 

馬頭琴 
文字どおり頂上に馬の頭部の彫刻を配したモンゴル民族の二弦擦奏弦
鳴楽器です。弦や弓も馬の毛を束ねたものを利用し、愛馬の死を悼んで
つくったなど起源伝説も馬にまつわるものが多いです。 
リズム感を与えたり、近年はチェロの作りを取り入れて改作し、ヨーロッパ
系の音楽の演奏にも利用されています。 
 

６月2８日（日）  
Azalea Hall 

 張 照翔 民族弦楽器 

コンサート 「心弦」    

あんどーさえ 

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 

VOL.1４  

※一部情報を誤って広報しておりました。お詫びして訂正します。 

開演 1１:３0 ６月１３日（土） 

ギャラリー                                             アザレアホール前ロビー 

  

 
 

 

 

 

 

笠原在住の作家の高橋和島さんの作品展です。 

どのようなものが展示されるのか、どうぞお楽しみに♪ 

※図書館分館共同事業 

 

◆高橋和島 
「時代劇作家展」 

 
 

  5月下旬開催  



 

 
 

＊＊＊ 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  !! 

まだまだ申し込めるお気軽講座♪ 
ぜひ、お友だちやご主人を誘って 
ご参加を！ 

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 

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 

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 

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 

子ども対象 年間講座 

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 

【日時】初回5月9日(土) 

        午前10時から第2・4土曜日 

【場所】笠原中央公民館ホール 

【受講料】年間5,000円【定員】20人 

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6月6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。 

講座 SCHOOL [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/  

※布ぞうり作りと簡単ベーカリーは、定員に達しました。ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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？ 
 

 【日 程】5月9日・16日・6月13日（土） 全3回 

     10:00～12:00 

 【受講料】1,500円（材料費込） 

 【定 員】20名 

 【対 象】小学生 

 【持ち物】汚れても良い服装・エプロン 

子ども陶芸教室 
 

 

 

 

 

 
 

季節の野菜を使ったケーキを作ってお持ち帰り♪ 

ちょっと一息、地元で採れた野菜でスペシャルランチタイム。 

  

【日 程】5月11日 サツマイモのケーキ 

     5月25日 紅茶のシフォンケーキ 

     6月8日   バナナケーキ 

      （月） 全3回 10:00～13:00 

   ※レシピは、変更になる場合もあります。 

 【受講料】4,500円（材料費込） 

 【定 員】16名  【対 象】一般 

 【持ち物】エプロン・布巾（2.3枚） 三角巾（バンダナ） 

      持ち帰り用の入れ物 

 季節の野菜で 
ランチ＆スイーツ「春」 



利用時間   午前9時から午後9時15分 

休館日  年末年始（12/29～1/3） 

利用料金 
 １回100円（高校生50円） 

 回数券1,000円（12回分） 

利用対象 
 高校生以上  
 ※市外の方もご利用いただけます。 

トレーニングマシーンをリニューアル 

ホールに愛称を設けました 
アザレアの名前、魅力ある取り組みを、全国に発信していきます。 笠原の文化・体育施設 

                  
 
 

今春、生まれた取り組みをご紹介します。     

NEW START 

１回100円でおこなえる充実の健康づくり 

はじめご利用の方へ 

○トレーニング室のご利用にあたっ 

 ては、講習会の受講（1時間程度、 

 受講料1,000円）が必要になります。 

※総合体育館の受講済みカードをすで

にお持ちの方は、約5分の簡単な 

講習で利用いただけます。(毎日随時 

 実施。受講料1,000円が必要です。) 

 

○毎月「あしすと」や「TAJIMIST」 

 で、ご案内しています。  

 ※今月の日程は５ページに掲載 

 

○トレーニング室を活用した講座も随 

 時実施しています。 

 講座では、インストラクターがダイ 

 エット、筋力アップ等の各プログラ 

 ムをご紹介します。 

 勿論、講習会と同等にトレーニング 

 カードを発行いたします。  

  

１００ トレーニングルーム ヴァージョンUP 

利用案内 

  ここで聴く音楽は特別!! 
  本当に素敵なホールです 
 

このホールの音響の良さは、日本を代表するN響メンバーも大絶賛
し、全国的にもトップクラスと言えます。また、拡声装置（マイク・ス
ピーカー）のメンテナンスも充実させたことで、どのジャンルの催事に
もワンランク上の満足度が得られるはずです。 
 

出演者として舞台の上から、 
観客として客席から、 
このホールの魅力を実感してください。 

液
晶
テ
レ
ビ
付
き 

有
酸
素
系
マ
シ
ン
11
台
を
導
入 

ホール愛称決定 

   アザレアホール Azalea Hall 
 アザレア ＝ 花 ツツジ 

「ツツジ」は笠原の花として、合併後は多治見市の花として親しまれています。 

 春にはツツジの花が咲き誇る光景がホール周辺の至る所でみられます。 

↑話題のジョーバも導入 
 

 トレーニングカードも 

 リニューアル ↓ 

 お問い合わせ 

 笠原体育館 8:30～21:30 

 多治見市笠原町2072-5 

 TEL 0572-43-6285 

新しくアザレアホールの案内看板が出来上がりました。→ 

(笠原歌謡愛好会・FMA様主催歌の祭典のチャリティー 

基金から寄贈していただきました) 



図書館笠原分館            電話43-5155 

地域情報 

◎5月の休館日  
  11日（月）・18日（月）・21日(木)・25日(月) 
  

◎5月のおはなしの会  
  2日（土)、16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♪ 
 

＜図書館からのおしらせ＞ 
笠原町出身のグランドハープ奏者小川真騎子さんの絵本「とー

のーはえーのー」を展示しています。 

この絵本は昨年１０月に開催されたロビコンで小川さんが読み

聞かせを行い好評だった東濃弁の絵本です。 

今回、小川さんのご好意により図書館で複製本を制作させて頂

きました。貸出もできます。 
 

※開館時間外の返却は返却ポストをご利用ください。 
  

クラリネット＆ピアノ 
 

工藤雄司  
  1st.クラリネットリサイタル 

 

【日   時】5月31日(日)  

     16：00開場 16：30開演 

【場   所】笠原中央公民館 アザレアホール 

【チケット】一般前売2,000円／当日2,500円 

      高校生以下前売1,500円／当日2,000円 

【問合せ】Music Office Nobuchi 090-1209-4212 

5月から始めるスポーツ 

トレーニング室利用講習会 
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 

【5月の講習会】(1回 約1時間) 

 2日(土)18:30～19:30  18日(月)10:00～11:00 

10日(日)18:30～19:30  24日(日)18:30～19:30 

14日(木)18:45～19:45  26日(火)14:00～15:00 

 17日(日)18:30～19:30  31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) 
 

◆トレーニング室お気軽講座◆ 

腰痛、肩こり撃退プログラム 

【期 日】6月22日（月） 13：30～14：00 

【場 所】笠原体育館 トレーニング室 

【定 員】先着5名 【対象】高齢者 【受講料】無料 

【申 込】5月15日（金）午前9時～ 
 

◆スポーツワンポイントレッスン◆ 

運動家で君もスーパーヒーローだ!! かけっこ教室 

【期 日】6月11日（木） 16：00～17：00 

【場 所】笠原体育館 第1競技場 

【定 員】10名（申し込み順） 【対象】小学生 

【受講料】100円 

【持ち物】室内用シューズ・水分・タオル 

【申 込】5月15日（金）午前9時～ 
 

●問合せ先● 

（財）多治見市体育協会 笠原体育館  

 電話43-6285 午前9時～午後9時 

スポーツ  SPORTS  笠原体育館  

電話43-6285（直通） 

1st．Stage 
 

 ジュニアオーケストラ多治見 
      定期演奏会 

 

【日   時】5月24日(日)  

     13：30開場 14：00開演 

【場   所】笠原中央公民館 アザレアホール 

【チケット】全席自由  一人300円  ペア券500円 

【問合せ】 090-9179-0417（斎藤） 

かさはら和太鼓「風」  

体験者募集!! 
 
太鼓を叩いてストレス発散！ 
かさはら和太鼓「風」では、ただいま団員を募集して
います。 
毎週水曜日夜7時半から、笠原中央公民館アザレア
ホールにて和太鼓の練習をし
ています。 
試しに体験してみませんか？
お待ちしています。 

【問合せ】 

090-3935-1235（加藤） 

笠原中学校 

資源回収にご協力ください！  
 
【日 時】 5月10日（日） １２：３０～  
【回収物】 新聞紙、雑誌、ダンボール、アルミ缶 
      牛乳パック、ボロ  
【回収しない物】 ペットボトル、毛布、ふとん 
 
町内企業、各種団体の方で事前回収・個別回収を希望
の方は5月7日までに笠原中（４３－４１６５）にご
連絡ください。 



 かさはらカレンダー  2009.5 

｢あしすと｣は、笠原地区文化・体育施設の指定管理者・財団法人多治見市文化振興事業団が発行編集しています。 

このカレンダーは｢2009年度版かさはらｶﾚﾝﾀﾞｰ｣(笠原校区青少年まちづくり市民会議発行)に基づいて作成しています。同ｶﾚﾝﾀﾞｰの掲載内容

の更新・変更は、毎号の「あしすと」に掲載していきます。 

1 金 

笠原中央公民館 申込開始[ﾎｰﾙH22.5月分まで、会議室他H21.7月分まで] 
笠原体育館[H21.8月分まで]（5月9日まで受付）  交通安全日 
ことぶき学級開講式（笠原中央公民館）9:30～ 
午後のリラックスヨガ（笠原中央公民館）15:00～ 

  燃やすごみ 

2 土 トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18:30～ 
おはなしの会（図書館分館）10:30～     

3 日       
4 月       
5 火       
6 水      

7 木 陶芸教室（笠原中央公民館陶芸工房）①10:00～ ②19:00～ 
はじめてのﾊﾝｸﾞﾙ語（笠原中央公民館）19:00～ 

    

8 金 ことぶき学級 合唱（笠原中央公民館）9:00～   燃やすごみ 

9 土 子ども陶芸教室（笠原中央公民館陶芸工房）10:00～ 
子ども和太鼓教室（笠原中央公民館アザレアホール）10:00～ 

    

10 日 笠原中 資源回収 トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18:30～     

11 月 季節の野菜でﾗﾝﾁ&ｽｲｰﾂ（笠原中央公民館料理教室）１０:００～ 図書館休館日   

12 火     燃やすごみ 

13 水 笠原幼稚園 小運動会 
ぐるりん!ジャンプ!ちびっこ体操教室(笠原体育館）18:00～ 

  破砕ごみ① 

14 木 トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18:45～ 
陶芸教室（笠原中央公民館陶芸工房）①10:00～ ②19:00～ 

  金属・紙・布類① 

15 金 
交通安全日  笠原小・中開放施設調整会議 
お気軽Ｈａｐｐｙｽｸｰﾙ 絵手紙講座（笠原中央公民館）9:00～ 
午後のリラックスヨガ（笠原中央公民館）15:00～ 

  燃やすごみ 

16 土 
子ども陶芸教室（笠原中央公民館陶芸工房）10:00～ 
おはなしの会（図書館分館）10:30～ 
高橋誠コンサート（笠原中央公民館アザレアホール）19:00 

    

17 日 市民総体（笠原体育館ほか） 
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） 

18 月 トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）10:00～ 図書館休館日   

19 火 お気軽Ｈａｐｐｙｽｸｰﾙ 布ぞうり講座ﾊﾞｽ見学（笠原中央公民館）9:00～   燃やすごみ 

20 水 
ことぶき学級 ペン習字（笠原中央公民館）9:00～ 
ｽﾎﾟｰﾂﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄﾚｯｽﾝ ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙにﾁｬﾚﾝｼﾞ!!(笠原体育館）16:00～ 
ぐるりん!ジャンプ!ちびっこ体操教室(笠原体育館）18:00～ 

    

21 木 
陶芸教室（笠原中央公民館陶芸工房）①10:00～ ②19:00～ 
はじめてのﾊﾝｸﾞﾙ語（笠原中央公民館）19:00～ 

図書館休館日 金属・紙・布類② 

22 金 ことぶき学級 合唱（笠原中央公民館）9:00～ 
午後のリラックスヨガ（笠原中央公民館）15:00～ 

  燃やすごみ 

23 土 五木ひろしコンサート（笠原中央公民館アザレアホール）①14:00～ ②18:00～     

24 日 各区対抗ソフトバレーボール大会（笠原体育館） 
トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18:30～     

25 月 季節の野菜でﾗﾝﾁ&ｽｲｰﾂ（笠原中央公民館料理教室）１０:００～ 図書館休館日   

26 火 笠原中 修学旅行（28日まで） 
トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）14:00～   燃やすごみ 

27 水 ぐるりん!ジャンプ!ちびっこ体操教室(笠原体育館）18:00～   破砕ごみ② 

28 木 陶芸教室（笠原中央公民館陶芸工房）①10:00～ ②19:00～ 

環境自治体会議分科会（笠原中央公民館 3F）13:00～ 
  有害ごみ・天ぷら油① 

ビン・ペット・発泡類① 

29 金 

お気軽Ｈａｐｐｙｽｸｰﾙ 絵手紙講座（笠原中央公民館）9:00～ 
女性のためのダイエットプログラム（笠原体育館）①10:00～ ②13:00～ 
午後のリラックスヨガ（笠原中央公民館）15:00～ 
ﾜｰﾙﾄﾞｸｯｷﾝｸﾞ講座「カナダ」（笠原中央公民館料理教室）19:00～ 

  燃やすごみ 

30 土       

31 日 トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18:30～   


