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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。 

 

2009 

Azalea Hall 

TAJIMI  KASAHARA 

  AUGUST    

 笠原校区 

わたしの主張大会   
 

2009年6月14日（日） 

アザレアホール 
 

6月14日（日）に開催された笠原地

区大会では、小学生3人、中学生3

人の皆さんが元気いっぱいに、日頃

の体験を通じて感じたこと、考えた

ことを発表しました。 

 

厳正な審査の結果、加藤碧乃さんと

杉江侑亮さんが多治見市大会に出場

（6月28日（日）文化会館）し、杉

江侑亮さんは見事優秀賞を受賞しま

した。 

 

笠原小学校 

6年 前田翔一朗 

  「父のようになりたい」 

6年 大野莉奈 

  「思い切った挑戦」 

6年 加藤碧乃 

  「自分を高めるそうじ」 

 

笠原中学校 

３年 各務紗世 

  「かけがえのない大切なもの」 

３年 塚本満也 

  「おいしそうな残飯」 

３年 杉江侑亮 

  「人の役に立つこと」 

地 域 情 報  「かさはら」 が、一番あつくなる日。 8月8日（土） 

先人が慈しんだこの地に誇りを持つ住民たちが 
汗とパワーを結集してつくりあげる 
 

KASAHARA － IKOMAI MATSURI 
 

笠原町の様々な分野で活躍する団体が、 
それぞれの特色を生かし、力を合わせ、 
日本一熱い夏まつりを企画。 
 

笠原の一番暑い夏 － 
 

「かさはらいこまい祭」で、 
世代を超えて、ふれあい、楽しみ、感動を共有し、 
元気いっぱい、踊ろう！ 騒ごう！ はじけよう！ 

主催：かさはらいこまい祭実行委員会 
     笠原校区青少年まちづくり市民会議 
     多治見市 
    （財）多治見市文化振興事業団 
     多治見市笠原中央公民館 

８（パチ） － ８（パチ） はじけろ いこまい祭 

 

い
こ
ま
い
祭 

特
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 いこまいspeciaｌ        「みんなでいこまいッ」 

●D-TRUE チョコ ●おといろアイランド 
●ザ･スターズ ●元気ィーズ 
●MicHeal ●かさはら子ども太鼓「光」 
●ボリビア小町                 他 

      ショータイム 

高さ４メートルのピカチュウフワフワ 

音楽・ダンスのグループがいこまい祭を盛り上げる。 

１５：３０～１９：００ 
会場 ふれあい広場  

ナエトルのたいあたり 

カーリングゲーム 

ポケモンゲームポケット 
ボールなげゲーム 

みて、きいて、たべて、体験して、まるごと一日あそべる 

かさはらいこまい祭 

★笠原中学吹奏楽クラブ演奏会 16:00～  
                アザレアホール 入場無料 

★新企画は豪華賞品もあたる 実行委員会主催のゲーム大会!!    

 どのタイミングで開催するかはお楽しみ!! 

 みんなショータイムに注目だよ 

ポケモンアスレチックランド 

      模擬店 

１4：００～２０：3０ 
会場 ふれあい広場  50円～ 

フランクフルト、たこ焼き、チヂミ、焼きそば、焼き鳥 

ホットドッグ、フロート、漬物、アイス、かき氷、ジュース 

ポップコーン、水風船ヨーヨー etc 

「安くて」「おいしい」 お得な模擬店の数々 

     花火 

いこまいのフィナーレを飾るのは 

恒例 1,000発のHA・NA・BI 

２０：３０～２１：００ 

さあみんなで踊り明かそう 

１9：００～20：3０ 
会場 ふれあい広場   

♪うながっぱパッパソング、新笠原音頭… 

 夏まつりといえば盆踊り!! 

 チビッ子からおじいちゃん、おばあちゃん 

 まで一緒に踊りましょう。  

      踊りタイム 

       昭和レトロコーナー 

１7：００～２０：００ 
会場 ２Fギャラリー  

笠原名物「駄菓子屋」が今年もオープン 

また、ラーメン屋台がいこまい祭にやっ

てきます。 

ポケモン記念写真コーナー 

みんなカメラを持ってきてネ！！ 

      ポケモンDPアドベンチャーパーク 
１０：００～１８：００ 
会場 体育館（メイン会場）  入園料200円   

公民館・体育館を会場に、一日限りのポケモンパークが開園！！ 

ポッチャマといっしょ つりゲーム 



映画館のないまちで楽しむスクリーンの感動 

      映画上映 名探偵コナン  漆黒の追跡者 

昭 和 
の コメディー名作劇場 

平成 21年度 優秀映画鑑賞推進事業 

入場料金  500円 （４作品通し券） 

10:00 本日休診（97分） 柳永二郎、淡島千景、三国連太郎 他 

13:00 幕末太陽伝（110分） フランキー堺、左幸子、石原裕次郎 他 

16:00 ニッポン無責任時代（86分） 植木等、ハナ肇、団令子 他 

18:00 喜劇・女は男のふるさとヨ（90分） 森繁久弥、中村メイコ、倍賞美津子 他 

懐かしの名作映画集  
８/３（月）～８/７（金） 

     こわ～い、こわ～いお話しの会 

暗闇の中、こわ～いお話しの朗読会を 

おこないます。 

キミはこの恐怖に耐えられるか？ 

勇気のある子どもたちは集まれ！ 
※こわ～い、こわ～いお話しの会は8月6日（木）11:00からも開催します。 

１４：００～15:00 
会場 視聴覚室  

 逃げ切れねぇ、か・・・ 

東京を中心に6件の広域連続殺人事件が発生。目暮警部や各県の刑事たちに加え、小五郎も捜査
会議に参加する。そんな中、ふとしたきっかけでコナンは、会議を抜けた一人の刑事がスポーツカーに
乗り込むところを目撃した。その車が黒ずくめの一人、ジンの運転するものだと確信したコナンは、単
独捜査を開始する――。 
遂に宿敵“黒ずくめの男たち”と激突！ 人気TVアニメ「名探偵コナン」劇場版シリーズ第13弾。 

①１０：００～  ②１４：００～   会場 アザレアホール  入場料１，００0円（特典つき）   

 

  楽しさ特盛り、かさはらパラダイス         

KASAHARA シネマウィーク 

     モザイクタイルで  デザインする 

岐阜県現代陶芸美術館で開催された「タイルのきのう・

きょう・あした」で、皆さんにタイルで自動車を面白く

デザインしてもらいました。 

いこまい祭で更に隙間なくモザイクタイルを張り詰めて

いきます。 

 
自動車を 10：００～１7：００ 

会場 ロビー  

 

8月9日（日） 

－ 駄菓子屋シアター  無料   

アニメや世界の名作映画を大公開 －  
あの名作を迫力のスクリーンでお楽しみください。 
 
上映作品： 
 ８/３ 黄色い雨がさ（アニメ）、下宿人、三十九夜 
 ８/４ みにくいあひるの子（アニメ）、 第三の男 他 
 ８/5 塩吹きうす（アニメ）、王女メディア 他 
 ８/６ 父と暮せば、奇傑ゾロ 他 
 ８/７ 楽しいムーミン一家（アニメ）、野ばら 他 

「ほのぼのあそびパーク」は、移動遊園地をイメージしてい

ます。毎月お届けする各種イベントと公民館の各種イベント

を結び、子どもたち、そして大人たちにとっても楽しい夢の

世界を描きます。 

企画・運営：親子ほのぼの推進ネットワーク 

ほのぼのあそびパークは 
主に毎月第１土曜日に開園します。 

参加料・材料費 

無料 

世界にひとつだけの 

竹トンボづくり 

８月８日（土） 

1０:00～12:00 

竹トンボをつくってあそぼう 

いこまい特別企画 

音楽って楽しい！ 

はっけんリズムあそび 

８月６日（木） 

10:00～11:00 

リズムにのってあそぼう！ 

音楽って本当に楽しいよ。 

      ほのぼのあそびパーク 

１０：００～１２：００ 
会場 ロビー  

子どもたちが遊べて、まなべる空間事業 
 整理券配布中 



 コンサート concert        お申し込み・お問い合わせ 笠原中央公民館 ☎43-5155 

      TAJIMI CULTURE  HALL  文化会館 NEWS    

Program 

チャイコフスキー作曲 

歌劇「エフゲニー・オネーギン」より「ポロネーズ」 

ヴァイオリン協奏曲ニ長調 作品35 

交響曲第4番ヘ短調 作品３６ 

１００人 

 ８月２９日（土） 
 18:30 OPEN  １９：００ START 

100人のプレミアムなセカイ 
舞台上に並べられた客席は、幻想的なスモークの世界。そして、色鮮やかな照明が皆様を照らします。 
来場する皆様は、アーティストの巧みな技を間近で楽しむとともに、来場者の互いの表情からもコンサートを 
楽しみます。そして、アーティストは、来場者の様々な表情、反応をヒントに芸術の世界を完成させます。 
100人で創るプレミアムなセカイとは、どんなものか？ ぜひ参加してみてください。 
 

森谷ワカ カルテット 

森谷ワカ・名古路一也・青木弦六・砂掛裕史朗 

ペア 500円 シングル 300円 

 

加納裕生野 プレイベント  ピアノライブ  ９月１３日（日） 開演１１：３０ 

 １１月コンサートのみどころ、ききどころをお伝えします 

入場無料 
VOL.１６ 笠原発 ロビコン 

炎のマエストロ 小林研一郎の多治見公演。毎年多治見のまちに斬新なクラシックを届け 

てくれるコバケン。今回はチャイコフスキー特集、サイトウキネンオーケストラメンバ 

ーでもある島田真千子（ヴァイオリン）とのヴァイオリン協奏曲など、名古屋フィルハーモニーメンバーとともに今年もアツ

く！アツく！お届けします。勿論、多治見公演だけの嬉しい特典「マエストロのプレトーク」もあります。 
  

 全席指定  S席  4,500円 A席 4,000円 （高校生以下は全席  3,500円） 

 ※未就学児の入場不可  お問い合わせ    多治見市文化会館 0572-23-2600  

名古屋フィルハーモニー交響楽団 多治見特別演奏会 

コバケン・スペシャル in Tajimi 
  ９月２７日（日） 開場1５:00  開演  1６:00  

多治見市文化会館 大ホール  

加納裕生野が、一足早く 多治見にやってくる。 

   １１月１日（日） １６：３０start  Azalea Hall 

 いよいよ   8月1日（土）  チケット発売 

巧みな技をもつ3人の若きアーティストがアザレアホールに登場。 

3人の若きビルトゥオーソの饗宴 

      ピアノ三重奏        

 講座 SCHOOL        お申し込み・お問い合わせ 笠原中央公民館 ☎43-5155 

~ 外国の文化を楽しむ ~ 

ワールドクッキング講座 タ イ 王 国 
講師 広瀬ニッタヤー 

日時  ：9月16日（水） １９：００～ 

メニュー：グリーンカレー、トムヤンクン、かぼちゃのココナッツミルク煮 

受講料 ：1,500円（材料費込） 

持ち物 ：エプロン、三角巾、フキン、タオル、料理を持ち帰る入れ物 

「辛くて、酸っぱくて、甘い」タイ料理。その奥深い味わいに魅せれる・・・。 

 8月1日から申込開始 

人気講座です。お早めに!! 

 

お電話でお申し込みできます。 

☎0572-43-5155 

のプレミアムなセカイ  VOL.2 



 図書館笠原分館                            お問い合わせ 笠原中央公民館 ☎43-5155                         

夏休み課題図書 

3日（月）・10日（月）・17日(月)・20日(木)・24日(月)・31日(月) 

 ※開館時間外の返却は返却ポストをご利用ください。 

 スポーツ    SPORTS             お申し込み・お問い合わせ 笠原体育館 ☎43-6285（直通） 
 

 

 
 

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。 

 

 

 
 

 

 

【８月の講習会】(1回 約1時間) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ※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） 
 

８月から始めるスポーツ 
 

トレーニング室利用講習会 

1日 土 18:30～19:30 4日 火 18:45～19:45 

7日 金 10:00～11:00（託児付き（託児料300円））  

9日 日 18:30～19:30 11日 火 10:00～11:00  

15日 土 10:00～11:00 16日 日 18:30～19:30  

19日 水 18:45～19:45 23日 日 18:30～19:30 

29日 土 18:30～19:30  

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 

タオル・飲料水 

こわ～い、こわ～い、おはなしの会  

8月６日（木） 11:00～12:00  参加無料 

8月８日（土） 14:00～15:00  参加無料 

暗闇の中で聴くこわ～い、こわ～いお話し！君は、この恐怖に耐えられるかナ 

 ８月のおはなしの会 

 

 

 

スポーツワンポイントレッスン 

「卓球にチャレンジ!!」 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

秋季親子テニス教室 
 

 

 お知らせ 

 笠原中央公民館文化祭の開催について  
 今年の公民館文化祭は次の日程で開催します。初めての方のご参加も大歓迎、皆様のご参加をお待ちしております。 
 

         展示部門 10／21（水）～25（日）  ステージ部門 10／25（日） 
 

※両部門とも応募資格は、原則として笠原中央公民館の利用団体に限らせていただきます。 

※応募要領は、公民館窓口で配布いたします。 

S chool S Ports 

期 日 9月4日（金） 時 間 16:30～17:30 

場 所 笠原体育館 対 象 小学生（初心者） 

定 員 15名（先着順） 参加費 100円 

申 込 8月15日（土）9:00～  

持ち物 室内用シューズ・水分・タオル  

期 日 

時 間 13:00～15:00 場 所 向島テニスコート 

定 員 25組（先着順） 対 象 幼児から小学生の 

親子（初心者歓迎） 

受講料 親子一組 5,250円 子ども一人 3,150円

（無料貸しラケット有り） 

申 込 8月15日（土）9:00～ 

9月5日～10月24日毎週土曜日 全8回  

1日（土)、15日(土) 10：30～11：00 

絵本や紙芝居の読み聞かせを行います。 

みんなで聴きに来てね！ 
※読み聞かせボランティア募集中♪ 

８月の休館日 

 図書館で不要になった書籍を  

 お譲りします。  

８月８日（土）  

笠原中央公民館１階ロビー 

（いこまい祭内） 

 今年もやります! 

リサイクル市 

・返却カウンター横に課題図書コーナーを設置しました。また、読書感想文の書き方の本も用意しています。 

 ※夏休み期間中は貸出が１人１冊、１週間になります。（返却期限は必ず守ってくださいね。） 



 かさはらカレンダー  2009.8 

｢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。 

※ごみ収集区域：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 

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 土 

笠原中央公民館 申込開始[ﾎｰﾙH22.8月分まで、会議室他H21.10月分まで] 

笠原体育館[H21.11月分まで]（8月9日まで受付） 多治見市制記念花火大会 

裸足でｷｯｸ!ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ教室（笠原体育館）16:45～ 

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 10:00～                          

    

 2  日 岐阜県消防操法大会・消防団笠原第一分団出場（飛騨市）     

3 月 
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  図書館休館日   

4 火 トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18:45～   燃やすごみ 

5 水 
ことぶき学級 ペン習字（笠原中央公民館）9:00～ 

かんたん！草木染め体験教室（笠原中央公民館）10:00～ 
  破砕ごみ① 

6 木 
ほのぼの あそびパーク（笠原中央公民館）10：00～ 

こわ～い、こわ～い、おはなしの会（笠原中央公民館）10:00～ 
 金属・紙・布類① 

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

8 土 
かさはらいこまい祭（笠原中央公民館） 

ほのぼの あそびパーク（笠原中央公民館）10：00～ 
    

 9  日       

10 月 
夏休み！ちょっとだけコツ教えます！体操教室(笠原体育館)10:00～ 

お気軽講座 憧れのスイマ・ボディを手に入れる（笠原体育館）17:30～ 
図書館休館日   

11 火 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 

12 水       
13 木     金属・紙・布類② 

14 金 富士区夏祭り   燃やすごみ 

15 土 
音羽区・上原区・向島区・釜区・平園区夏祭り 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）10:00～  おはなしの会10:00～ 
    

 16  日 
神戸区夏祭り  笠原幼・小・中 愛園・愛校作業 

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） 

17 月 
栄区夏祭り 笠原小・中開放施設調整会議 

なりきり花屋さん（笠原中央公民館）10:00～ 
図書館休館日   

18 火     燃やすごみ 

19 水 
ことぶき学級 ペン習字（笠原中央公民館）9:00～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18:45～ 
  破砕ごみ② 

20 木   図書館休館日 
有害ごみ・天ぷら油① 
ビン・ペット・発泡類① 

21 金 
なりきりアスリート（笠原中央公民館）10:00～ 

午後のリラックスヨガ（笠原中央公民館）15:00～ 
  燃やすごみ 

22 土       

 23  日 トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18:30～     

24 月   図書館休館日   

25 火 なりきりタイルデザイナー（笠原中央公民館）9:30～   燃やすごみ 

26 水 かさはら探検隊 サイエンスワールド見学      

27 木     
有害ごみ・天ぷら油② 
ビン・ペット・発泡類② 

28 金 

笠原保育園 プール納め 

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 

29 土 

H24年「ぎふ清流国体」応援イベント卓球講習会(笠原体育館)10:00～ 

森谷ワカ カルテット Jazz Concert（笠原中央公民館アザレアホール）19:00～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18:30～ 

    

 30  日 親子で一緒にちょっとだけ強くなる！空手道体験教室（笠原体育館）10:00～     

31 月  図書館休館日  


