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あしすと 

 笠原町総合情報誌 
 笠原地区の文化・体育施設催し物案内 

年末年始休館のお知らせ 
笠原中央公民館・笠原体育館 
１２月２９日（水）から１月３日（月）まで休館となります 
図書館笠原分館 
１２月２７日（月）から１月４日（火）まで休館となります 

 

アザレアホール   
コンサート情報 

 

本物の歌唱力だからこそ感じる唄のココロ 
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１２月１２日（日）  
 

開場１６：００ 開演１６：３０ 
 

 

全席指定 5,500円   

出産…、育児…、 
今年一年の喜びを  
皆様に直接お伝えします。 
 
ただいま好評発売中 

名曲 『涙そうそう』 を生で聴く 

岐阜では笠原公演のみ開催 600席の贅沢な空間 

あなたは体験されましたか？  限定１００席のプレミアムコンサート  

アーティストの息遣いのわかる距離まで迫る  １００人のプレミアムな セ・カ・イ 
Vol.１１ 

加納裕生野＆尾池亜美コンサート 
１２月５日（日） １３：３０開場  １４：００開演 
入場料 1,000円   

Vol.１２ 

メリット・ベル・リンガーと 
フェアリーミュージシャンによる X’masコンサート 
１２月１９日（日） １３：３０開場  １４：００開演 
入場料 ５00円   

NATSUKAWA RIMI 

 今回のコンサートは特別！ お子様もご入場いただけます。         ※3歳以上有料 



 

 ほのぼのあそびパーク    みて・さわって・かんがえる 

現在募集中  笠原発講座 

ギャラリー  
情報    

 笠原中央公民館 ギャラリー 

１２月４日（土） １１：００～１２：００ お菓子の家づくり昔遊びで楽 

１２月のトレーニングﾞ室 利用講習会 

受講料： 1,000円    所要時間： 約1時間  

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  

 

 図書館笠原分館      

臨時休館のお知らせ 
１月１８日（火）～２１日（金）は、蔵書点検のため 
臨時休館します。 
本館、子ども情報センターも同様に休館となります。 

        ４日（土） 
18日（土）   

◆12月のおはなしの会   
 クリスマスのおはなし 

１２月の休館日  
６日(月）、１３日（月）、１６日（木）、２０日（月） 
２７日（月）～１月４日（火） 
※開館時間外の返却は返却ポストをご利用ください。 

５日（日） 18:15～19:15 / 19:45～20:45 10日(金） 10:00～11:00 

1５日（水） 19:45～20:４５ 20日（月） １４：００～１５：００ 

25日（土） 18:15～19:15 / 19:45～20:４５   

公民館利用者の方や地域の方の芸術・文化活動をご紹介しています。 

富士と花と赤いポスト 
 

１２月１日（水）～１２月１６日（木） 

富士山に魅せられて１０年。天気予報を気にしながら年に数回富士山まで写真を撮りに行き
ます。今回は、富士山のほかに花や雪、赤いポストなど今までに撮りためたものも展示します。
今は、なかなか見ることがなくなった赤いポスト、懐かしく思っていただけると幸いです。 

世の中がすさまじいスピードで動いています。年を重ねるごとに時代に乗ることが困難に思え
るほど、記憶する暇もなくなりつつあります。 
いち早く漫画川柳で世相や出来事を振り返り今年の納めができたらと思います。 

漫画川柳 

今年の１０大ニュース 

１２月１日（水）～１２月２０日（月） 

１３：００～１７：００ 好きな時間に来てね 

楽太郎から  六代目 円楽襲名 笠原に登場  

チケット発売開始 
１２月4日（土） 午前９時 公民館窓口で発売 
チケットはお電話でもご予約いただけます 

 お気軽Happyスクール から      

１２月８日（水）  １０：００~１２：００  
フエルトで干支を作る 

 一般1,000円/特典900円  
 持ち物：いらない雑誌  

１２月１１日（土）  １０：００~12：00 
アロマキャンドル 

 一般1,500円/特典1,400円  

１２月１６日（木） １０：００~１２：００ 
土鈴で干支を作る 

 一般1,000円/特典900円 
  

持ち物：モチーフとなる花・油性ペン（細字）  筆ペン・ポケットティッシュ  

  

１2月18日(土) １０：００～１０：４５ 
スポーツ！ワンポイントレッスン「ステップ」を楽しく学ぼう講座 

100円 （対象：小学４年～中学生）  
持ち物：運動の出来る服装  室内用シューズ  

１２月２日（木）・６日（月）・９日（木）・１３日（月）１４：００～１６：００  
短期集中！  勝つための技術アップ上級者卓球教室 

2,100円 （対象：一般男女） 
持ち物：運動の出来る服装  室内用シューズ   

 スポーツ講座から                     

整理券配布終了 

特典 
①60歳以上は割引価格  
②1人が60歳以上ならばペアとも   
  割引価格  
③毎回ティータイム付き 

14：00～14:30 絵本コーナー 

◆木の実で工作 

どんぐりトトロや松ぼっくりツリーを 
作ろう！ ※参加無料 

        ４日（土） 
1１日（土） 
１８日（土） 
25日（土）   

お申込み・お問い合わせ 笠原体育館 ☎４３－６２８５ 
 各回定員（８人）を設けていますので、お電話でご予約ください。 ただし、高校生以上の
方が対象です。 ※18：00以降の講習は4名まで 

16:00 開場  / 16:30 開演    三遊亭円楽 

  独演会 

２０１１年２月１３日（日）  アザレアホール 

 
 

入場料 指定席 2,500円（たじともclub会員2,000円） 
       自由席 2,000円（たじともclub会員同額） 



 「元旦歩こう会」は、保険への加入手続き等を要するため申込みが必要になります。申込用紙またはお電話でお申し込みください。 
  締切 １２月２４日（金）  申込先 笠原中央公民館 TEL０５７２－４３－５１５５ FAX０５７２－４３－６５１１ 

○主催 笠原校区青少年まちづくり市民会議  ○協力 KTS ・ 多治見市笠原中央公民館 

 地域情報        

  

 笠原地域福祉協議会・笠原中央公民館 連携講座   

簡単にできるキムチ漬け  １２/8（水）  １０：００~１２：00 
 

大根と白菜を使ったキムチを作ります。 

定 員：15名  参加費：1,000円（材料費込） 
持ち物：エプロン・三角巾・布巾・持ち帰り用の入れ物 
 

※11月号あしすとで材料費の掲載に誤りがありました。 
  お詫びして訂正いたします。 

心がほっとするスキンケア  １２/６（月） １０：００~１２：００ 
 

暖房や紫外線で乾燥気味になるこれからの季節。お肌に潤いを与え
るスキンケアを学びます。眉毛のお手入れ方法も指導します。 

定 員：20名   参加費：500円 
持ち物：化粧水などメイク用品一式・タオル・洗面器 
       スタンド式鏡・髪留め 

  

 笠原地域子育て支援センターからのお知らせ 

“うずまきたこ”を作ろう   1/１１（火）～１４（金） １０：００～１１：１５ 
 

小さな子でも簡単に遊べる『たこ』を作ります。 
※申し込みは必要ありません。時間内にお越しください。 

人形劇と給食試食会   1/１９（水）  １０：００～１１：４５ 
「人形劇団あっけらかん」の人形劇を見た後、給食の試食をします。 
演 目：「ちょきちょきバーバー」「しょうぼうじどうしゃ じぷた」 
定 員：給食を食べるお子さん１５名 
持ち物：エプロン・手拭きタオル・おしぼり・給食費２６０円 
※申し込みが必要です。２ヶ月前より受け付けます。 

問合せ  笠原地域子育て支援センター （笠原保育園2階） 
TEL/FAX ４４－１９７１ http://blogs.yahoo.co.jp/sien_kasahara 

日時 2011年１月１日（土・祝） 
集合時間 午前６時 
集合場所 笠原中央公民館前広場 
持ち物 懐中電灯・手袋・タオル等 
参加料 一人200円（保険料・おやつ・飲み物代） 
 

コース 笠原中央公民館～梅平運動公園 
      到着後、公園展望台にて「初日の出」観賞 

   ２０１１ 元旦イベントのご案内 笠原のお正月 

一年の計は元旦にあり！ 2011年の幕開けは『元旦歩こう会』と『初日の出を見よう会』で 

スタートしませんか？ 

『元旦歩こう会』はコースを変更し、笠原中央公民館から梅平運動公園まで、お子さま、ご家族

がそろって歩くことのできるコースにしました。 

日時 2011年１月１日（土・祝） 
集合時間 午前６時４５分 
集合場所 梅平運動公園 展望台前 
参加料  無料（申込みの必要はありません） 
 

※会場は非常に寒いので、十分な防寒対策をお願いします。 
  希望者にはおやつと飲み物をご提供します。（実費） 

 スポレクかさはら２０１０  ご参加ありがとうございました     
11月7日（日）笠原体育館・中央公民館で行われたスポレクかさはら2010の各部門上位入賞者のみなさま 

  元旦歩こう会 （ウォーキング） 

  初日の出を見よう会 
みんなで一緒だから 

た・の・し・い 

  

  申込み・問合せ  笠原中央公民館 TEL ４３－５１５５ 

 チーム競技 優勝 ２位 ３位 個人競技       

【ソフトバレーボール】   
小学生の部  
中学生の部 
高校生以上の部  
  

 
笠原ミニバスA  
CRASH 
TF－SKKK 
ジャガロック 

 
笠原ミニバスD 
笠原Jr.バスケ１ 
Oranger 
S３９ C 

 
笠原ミニバスG 
バドD 
みかんちゃん 
Backers 

【グ ラ ウ ン ド ゴ ル フ】  
小学生の部 
一般の部 

 
今井慈玄 さん 
加藤又江 さん 

【ドッヂビー】 
小学生の部 

 
市小ドッヂビー１ 
市小ドッヂビー３ 

 
市小ドッヂビー２ 
市小ドッヂビー４ 

 
ゼーロ・りゅう 
グルコサミン 

 
きたむら こうだい さん 
こじま たつき さん 
ひおき なみ さん  

【ウォーキングラリー】 
小学生の部 
中学生以上の部  

 
Zeroモモ 
Zeroママ 

 

Ｉ ♡ バスケ 

ホワイト 

 
ゼーロアズ 
アカサタナ  

【障害物競走】 
小学生の部 
中学生以上の部 
親子の部  

優勝 



 かさはらカレンダー  2010.12 

｢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｢2010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 水 

笠原中央公民館 申込開始[ﾎｰﾙH23.12月分まで、会議室他H23.2月分まで] 

笠原施設抽選申込開始[H23.3月分まで]（12月9日まで受付) 

ことぶき学級 ペン習字（笠原中央公民館）9：30～ 

木目込み人形で干支を作る（笠原中央公民館）13：00～ 

    

2 木 短期集中!勝つための技術アップ上級者卓球教室（笠原体育館）14：00～    ビン・ペット・発泡類② 

3 金 笠原保育園餅つき 笠原幼稚園餅つき  絵手紙講座（笠原中央公民館）9：30～   燃やすごみ 

4 土 
かさはら探検隊 干支作り（笠原中央公民館）10：00～ 

ほのぼの あそびパーク（笠原中央公民館）11：00～ 

木の実で工作（図書館笠原分館）13：00～  おはなしの会（図書館笠原分館）14：00～ 

    

5 日 
100人のﾌﾟﾚﾐｱﾑなｾｶｲ vol.11加納裕生野＆尾池亜美ｺﾝｻｰﾄ（ｱｻﾞﾚｱﾎｰﾙ）14：00～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18：15～ 19：45～ 
    

6 月 
心がほっとするｽｷﾝｹｱ（笠原中央公民館）10：00～ 

短期集中!勝つための技術アップ上級者卓球教室（笠原体育館）14：00～ 
図書館休館日   

7 火     燃やすごみ 

8 水 
フエルトで干支を作る（笠原中央公民館）10：00～ 

簡単にできるキムチ漬け（笠原中央公民館）10：00～ 
  破砕ごみ① 

9 木 
ﾋﾞｭｰﾃｨ･ﾍﾟﾙｳﾞｨｽ（笠原中央公民館）15：30～ 初めてのﾊﾝｸﾞﾙ語講座（笠原中央公民館）19：00～ 

短期集中!勝つための技術アップ上級者卓球教室（笠原体育館）14：00～ 
  金属・紙・布類① 

10 金 
ことぶき学級 合唱（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）10：00～ 
  燃やすごみ 

11 土 
月替わりパン＆スイーツ（笠原中央公民館）9：30～  ｱﾛﾏｷｬﾝﾄﾞﾙ（笠原中央公民館）10：00～ 

かさはら子ども和太鼓（笠原中央公民館）10：00～ 木の実で工作（図書館笠原分館）13：00～ 
    

12 日 
初級ヴァイオリン・チェロ講座（笠原中央公民館）10：00～  

夏川りみコンサート（アザレアホール）16：30～ 
    

13 月 交通安全日  短期集中!勝つための技術アップ上級者卓球教室（笠原体育館）14：00～ 図書館休館日   

14 火     燃やすごみ 

15 水 
笠原小・中開放施設調整会議  ことぶき学級 ペン習字（笠原中央公民館）9：30～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）19：45～ 
    

16 木 ﾋﾞｭｰﾃｨ･ﾍﾟﾙｳﾞｨｽ（笠原中央公民館）15：30～ 土鈴で干支を作る（笠原中央公民館）10：00～ 図書館休館日 金属・紙・布類② 

17 金 笠原保育園クリスマス会  冷え性撃退！カラダ改善計画！講座（笠原体育館）14：30～   燃やすごみ 

18 土 
ｽﾎﾟｰﾂﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄﾚｯｽﾝ 様々なｽﾎﾟｰﾂにつながる｢ｽﾃｯﾌﾟ｣を楽しもう!(笠原体育館)10：00～  

木の実で工作（図書館笠原分館）13：00～ おはなしの会（図書館笠原分館）14：00～ 
    

19 日 
家庭の日  クリスマスケーキを作ろう（笠原中央公民館）10：00～ 

100人のﾌﾟﾚﾐｱﾑなｾｶｲ vol.12 

ﾒﾘｯﾄ・ﾍﾞﾙ･ﾘﾝｶﾞｰとﾌｪｱﾘｰﾐｭｰｼﾞｼｬﾝによるXmasコンサート（アザレアホール）14：00～ 

  
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ家庭ごみ 

持込（午前9時～12時） 

20 月 
交通安全日  季節の野菜でランチ＆スイーツ（笠原中央公民館）10：00～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）14：00～ 体操の日（笠原体育館）16：00～ 
図書館休館日   

21 火    燃やすごみ 

22 水     破砕ごみ② 

23 木 初めてのハングル語講座（笠原中央公民館）19：00～   ビン・ペット・発泡類① 

24 金 笠原幼稚園2学期終業式  ことぶき学級 合唱（笠原中央公民館）9：00～     燃やすごみ 

25 土 
かさはら子ども和太鼓（笠原中央公民館）10：00～  木の実で工作（図書館笠原分館）13：00～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18：15～ 19：45～ 
    

26 日 初級ヴァイオリン・チェロ講座（笠原中央公民館）10：00～      

27 月   図書館休館日   

28 火   図書館休館日 燃やすごみ 

29 水 図書館休館日   

30 木 図書館休館日 燃やすごみ 

31 金 図書館休館日   

笠原中央公民館・笠原体育館は休館となります。 
12月29日（水）から1月3日（月）まで 

（図書館笠原分館は、12/27（月）～1/4（火） 休館） 


