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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。 

 TAJIMI  KASAHARA 

舞台芸術の凄さ、アーティストの巧みな技を 
子どもたちに伝えたい 
 

入場料 500円  小学生以下無料 
※座席は舞台上を使います。 
※小学生以下の方も整理券を配布しています。 

ワンテーブル単位で料理教室を開放いたします。コンロ、オーブンなど自由にお使いくださ
い。また、講師も待機しますので微妙な火加減など、ワンポイントアドバイスもいたします。 

5月15日(土) ロールパン教室 

6月19日(土) クッキー教室 

７月17日(土) ピザ教室 

高い技術をもつソリストたちの魔法の声を皆様の心にお届けいたします。 
その声が生まれる瞬間を見つけてもらいたく、100人のプレミアムで 
企画しました。 
 

その声 凄いんです。 

 

2010. 

APRIL 

 

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 

 4月２５日（日） 開場１５：３０ 開演１６：００ 
 Azalea Hall  
   アザレアホール 

多治見市笠原中央公民館 

 ワンコイン キッチン   

開放日 ：5/15・6/19・7/17（土）13:00～16:00 
料  金 ：１テーブル500円/2H 
※ご希望によりレシピ・材料もご用意いたします。（実費） 

 

お芝居と音楽で綴る  私たちの・・・ 

 フンパーディング作曲   ヘンゼルとグレーテル 

 親子で楽しめる歌劇に            
オペラ 挑           戦   

時  間  ：各回 ９：３０～１２：００ 
受講料  ：1組（1人～3人）500円 
材料費  ：一人1,000円 

 月替わり パン＆スイーツ教室   

家族で 料理にチャレンジしませんか？ 

 手軽に 

春 からお届けする 

笠原中央公民館 新企画 
 設備の充実している公民館料理教室をおもいっきり活用する新企画 ！ 
 専門講師が待機し、皆様のパン作りやお菓子作りをサポートします。 
 週末、ご家族で料理にチャレンジしてみてください。 

週 末 

ク キ ッ ン グ 
工 房 
こうぼう 

充実の設備をワンテーブル単位で開放いたします。 

お申し込み・お問い合わせ  笠原中央公民館 ☎43-5155 



 

 笠原・精華公民館企画   

キミも プラズマ博士だ！！ 
プラズマは近未来エネルギーと呼ばれ、その研究が日々進められて
います。子ども向けの解説で最先端施設を見学、また、プラズマ等を
テーマにした科学実験教室を開催します。 

５月2２日（土） 核融合科学研究所見学会 

６月５日（土）  科学実験教室 

時 間 10:00～1２:00 核融合科学研究所 土岐市下石町322-6 

時 間 10:00～1２:00 精華公民館 多治見市上野町４－２３－１ 

・どちらかだけの参加もできます。 
・両日とも現地集合・現地解散となります。 

参加・材料費 無料 

お申し込み  笠原中央公民館   ☎43-5155 

 公民館 
 講座 
 

 ☎43-5155 

お気軽講座 Happyスクール 「春」シリーズ 
「気軽に何かをはじめてみたい」余暇を楽しむ世代に向けた講座です。   

A 
 季節を楽しむ草木染め講座 
 

 講師 大鋳 栄 
 ヨモギを使いオリジナルショールを楽しみます。 
 
 

  4/22（木） 

時 間 10:00～12:00 受講料 
 一般 3，300円 
 特典 3，200円 

B 
 ハーブを使った生活講座 ～ハーバルライフ～ 
  

  講師 海部 侑子 
 公民館の花壇を使ってガーデニングを楽しみながら、ハーブ 
 の活用術を学びます。 
 

４/2３・５/２８・６/２５・７/２３（金） 

時 間 10:00～12:00 受講料 
 一般 6，000円 
 特典 5，5００円 

C 
 木目込みでこいのぼりをつくろう  
  

 講師 長 和美 
 「端午の節句」を木目込み人形で作ります。 
 
 

５/１３（木） 

時 間 13:00～16:00 受講料 
 一般 3,300円 
 特典 3,200円 

D 
 超初心者向けパソコン講座 
  

 講師 梅田 幸成 
 まったく初めての方を対象に、ワード、インターネットの活用  
 を学びます。 
 

 ５/２０・２７・６/３（木） 

時 間 10:00～11:30 受講料 
 一般 1,500円 
 特典 1,000円 

E 
 初夏の絵手紙講座  
 

 講師 中島 慶子 
 お友達や親しい方に心を込めて「暑中見舞い」を送ってみ  
 ませんか？ 
 

５/２１・６/４・１８・７/２・１６（金） 

時 間 9:30～11:30 受講料 
 一般 3,500円 
 特典 3,000円 

F 
 初心者のためのギター講座  
 

 講師 三宅 真一 
 初めての方、若い頃に少しやっていた方、文化祭での演奏 
 に向けて一緒に頑張りましょう。  
 

６/６・２０・７/４・１８・８/１・２２・９/５・１９・１０/３・１７（日） 

時 間 10:00～11:30 受講料 
 一般 5,500円 
 特典 4,800円 

特典 ①60歳以上の方は割引価格 ②ペア大歓迎 1人が60歳以上ならば2人とも割引価格 ③毎回ティータイム付き 

様々な世代がイキイキし、楽しめる教室をつくりました。 

バス研修 
  陶芸の里  

  とこなめ 

常 滑 
常滑焼で有名な愛知県常滑市の陶芸施設を見学します。 

4月24日（土） ８:３０集合 （帰り）18:00予定  

集合 笠原中央公民館  陶芸教室講師 高橋義孝氏同行 

8:30集合 ⇒ 高速利用 ⇒ 武豊町：盛田味の館（昼食） ⇒ 
 

常滑市内散策 ⇒ 高速利用 刈谷SA休憩 ⇒ 18:00到着予定 

 参加料  3,500円 （昼食付き） 



 初心者料理講座  ～二人で簡単クッキング～ 
 

 講師 多治見 基美 
 包丁の使い方からはじめる初心者向け料理講座。 
 マグロ丼・具たくさんのわかめスープ他 
 

 ５/９・２３・６/１３・２７（日）  

時 間 １７：００～２０：００ 

受講料 ペア申込 ５，５００円 / 一人申込 6,000円 

季節の野菜でランチ＆スイーツ 
 

講師 洞谷 多美江 
地元で収穫する野菜を使ったアイデアランチと 
簡単で美味しいスイーツ作りに挑戦します。 
 
 
 
 
 
 
          

時 間 １０:０0～13:00 受講料 ４，５００円 

 

５/１９（水）  
プレーンシフォンケーキカスタードソース添え 
デミグラスオムライス 

 

６/２（水）  
さっぱり餡ワラビもち ちんすこう 
ほうとう 

 

6/16（水） 
パイナップルケーキ 
玉ねぎソースのナポリタン 

ビューティー・ペルヴィス（骨盤矯正）ヨガ講座 
 

講師 RYOKO 
骨盤を中心に全身のバランスを整えるプログラムです。 
 

５/２０・２７・６/１０・１７・24・７/８・１５（木）  

時 間 １５：３0～1７:00 受講料 ３，5００円 

陶芸教室 
 

講師 高橋 義孝 
多治見が全国に誇る文化である陶芸、このまちの人 
には深くその魅力を知ってもらいたい。 
 

５/２７・６/３・１０・１７・２４・７/１・８・２２・２９・８/５・１９・２６・ 
９/９・１６・３０（木）  

時 間 ①  9:30～11:30 
②19:00～21:00 

受講料 8,000円 

はじめてのハングル語講座 
 

講師 黄 載和 
韓国旅行を想定した内容でハングル語を学びます。 
 

６/１０・２４・７/８・２２・８/５・２６（木）  

時 間 19:00～20:30 受講料    ３，5００円 

くるりん！ジャンプ！ちびっこ体操教室 

   ～ いろんな動きを身につけよう！ ～ 
 

講師 多治見市体操協会 
幼児（年長）から小学生３年生を対象にした体操教室、運
動神経を鍛えましょう。      
 

５/１２・１９・２６・６/２・９・１６（木）   申込４/１５（木）９：００～ 

時 間 18：00～19：30 
※5/19・6/2 17:30～19：00 

受講料 ３，１５０円 

対 象 幼児（年長）～小学生３年生 

ウォーキング＆筋力アップ講座 
 

講師 上杉恵美 
ウォーキングの基礎を学びながら筋力アップを図ります。 
 

５/２４・６/７・１４・２１・７/５（月）     申込４/１５（木）９：００～ 

時 間 １0：00～11:15 受講料 １，５００円 

対 象 ４０代～６０代の方 

スポーツワンポイントレッスン 

ソフトテニスの技術少しだけアップ講座 
 

講師 体育館インストラクター  貸出ラケットあります 
 

５/２0（木）                    申込４/１５（木）９：００～ 

時 間 １７：３0～1８:３０ 受講料 １００円 

対 象 中学生（初心者） 

６０歳以上の方を対象にした年間講座 
交流を深めながら、ゆっくり、楽しく学習を進めます。 

5/14～3/25 毎月第２・４金曜日（全21回）    

 

ことぶき学級   ペン習字講座 
  

5/19～3/16 毎月第1・3水曜日（全21回)   

ことぶき学級  合唱講座   

受講料   6,000円 

受講料   6,000円 

伝統文化 和太鼓を一緒に楽しみましょう。 

子ども和太鼓講座 対象 小学生3年生～中学3年生   

受講料 5,000円   

5/8～3/26 毎月第2・4土曜日（全21回）   

初級ヴァイオリン講座  ジュニアオーケストラ多治見応援企画 
 

講師 安藤 三記子 
シニア・ジュニア・アンサンブルの各コースを設けて、 
初心者、ブランクのある方を対象に楽しく学びます。 
 

５/９・２３・６/１３・２７（日）  

時 間 10:00～12:00 受講料 4,000円 

特色ある料理講座 

 体育館 
 講座 
 

 ☎43-６２８５ 

自然、工作、バスでお出かけ…いろいろ体験しましょう。 

 

5/22（土） 開校式 ～年間10回程度   

かさはら探検隊  対象 小学生3年生～6年生  

受講料   2,000円 



 

 これまでのAzale Hallの歩み 

アザレアホール 

Azalea Hall オ・リ・ジ・ナ・ル企画  凄いアーティスト による 凄い公演  

間近で観る！  巧みな技をもつアーティストを好きになる  １００人のプレミアムなセカイ 

 vol.6  お芝居と音楽で綴る 私たちの・・・                      

 歌劇 ヘンゼルとグレーテル 

4月25日（日） １５：３０開場 １６：００開演 

入場料 全席自由500円  小学生以下無料  ※小学生以下の方も整理券を配布しています。 

オペラは演劇と音楽で構成され、台詞の大半が歌になっています。
お話は絵本でもお馴染みのヘンゼルとグレーテル。親子でお楽しみ
ください。 

 小林亜矢乃＆小林研一郎 
  トーク・ピアノコンサート ～ショパン生誕200年に寄せて～ 

 4月１０日（土） ９：００から チケット発売開始 

世界的指揮者小林研一郎とピアニスト小林亜矢乃。親子たった二人で
お届けする舞台です。ピアノの詩人の名曲を小林亜矢乃が奏で、マエス
トロが偉大なる作曲家を解き明かします。 

６月2６日（土）    15:30開場 １６：００開演 

指定席2,000円(club会員1,500円） 
自由席1,500円（   〃    同額  ）  ※club会員先行発売 4月3日（土） 

  Azalea Hallの新しいスタートから一
年が経ちました。昨年の4月頃は、 笠
原の人からも「えッ ！ 新しいホールがで
きたの ？」と、多数の問い合わせを受け
ていたのが正直なところです。しかし、
いつの間にか、「素晴らしいホールです
ね。」、「一度来たいと思っていて、やっ
と来館できました。とても素敵でし
た。」・・・、本当にうれしい言葉をいただ
けるようになりました。素敵なアーティ
ストと素敵なお客様に支えられ、皆様
からいただいた素敵な声は、Azalea Hall
の有意義であった最初の一歩を象徴
していると思います。 
  昨年度のAzalea Hallは大きく２つのこ
だわりをもってきました。「Azalea Hallで
しか得ることのできない感動の提案」。
その代表的な催しが100人のプレミア
ムなセカイです。舞台上に座席を設
け、アーティストを囲むようにコンサート
を楽しんでもらっています。アーティスト
とお客様との距離、お客様とお客様と
の距離を提案しています。馴染まない
かもしれないと思いながら企画したク
ラシックコンサートでは、目で見るアー
ティストの巧みな動き、耳で聴く美しい
旋律、床から伝わる迫力の振動、「こん
な体感は初めてだ ！」との声をいただき
ました。これからも大切にしていきたい
取り組みです。そして、もう一つのこだ
わりが、「市民の方々にも舞台に立っ
てもらい、舞台に立つ市民が会場のお
客様（市民）に届ける感動」です。その
感動をきっかけに更に新たな活動が
生まれることを願い、多数の企画を生
みました。つい先日におこなった「子ど
も太鼓」もその一つです。夏まつりでお
馴染みの子ども太鼓のメンバーが本
当に一生懸命に練習に励み、素敵な
舞台をつくってくれました。よく知って
いる子ども達だからこそ、成長したその
素晴らしい演奏は皆様の心に直接響
いたのではないでしょうか。 
  Azalea Hallには生の舞台だからこそ
の感動があります。創造の空間として、
アーティストが創る芸術、お客様同士
が創る芸術がそこにはあります。当たり
前のことですが、その時、その場にいる
人だけにしか得ることのできないもの
です。 
  昨年度をベースに更に魅力的な催
しを生むつもりです。もっと、もっと多く
の人にAzalea Hallの魅力を知ってもら
いたいと願っています。 

   

 これからのAzale Hallの歩み 

Azalea Hall コンサート   感動を生む素敵な空間 Azalea Hall 

  

 vol.７ 名古屋フィルハーモニーメンバーによる室内楽 
      With 水野みか 

５月１６日（日）  １２：３０開場 １３：００開演 

入場料 全席自由500円  

8世紀末のウィーン宮廷の調べをテーマに、名古屋フィルハーモニー
交響楽団の精鋭と、多治見市出身のピアニスト水野みかの共演で
お届けいたします。 

 藤森亮一とその仲間たち 

 NHK交響楽団メンバーによる室内楽シリーズ in TAJIMI ２０１０ 

NHK交響楽団の藤森亮一が毎年素
敵なメンバーとこだわりの曲でお届
けする本格室内楽コンサート。日本
中探してもこの公演はアザレアホー
ルでしか観ることができません。 

７月１１日（日）    15:30開場 １６：００開演 

全席指定  
一般 2,000円(club会員1,500円）  高校生以下1,500円（club会員１，０００円） 
※club会員先行 4月１０日（土） 

 4月１７日（土） ９：００から チケット発売開始 



 

4月の休館日 

５日(月）、12日（月）、１５日(木)、１9日（月）、２6日（月） 
  ※開館時間外の返却は返却ポストをご利用ください。 

 

4月のおはなしの会   

３日（土）、17日（土）14:00～１4：３０ 
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ください。 

 

 図書館笠原分館       笠原中央公民館 ☎43-５１５５   

受講料  1,000円 所要時間 

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 

約1時間 

トレーニング室は、午前9時から午後9時まで開館しています。イ
ンストラクターが常駐しておりますので、トレーニング方法のご相
談など、お気軽にご利用ください。 

５日（月） 18:15～19:15 10日（土） 
10:00～11:00 
18:15～19:15 

15日（木） 20:00～21:00 20日（火） 20:00～21:00 

25日（日） 
18:15～19:15 
20:00～21:00 

30日（金） 
14:00～15:00 
18:15～19:15 

４月のトレーニングﾞ室 利用講習会 
 

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 

  地域情報 

ウォーキング愛好者のための             
トレーニング講習会 

時 間 10:00～11:00 受講料 1,000円 

5月10日（月） 

（申込 4/15（木）～） 

 

お知らせ   

4月からのおはなしの会の時間が14:00～14:30に変わり
ます。 

地元で活躍中の先生方の御厚志により、公民館はますます文化芸術のグ

レードアップを図り、故郷の自然や人の営みを大切に取り組んでいます。 

川上景也画伯「潮見の森」（3階ｴﾚﾍﾞｰﾀﾎｰﾙ前に展示中）をはじめ、アザレア

ホール1階入り口横に「芸術の小道・仮称」として中島正画伯「美濃の陶

工」を展示しております。 

 Azaｌea  
 picture road 

 ギャラリー          

文字職人 杉浦誠司さんの元気になれる 
「めっせー字」の数々をご覧ください。 

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。 

 文字職人 杉浦誠司作品展 
  4月1日（木）～4月17日（日） 

４月４日（日）  ９：００～１２：００ 

場所 笠原中央公民館広場  （雨天時はロビー） 

いろいろ体験コーナー  参加料200円  

参加者全員に中華まん＆フランクフルト プレゼント 

マグカップの絵付け体験（100人限定） 
昔遊び体験 
オリジナルしおり作り 
トレジャーハンティング（宝探し） 
ニュースポーツ体験 

寄せ植えコーナー （40人限定） 材料費500円 

お茶会 抹茶と桜餅セット 100円 

ステージコーナー 

焼きそば販売コーナー  200円（飲み物付き） 

まつり 
春 うらら 桜の咲く季節、春を感じながら気軽に遊びに来てください。 さくら 

今年は  笠原中央公民館 でおこないます。 

健康づくり推進員の皆さんと、100選マップに掲載のウォーキングコースを歩いてみ 
ませんか？ 

健康づくり推進員と行く 
 

健康づくりウォーキング 
4月16日（金） 9:30～ （雨天中止） 

集合場所：笠原向島運動広場  コース名：草口一号池と浄水場コース（6.5㎞） 
持ち物：水分、帽子、タオル、歩きゃ～カードとウォーキングマップ（お持ちの方） 
申し込み：不要 直接現地へ集合してください。 
問い合わせ：多治見市保健センター TEL23-6187 



 かさはらカレンダー  2010.4 

｢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 木 
笠原中央公民館 申込開始[ﾎｰﾙH23.4月分まで、会議室他H22.6月分まで] 

笠原施設抽選申込開始[H22.7月分まで]（4月9日まで受付） 笠原児童館オープン 
  金属・紙・布類② 

2 金     燃やすごみ 

3 土 
おはなしの会（図書館笠原分館）14:00～14:30 

小林亜矢乃＆小林研一郎トーク・ピアノコンサート Club会員発売 
    

4 日 春うららさくらまつり（笠原中央公民館）     

5 月  トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18:15～19:15 図書館休館日   

6 火 
小・中学校始業式、中学校入学式 

笠原保育園入園式・育友総会  交通安全日 
  燃やすごみ 

7 水 小学校入学式   破砕ごみ② 

8 木 笠原幼稚園入園式・始業式   ビン・ペット・発泡類① 

9 金     燃やすごみ 

10 土 

小林亜矢乃＆小林研一郎トーク・ピアノコンサート 一般発売 

NHK交響楽団メンバーによる室内楽シリーズ club会員発売 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）10:00～11:00 18:15～19:15 

    

11 日 かさはら陶器祭     

12 月   図書館休館日   

13 火     燃やすごみ 

14 水       

15 木 
笠原小・中開放施設調整会議  交通安全日 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）20:00～21:00 
図書館休館日 ビン・ペット・発泡類② 

16 金     燃やすごみ 

17 土 
笠原児童館開所式  おはなしの会（図書館笠原分館）14:00～14:30 

NHK交響楽団メンバーによる室内楽シリーズ 一般発売 
    

18 日 家庭の日   
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ家庭ごみ 

持込（午前9時～12時） 

19 月   図書館休館日   

20 火 

小・中学校 全国学力・学習状況調査 

ｳｫｰｷﾝｸﾞ愛好者の為のトレーニング講習会（笠原体育館）10:00～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）20:00～21:00 

  燃やすごみ 

21 水 
笠原幼稚園家庭訪問(28日まで) 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室お気軽講座 肩こりからの脱出!!カラダの使い方（笠原体育館）14:00～ 
  破砕ごみ① 

22 木 

笠原中岐阜県学習状況調査 

季節を楽しむ草木染め（笠原中央公民館）10:00～ 

初めてのハングル語（笠原中央公民館）19:00～ 

 金属・紙・布類① 

23 金 
笠原幼稚園育友会総会 

ハーブを使った生活講座～ハーバルライフ～（笠原中央公民館）10:00～ 
  燃やすごみ 

24 土 
笠原小・中学校授業参観・ＰＴＡ総会 ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄﾚｯｽﾝ 体操（笠原体育館）9：30～ 

常滑バス研修（笠原中央公民館）8:30～ 
    

25 日 
100人のﾌﾟﾚﾐｱﾑなｾｶｲ 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」（ｱｻﾞﾚｱﾎｰﾙ） 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18:15～19:15 20:00～21:00 
    

26 月   図書館休館日   

27 火     燃やすごみ 

28 水       

29 木       

30 金 
笠原中家庭訪問（5月12日まで） 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）14:00～15:00 18:15～19:15 
  燃やすごみ 


