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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 

 

JULY 

 

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 

全てのチケットはお電話でもお買い求めいただけます。 
公演日までお取り置きいたします。 

Azalea Hallの魅力に迫る  

１5：３０開場  
１6：００開演 

全席指定   ２，０００円  （高校生以下 1,500円）  

上妻宏光「生一丁！」Tour２０１０ 

8.29（日） 

１５：0０開場 １5：3０開演 

全席自由 ５00円 
※座席は舞台上に設けます 

全席指定 ５,000円 

ソロデビュー10周年を迎えた上妻宏光の
真骨頂ともいえる「生一丁！」ツアー。 
津軽三味線の生音の響きを体感できるプ
レミアムな公演です。 

藤森亮一とその仲間たち ～シューマン生誕200周年に寄せて～ 

毎週日曜日の夜 NHK教育で放映されている 
NHK交響楽団の演奏会 
日本最高峰の管弦楽団のチェロ、ヴィオラ首席
奏者がAzalea Hallで、こだわりの演奏会を開催し
ます。 
 
巧みな技術から生まれる 〝音色〟と 
Azalea Hallの 〝響き〟 が結ばれ 
感動の舞台を生みます。 

アザレアには生音が似合う!! 100人のプレミアムなセカイ 

次世代のジャズシーンに新しい 
旋風を巻き起こすメンバーたち 

vol.９  愛知とし子「音浴（おんよく）じかん」 

赤ちゃんに聴いてもらいたい 
コンサートをつくりました。 

日本最高峰の管弦楽団メンバーが Azalea Hall に  登場 

NHK交響楽団メンバーによる室内楽シリーズ in TAJIMI 2010 

7 . 11 日 

vol.１０ 砂掛ブラザーズアコースティックバンド 

１０.１６（土） １８：３０開場 １９：００開演 

若手ジャズミュージシャンの 
夢のコラボレーション 

vol.８  YUTA IKEDO Trio 池戸祐太トリオ 

8.６（金） １8：3０開場 １９：0０開演 

INDEX 

新しいチャレンジを応援する 夏講座情報 
笠原 夏の大イベント いこまい祭情報   

９.１１（土） １０：３０開場 １１：００開演 

シューマン：ピアノ四重奏曲 変ホ長調 op47   トライメライ（チェロ版） 他 



 

 夏講座  

  少しレベルアップをはかる 今年の夏 
  子どもも大人も楽しめる体験講座が盛りだくさん 

  

 お気軽Happyスクール  「夏」 

 

 かさはらいこまい祭２０１０  

 開催にむけて 実行委員会が 

 動きだしました。 
 

 今年も 熱い夏を さらに 熱くする   
  

 かさはらいこまい祭にご期待ください。 

 

かさはら 

いこまい祭 
 

8月7日（土） 
開 催 

「お気軽Happyスクール」は、高齢者の方にも無理なく
楽しんでいただけるプログラムになっています。 
 

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毎回ティータイムつき 

                       親しい方に送ってみませんか 
                       絵・手・紙 
                      「初秋」をモチーフにした作品を作 
                       ります。 
 

                       8/20 9/3・17  （金）  全3回  
                       10：00～13：00 
受講料  特典 1,750円 一般 2,250円 （材料費込） 
持ち物  顔彩・ポケットティシュ 
※顔彩のレンタルはあります（別途150円） 

講師 中島 慶子 

初秋をテーマにした絵手紙  

                      初夏の果物「びわ」の葉を使って 
                      小さめのスカーフを染めます。 
                      少しオレンジがかったピンクに染ま 
                      ります。 
 

                                 9/3（金） 全１回 13：30～16：00 
受講料  特典 1,900円 一般 2,000 （材料費込）  
持ち物  エプロン・タオル・ゴム手袋 

 講師 大鋳 栄 

季節を楽しむ草木染め 

骨盤を中心に全身のバランスを整えるオリジナルプログラムです。 
 

8/19・26 9/9・16・30 10/14・21(木） 全7回 
15：30～17：00  受講料  3,500円 

ビューティー・ペルヴィス（骨盤矯正）  女性対象講座 

講師 スタジオ・ヨギー インストラクター RYOKO 

 講師 洞谷 多美江 

韓国旅行に役立つハングル語を楽しく学びます。 
 

9/9・23 10/14・28 (木） 全4回  19：00～20：30 
受講料  2,500円（教材費込） 

講師 黄 載和 

初めてのハングル語 

笠原中央公民館・笠原体育館でおこなわれる講座を掲載しています。 
講座により申込先が異なります。ご注意ください。 

申込先 
笠 公 

  

 笠原発  「夏」 講座 
申込先 
笠 公 

＜初心者のためのギター講座＞ 
7/4・ １８（日） 10：00～11：30 
 

＜ハーブ活用術講座 ～ハーバルライフ～＞ 
7/23（金） 10：00～12：00  
マリーゴールドの花びらを使ったバウンドケーキ作り 
※材料代として1,500円が必要になります。 
 

＜初めてのハングル語＞ 
7/8・２２（木） 19：00～20：30 
 

＜ビューティ・ペルヴィス（骨盤矯正）＞ 
7/8・15（木） 15：30～17：00 

 現在開講中の講座です。 
  ご見学・１日体験入学ができます。         

申込先 
笠 公 

「笠公」・・・笠原中央公民館   ℡.０５７２－４３－５１５５ 
「笠体」・・・笠原体育館       ℡.０５７２－４３－６２８５ 
「まなび」・・多治見市学習館   ℡.０５７２－２３－７０２２ 

手軽に作れるスイーツにチャレンジ！ 地元で採れた野菜を
使ったランチもご紹介します。 
 

①9/1（水） ぶどうゼリー テーブルロールサンド 
②9/29（水） スフレチーズケーキ パスタ 
③10/20（水） かぼちゃケーキ ソースかつ丼 
10：00～13：00  受講料 1回1,500円（材料費込）  

季節の野菜でランチ＆スイーツ 

各回ごとにお申込できます 



 参加者の募集情報 

週末クッキング工房 

家族・グループで料理教室の設備をフル活用！！  
とってもお得です。 
 

専門講師が料理教室に待機し、 
皆様の体験をサポートします。 

月替わりパン＆スイーツ教室 
 

9/11（土）セサミロール・ピーチゼリー 
10/９（土）ハムブロート・黒糖ロール 
11/20（土）あんぱん・黒ゴマのババロア 
9:30～12:00  
受講料 各回1組500円（1組3人まで） 
材料費 各回1人800円 

サッカーのテクニックが上達します！ 
  

7/30(金) 17：30～18：30 
対象 小学生 定員 10名(申込み順) 
受講料 100円 
内容 リクエストに応えていろいろなテクニックを教えます！ 
持ち物  運動の出来る服装、室内用シューズ 

スポーツ！ ワンポイントレッスン 

鉄棒、逆上がりのコツ教えます!講座! 
８/２５(水) 17：30～18：30            （申込開始７/１５～） 
 

対象  低学年（１～３年） 定員 10名(先着順) 
受講料  100円 

夏休みこども講座 

絵本にでてくるお菓子はどれもとってもおいしそう♪ 
今回は『もりのおやつやさん』のロールケーキを作ります。 
 

8/28 （土） 13：00～15：００ 
定員 ８組（１組２名） 対象 小学生の親子 
受講料 1,400円（材料費込） 
※１人増えるごとにプラス２００円 
持ち物  エプロン・三角巾・布巾・持ち帰り用の入れ物 

サッカーの「個人技」教えます！講座！ 

公民館の屋上に上がって、星の観測をおこないます。 
いつもとは違う特別な空間で、 
笠原の夜空をたのしみませんか？ 
 

8/21 （土） 19：00～20：3０ 
対 象  どなたでも 
参加無料 申込は必要です。 
※雨天時は「星座早見表」製作をおこないます。 
 （実費300円要） 
※子どもさんだけの参加の時は、 
  必ず大人の方のお迎えをお願いします。  

星空観望会  講師 地球村星倶楽部 

公民館の屋上から 
星空を観る 

道具選びのポイント、コース設定、山登りのルールといった初
心者ならではの不安を解消し、山との上手な付き合い方を
学びます。 全２回   （申込開始７/１５～） 
 

８/２９（日）  １０：００～１２：００ 座学 
９/１２ （日）  実技研修 猿豚山（坂祝町） 
※座学会場は笠原中央公民館・会議室 
※９/１２の集合時間、場所は8/29にて説明します。 
対象 成人男女  定員 15名(先着順) 受講料 1,050円 

 講師 市山岳連盟 これから始める山登り教室 

申込先 
笠 体 

  

 スポーツ講座  「夏」 

申込先 
笠 公 

パックプラン派 各回ごとにお申込みできます。 

申込先 
笠 公 

絵本の中のスイーツ   講師 洞谷 多美江 

申込先 
笠 体 

    

子
ど
も
講
座 

つ
づ
く  

ワンコインキッチン 
 

9/11・10/9・11/20 の土曜日 14:00～16：00に 
料理教室を開放いたします。 
料金 １テーブル2時間500円 
 コンロ・オーブン・パン醗酵機…などの設備は自由にご 
 利用いただけます。 
 

 講師が待機しますので、微妙な火加減などのワンポイン  
 トアドバイスをします。 
 

 ご要望に応じてレシピ・材料（実費）をご用意します。 
 お気軽にご相談ください。 

ショータイム 参加者募集   

開催時間 15:00～18:30（予定） 
出演時間 1団体15分以内   出演場所 ふれあい広場（屋外） 
申込期限 7月15日（木）まで 
※バンド・ダンス等ジャンルは問いません。 
※笠原町以外の人もOK 
※参加無料（交通費など出演経費は各自負担） 
参加希望の方は笠原中央公民館にお問い合わせください。 

 あなたの熱い 
 パフォーマンスを待っています。 １０００人のおどりタイム 

練習会開催 

いこまい祭恒例の盆踊り － 今年の盆踊りは1000人が集い、 
１時間ノンストップで踊りたいと思います。 
 

練習会にご参加ください。 

７月２０日（火）・２６日（月）  笠原体育館  19:30～２１：００ 
参加無料 どなたでもご参加いただけます。 

かさはらいこまい祭 
2010  

各日ごとにお申込みできます。 
フリープラン派 



 なりきり体験講座          

【申込方法】 いずれの講座とも、まなびパークで受講券をお買い
求めください。7月3日（土）午前9時より まなびパーク5階受付に
て発売開始！ 詳しくは、「BunBunねっと」夏号（7月1日市広報折
込）をご覧ください。 

申込先 
まなび 

多治見市全域で開催されるこどもの体験講座 
講師はその道を極めるプロの職人！ 
プロの仕事にふれる機会です。 

笠原中央公民館を会場にした講座をご紹介します。 

いこまい キッズ・パーク 公民館・体育館が１日だけのアミューズメントパークに 

                                  大・変・身 ！ 
●なんどでもはじめての驚き ３Dシアター （忍たま乱太郎＆３DザウルスⅡ） 
 

●お化け屋敷を抜けると こわ～い こわ～い お話しの部屋が待っている 

  君はこの恐怖に耐えられれるか？ お化け屋敷 
 

●体育館いっぱいに体験ブースが登場！ チャレンジスロット、ボウリング、野球 

  チャレンジブース 

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  
  ストラクターがスタッフルームに待機しておりますので、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。 
●多治見市総合体育館のカードをお持ちの方を対象にした「短時間  
  講習」は、毎日実施しています。 

５日（月） 
18:15～19:15 
20：00～21：00 

10日(土) 10:00～11:00 

1５日（木） 18:15～19:15 20日（火） 
18:15～19:15 
20：00～21：00 

25日（日） 14:00～15:00 30日（金） 18:15～19:15 

７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。 

 3日（土） パネルシアターをやるよ！ 
1７日（土） ちょっぴりこわ～いおばけのおはなし 
  みんなで聴きに来てください。 

 

7月のおはなしの会 １４：００～１４：３０  図書館絵本コーナー 

 

7月の休館日 

 

 図書館笠原分館   笠原中央公民館 ☎43-５１５５   

平成22年度課題図書の貸出について 
課題図書は7月17日（土）～9月5日（日）まで貸出が1人1冊、
1週間となります。返却期限は必ず守ってくださいね。 
 

【小学校低学年の部】 
●ミリーのすてきなぼうし ●とっておきの詩 ●むねとんとん 
●いじわるなないしょおばけ 
 

【小学校中学年の部】 
●こぶとりたろう ●点子ちゃん ●ともだちのしるしだよ 
●やんちゃ子グマがやってきた！ 
 

【小学校高学年の部】 
●すみ鬼にげた ●建具職人の千太郎 ●リキシャ★ガール 
●海は生きている 
 

【中学校の部】 
●明日につづくリズム ●ビーバー族のしるし ●奇跡のプレイボール 
 

【高等学校の部】 
●風をつかまえて ●ハサウェイ・ジョウンズの恋 ●インパラの朝 

夏野菜を使ってランチプレートに挑戦！ 
ランチはお母さんと一緒にいただきます。 
 

7/28（水） 10：00～13：００ 
定員 １６名（小学生） 持ち物 エプロン・三角巾・布巾 
参加費 8００円（１食増えるごとに５００円追加）  

夏によく合うマリーゴールドで染めものに挑戦！ ハンドタオルに
ビーズなどを使って絞り染めにします。 
 

８/５（木） 10：00～1２：００ 
定員 ２０名（小学生）  持ち物 ゴム手袋・エプロン・タオル 
※持ってこれればマリーゴールドの花 
参加費 8００円  

なりきり 染色家  

ビーズを使ってマリーゴールドを楽しもう  

講師 大鋳 栄 

はじめての子でもチャレンジできるボウリング教室。 
かっこよくストライクを決めてみよう! 
 

８/２4（火） 14：00～15：30 
場所 パークレーンズ（大畑町5 ※現地集合解散） 
定員 20名（小学生）  
参加料 1,000円（ゲーム代 貸し靴代を含む） 

なりきり プロボウラー 
かっこよくボウリングに挑戦 

講師 パークレーンズ 

笠原が誇るモザイクタイルを使って素敵なプレー 
トを作りましょう。 
 

８/２７（金） ９：３0～１１：００ 
定員 20名（小学生）  持ち物 作品を持ち帰るための袋 
参加費 8００円 

なりきり タイルデザイナー 
モザイクタイルですてきなアート作り   

講師 ティーアート 

 5日(月）・12日(月)・15日（木）・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。 

かさはらいこまい祭 
2010 

●さあ！ みんなで乗り込もう 大・空・の・世・界・へ 

  ８ｍの高さで旋回する  こどもヘリコプター  

10枚綴りのパークチケットでお楽しみください。 
アトラクションによって必要枚数が異なります。 

なりきり Café  
夏野菜でランチプレート 

講師 洞谷 多美江 



 地域情報        

医療講座のご案内 

テーマ：腰の痛み・膝の痛み 
日時：平成22年7月20日（火）15：30～17：00 
 

テーマ：転倒予防について 
日時：平成22年8月24日（火）14：00～15：30 
 

テーマ：「口腔ケア」～口は災いの元～ 
日時：平成22年10月19日（火）14：00～15：30 
 

※入場無料  
     名古屋徳洲会総合病院による講演会の開催!! 

場所：かさはら福祉センター2階 研修室・健康相談室 
講師：徳洲会総合病院医師 

 ギャラリー          

加藤𠀋 規（東光会会員 東濃洋画家連盟）先生に師事

する12名の会員が、人物、静物、風景等、個性豊かに各
自2点から3点の作品を出品しました。どうぞ会場まで足
をお運びください。 

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。 

第11回 ひぐらしの会油彩展 
   

 7月4日（日）～7月18日（日） 

ほほづき書法会 
   

 7月4日（日）～7月18日（日） 

満一歳のほほづき会の発表会です。 
皆様お仲間になりませんか？  
どうぞご覧になってください。 

知って安心！自分の健康！ 
 
今年度の国保の特定健診が6月14日から始まりました！ 
みなさんは、毎年健診を受けていますか？ 
生活習慣病は、ほとんどの場合、自覚症状がないままに進行し
ます。健診は、病気の早期発見、早期治療とともに今の生活ス
タイルを見直すために重要なものです。 

特定健診では、種々の血液検査などによって、あなたの血管
の状態をチェックします。健診は受けっぱなしでは意味があり

ません。検査結果の意味を理解し、毎年のデータを比較して自
分の健康状態の変化を確認しましょう。保健センターでは、その
お手伝いをしています。 
まずは、特定健診受診券が届いたら、お近くの医療機関で受診
しましょう！ 

 

笠原地域福祉協議会からのお知らせ   
 

多治見市保健センターからのお知らせ   

お問合わせ先  多治見市保健センター  TEL２３－６１８７（担当 堀江） 
お申込み・お問合わせ先 
笠原地域福祉協議会 TEL・FAX ４３－６８２２（担当 水野・伊藤） 

いずれの行事も未就園児対象です。 
また、申込みが必要ですので電話等で申し込んでください。 
（2か月前より受け付けます） 

 

お父さんと遊ぼう（日程変更） 
6月号で8月7日（土）と案内しましたが、みなさんのご要望
にお応えし日程を変更しました。 
平日お母さんと遊びに来ている支援センターをお父さんも
見てみませんか？ お父さんと体を動かして遊びます。 
日 程：8月8日（日） 10：00～11：00 
定 員：15組  
持ち物：動きやすい服装・タオル・お茶 

 

わんぱくアスレチック 
プール遊びが終わると保育園も運動会ムードでいっぱいで
す。ちびっ子たちも跳び箱・マット・平均台などを使ってま
ねっこ運動会をしましょう。 
日 程 9月15日（水） 10：00～11：00 
定 員：15組 
持ち物：動きやすい服装・タオル・お茶 

 

 

笠原地域子育て支援センターからのお知らせ   

お申込み・お問合わせ先 
笠原地域子育て支援センター（笠原保育園2階） 
TEL・FAX ４4－１９７１ 

 

あそび ほのぼの 

パーク 

ちびっこのみんな公民館へ  Let’s GO 幼児から小学生低学年を対象にした工作教室などを 
毎月開催しています。 

無料 

7月3日（土）11:00～12:00 
和太鼓であそぼう 

８月７日（土）10:00～12:00 
竹トンボをつくろう ※いこまい祭協賛イベントとして開催します 

８月２１日（土）1１:00～12:00 
笹舟づくり 

 Azalea Hall イベント情報   

白石英統（ピアノ）＆ロッシーニ弦楽四重奏団 
7月4日（日） １３：３０開場 14:00開演 

入場料 一般3,000円 高校生以下 2,000円 
チケットは笠原中央公民館でも取り扱っています。 
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※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。 
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1 木 
笠原中央公民館 申込開始[ﾎｰﾙH23.7月分まで、会議室他H22.9月分まで] 

笠原施設抽選申込開始[H22.10月分まで]（7月9日まで受付） 

陶芸教室（笠原中央公民館）9：30～ 19：00～ 

  金属・紙・布類② 

2 金 初夏の絵手紙講座（笠原中央公民館）9:30～   燃やすごみ 

3 土 
中体連多治見大会 

ほのぼのあそびパーク（笠原中央公民館）11:00～  

おはなしの会（図書館笠原分館）14：00～ 

    

 4  日 
中体連多治見大会 笠原小 授業参観・資源回収 

初心者のためのギター講座(笠原中央公民館）10：00～  
    

5 月 
ウォーキングﾞ＆筋力アップ講座（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）18：15～ 20：00～ 
図書館休館日   

6 火     燃やすごみ 

7 水 ことぶき学級 ペン習字（笠原中央公民館）9：30～   破砕ごみ② 

8 木 
陶芸教室（笠原中央公民館）9：30～ 19：00～  ビューティ・ペルヴィス（笠原中央公民館）15：30～  

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 

9 金 ことぶき学級 合唱（笠原中央公民館）9：00～   燃やすごみ 

10 土 
かさはら子ども和太鼓（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）10：00～ 
    

 11  日 ＮＨＫ交響楽団メンバーによる室内楽コンサート（ｱｻﾞﾚｱﾎｰﾙ）16：00～     

12 月 交通安全日 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 

ビューティ・ペルヴィス（笠原中央公民館）15：30～  

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18：15～ 

図書館休館日 ビン・ペット・発泡類② 

16 金 
笠原幼稚園1学期終業式 

初夏の絵手紙講座（笠原中央公民館）9：30～ 
  燃やすごみ 

17 土 
笠原幼稚園夏のお楽しみ会 

月替わりパン＆スイーツ(笠原中央公民館）9：30～ 14：00～ 

おはなしの会（図書館笠原分館）14：00～ 

    

 18  日 
家庭の日 

初心者のためのギター講座(笠原中央公民館）10：00～  
  

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ家庭ごみ 

持込（午前9時～12時） 

 19  月       

20 火 
交通安全日 

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

21 水 
笠原小 家庭訪問（26日まで） 

ことぶき学級 ペン習字（笠原中央公民館）9：30～ 
  破砕ごみ① 

22 木 
陶芸教室（笠原中央公民館）9：30～ 19：00～  

はじめてのハングル語講座（笠原中央公民館）19：00～ 
  金属・紙・布類① 

23 金 
ことぶき学級 合唱（笠原中央公民館）9：00～  

ハーブ活用講座（笠原中央公民館）10:00～ 
  燃やすごみ 

24 土 
かさはら子ども和太鼓（笠原中央公民館）10：00～  

かさはら探検隊2010（笠原中央公民館）時間未定 

バレーボール教室（笠原体育館）9：00～ 

    

 25  日 
多治見市民野球祭・区対抗軟式野球祭 

子ども陶芸教室（笠原中央公民館）10：00～ 14：00～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）14：00～ 

    

26 月 子ども陶芸教室（笠原中央公民館）10：00～ 14：00～ 図書館休館日   

27 火    燃やすごみ 

28 水 
なりきりCafé（笠原中央公民館）10：00～ 

逆上がり体操教室（笠原体育館）10：00～ 

卓球教室（笠原体育館）14：00～ 

    

29 木 陶芸教室（笠原中央公民館）9：30～ 19：00～   金属・紙・布類② 

30 金 
逆上がり体操教室（笠原体育館）10：00～ 

スポーツワンポイントレッスン サッカー教室 （笠原体育館）17：30～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18：15～ 

  燃やすごみ 

31 土 
かさはら子ども和太鼓（笠原中央公民館）10：00～ 

バレーボール教室（笠原体育館）9：00～ 
    


