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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 
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 笠原町総合情報誌 
 笠原地区の文化・体育施設催し物案内 

大きな大きなシャボン玉をつくろう  巨大シャボン玉  
やわらかいのか？かたいのか？ ふしぎな物体  ダイラタンシー 

アルコールの爆発する力を利用して 天井まで飛ばそう  アルコールロケット 
まわることによってジャイロ効果が生まれます  かさ袋ロケット 

大人にはなつかしい糸電話！ちびっこはしっているかな？  糸電話 

ふわふわクラゲ・百人おどし 平賀源内もびっくりの実験  静電気の世界 

テレビでよく見る空気砲！笠原公民館に今年も登場します  空気砲 
大人気！ぶよぶよ！ぐにゃぐにゃのおもちゃ  スライム 

新登場！風船のようにふくらむスライム！  バルーンスライム 

水を注ぐと魚が消える不思議なコップ  魚が消えるコップ 

 笠原中学校の生徒たちが教えてくれる 理科の魅力 一緒に理科実験や工作を楽しみながら ふ・し・ぎ はっけん 

  協力 多治見市立笠原中学校 ・ 核融合科学研究所 ・ 親子ほのぼの推進ネットワーク 

ロボット博士とつくる リモコンロボット 
リモコンで動く二足歩行ロボットをつくります。とってもかわいい ロボットです。 
材料費 200円  先着50人 

ちびっこのみんな ！ 小学生のみんな ！ 公民館 に  あ・つ・ま・れ 
こどもたちがつくる  こどものためのこうみんかん      

こどものワンダーランド 
笠原中学校の理科が大好きな生徒たちが、 
みんなにわかりやすく理科をお教えするために、一生懸命に勉強をしました。 

  ９ . ５（日）   10:00～１５：００  
― 参加無料 － 
※リモコンロボットは材料費200円が必要です 

 

ほのぼのあそびパークから  １１：００～１２：００    ー 森の公園シリーズ － 

絵を描いてかわいいマグネットをつくろう 



コンサート 
情報 

アーティストに迫る！ この企画  100人のプレミアムなセカイ 

Vol.9  

愛知とし子「音浴（おんよく）時間」 
9月11日（土） １０：３０開場  １１：００開演 
入場料 500円  小学生以下無料 

今回の対象は０歳～２歳児ぐらいのこ・ど・も・た・ち 
五感を刺激する魔法の時間 それが 「音浴じかん」 
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。 

赤ちゃんと寄り添って聴く「音浴じかん」 
赤ちゃんの心と肌に触れ合いながら、周りを気にすることなく 
心ゆくまで良い音楽を楽しんでみませんか。 
赤ちゃんを抱っこして、親子一体となって感じる音楽は、とても幸せ
なひとときをもたらしてくれます。 
                お母さんのお膝の上で…、ピアノの下に潜り込んで…、 

ピアノの生演奏 － 美しい音色を 心や体でいっぱい浴びましょう。 ※大人の方や幼児、小学生、中学生…どなたでもご来場いただけます。 

Vol.１０  

砂掛ブラザーズアコースティックバンド 
１０月１６日（土） １８：３０開場  １９：００開演 
入場料 500円   

ジャズの本場アメリカで巧みなセンスを身につけた 
オシャレなジャズミュージシャンたち  
今、名古屋で最も期待される若手ミュージシャンの夢のコラボレーションを 
お楽しみください。 

     

予  

告 
陶都楽友協会会員 による コンサート 
 

地元の音楽家が集う 陶都楽友協会 
１１月14日（日）に Azalea Hall で開催する同会のフレンドリーコンサートの 
プレイベントとして、一足早く笠原に登場です。 
各コンサートでソリストを担うほか、様々な合唱団で指導者を務めるメンバーたちの 
素敵な歌声をお楽しみください。 
 

夏川りみコンサート   夏川りみ 歌さがしの旅 ～太陽・月・風～  

１２月１２日（日） 開場１６：００ 開演１６：３０  Azalea Hall 多治見市笠原中央公民館 
全席指定 5,500円   
チケット発売開始  たじともclub先行発売 １０/２（土） ９：００～  
                 一般発売 １０/３（日） ９：００～ 
 

心に響く歌声… 
10月9日生まれ、沖縄県石垣市出身。1999年に夏川りみとしてデビュー。 
2001年に『涙そうそう』をリリースし、大ヒット。116週連続チャートイン。 2002年には紅白歌合戦に初出場し、
2004年には日本レコード大賞で最優秀歌唱賞受賞。その歌声は、老若男女問わずリスナーを魅了する。 
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笠 原 発 

10月3日（日） 
１２：００～１２：４５ 

無 料 

Vol.２０ 



＆  Azalea 文化祭 
                        ふれあい福祉まつり 

笠原地区災害救援ボラ視察報告 写真展    小千谷市・山古志地区の今 
 

9月14日（火）～9月30日（木） 

平成22年度 募集要項 

笠原中央公民館 

日頃の活動の成果の発表、また、互いの活動を尊重しあえる機会の創出を目指して 
文化祭を開催します。 

展示部門 
10/20（水）～2４（日）    

９：００～１８：００（最終日16:00まで） 

 

会場：笠原体育館第２競技場 
     笠原中央公民館ロビー 他 

搬入：  10月 １４：００～18:00 

       ９:00～18:00 

搬出：  10月  １６：００～１８：００ 

   9:00～12:00 

18日(月) 

 １９日(火) 

24日(日) 

25日(月） 

ステージ部門 
10/24（日）  ９：３０～（予定） 

 

会場：Azalea Hall 笠原中央公民館 

リハーサル：  

10月18日（月）～23日（土）の間でご希望を伺いながら 
調整します。 

募集期間 
締切 展示部門    ９月30日（木） 
     ステージ部門 9月12日（日）   申請書を公民館事務所までご提出ください。  
 

 

応募資格 
昨年度の文化祭からこれまでに公民館のホール、会議室等をご利用していただいている方 
を原則とします。 
※ふれあい福祉まつり及びシルバー作品展も同時開催します。こちらからの出展は笠原地域福祉協議会から別途ご 
  案内いたします。 

募集内容 
日本画・洋画・書・写真・手芸・工芸などの作品   
お一人様一点 

募集内容 
合唱・合奏・日本舞踊・ダンスなど団体 
１団体15分以内 
※反響板を利用する演目は午後の出演を予定します。 

 企画展          

9月1日の「防災の日」。それは1923年9月1日に発生した関東大震災の教訓を忘れないために1960年に制定されたものです。 
 

最近、自然の恐ろしさを目の当たりにします。「ゲリラ豪雨」「阪神・淡路大震災」「新潟県中越地震」「…」。 
人間は自然とどう向き合うのか…。人類に与えられた永遠の課題でもあります。 私たちは、「自然の力」から、美、癒しを感じるとと
もに、突発的かつ人間の想像を超える力には驚異をも感じます。ひょっとすれば、近い将来、科学の力で自然の力を予知すること
が可能になるかもしれません。しかし、今は…、 
 

自然の驚異に対しては、「学ぶ」といった向き合い方が必要ではないでしょうか？  
 
阪神・淡路大震災後、多くの建物に対して耐震の在り方が問われました。万が一の場合の（心の）準備、復興の方法…、一つひとつ
の事実と向かい合い、学び、そこから新しい発見をする力が人間にはあります。 

 

今年5月笠原災害救援ボランティアが中越大地震の災害現場を視察し、多くのことを学んできました。 
あるがままの現地の「今」を見ていただきたく視察報告写真展を開催します。 
台風などによる被害が最も多いと言われる９月、この時期だからこそ一緒に学びましょう。 



申込先 笠原体育館    ℡.０５７２－４３－６２８５ 

スポーツ！ ワンポイントレッスン （申込開始9/１５～） 

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 

５日（日） 14:00～15:00 10日(金) 
18:15～19:15 
19:45～20:45 

1５日（水） 
18:15～19:15 
19:45～20:45 

20日（月・祝） 19:45～20:45 

25日（土） 10:00～11:00 30日（木） 19:45～20:45 

９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。 

エプロンシアター 
大人気エプロンシアター  ポケットから登場するのは何かな？ 

 

９月のおはなしの会 １４：００～１４：３０  図書館絵本コーナー 

 

 図書館笠原分館   笠原中央公民館 ☎43-５１５５   

９月の休館日 ６日(月）・１３日(月)・１６日（木）・2７日（月） 
 

※開館時間外の返却は返却ポストをご利用ください。 

 

 ギャラリー          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。 

川柳漫画 
   

 8月29日（日）～9月15日（水） 

エンピツ一本で貴方も詩人! 新聞やテレビを見て、頭の体操
のため自分の川柳を作りましょう。 
今、時事川柳が面白い。 

 

笠原発 スポーツ 講座 

スポンジテニスを体験しよう 

１０月７日(木) 17：４５～18：４５  

■対象：小学１～３年生    ■定員：1０名(申込み順) 
■受講料：100円 
■持ち物：運動の出来る服装  室内用シューズ  

つるし飾り（甦る日本の着物） 
 

10月1日（金）～10月16日（土） 

古くいにしえの布を使って作るかざり。伝え継がれた
日本の着物を捨て去るのではなく、新しい身近なもの
に作り直します。 
思い出のおばあちゃんの着物が洋服 
や小物によみがえり、毎日の生活の 
中に、おばあちゃんを思い出します。 
そんな古布が作り上げる新しい出会 
いを楽しんで学びませんか？ 

 体験会開催!!（要予約） 

科学作品展 
   

 9月8日（水）～9月13日（月） 

子どもたちの創造性、既成概念にとらわれない自由な発想に
は、いつも驚かされます。 
子どもたちの秘めたる力とアイデアが結集する 科学作品展！！ 
今年は会場を笠原中央公民館に移して開催します。 

展示期間中、各種イベントを開催します。お気軽にご参加ください。 
10月4日（月）・5日（火） 10：00～12：００ 
●ベスト作り 限定10名 800円 
  （着物2種類をほどいて洗って持って来てください） 
●ブローチ作り  300円（材料費込） 
10月7日（木）10：00～12：00 
●うさぎの籠作り  大1,000円 小500円（材料費込） 
●琴コンサート 10：00～（20分程度） 無料・予約不要 
10月16日（土）10：00～12：00  
●ブローチ作り 500円（材料費込） かぼちゃ、なす、キュウリなども作れます。 

●大正琴コンサート 10：00～（20分程度） 無料・予約不要 

４日（土） 
 まきまきパネル    
 約１０ｍの布におもしろ～い お話しが潜んでいる 

18日（土） 

 

 ほのぼのあそびパーク  

みて・さわって・かんがえる 
ふしぎ はっけん 
 
幼児から小学生低学年程度を対象にし、 

毎月開催している 無料イベント!! 
音楽遊び、科学工作などを紹介しています。 
 

なつ から あき のプログラムは 森の公園 
 

9月メニュー 
５日（日）１１：００～１２：００ 
絵を描いてかわいいマグネットをつくろう 
※こどものワンダーランド内で開催します。 
 

１０月メニュー 
９日（土）１１：００～１２：００ 

自然・昆虫博士による ドングリファミリーをつくろう 
植物・昆虫のことを何でも知っている博士がやってきます。 
いろいろと質問をしてみよう！ 

お気軽講座                （申込開始9/１５～） 
トレーニング室の活用をご提案する お気軽講座 

自宅でできる簡単ストレッチ! 
         ～ 柔軟な体を手に入れる ～ 

10月4日（月）１3：００～１4：００  

■対象：高校生以上    ■定員：8名(申込み順) 
■受講料：100円  



木管五重奏団「おうま」 
     concert 
９月4日（土）１6：0０開場/16:30開演 

入場料 一般2,500円  
高校生以下 1,800円 
 

名古屋芸術大学卒業生で結成し、東 
海地方を中心に演奏活動をするフル 
ート、オーボエ、クラリネット、ホルン、フ 
ァゴットの木管5重奏団。レパートリーも豊富で、クラシックから
アニメソング、ジャズ、ポップスなど幅広く多彩な音楽の楽し
み方を提供している。 
メンバーは、笠原中央公民館で活動する「ジュニアオーケスト
ラ多治見」の指導もおこなっている。 
 

氷室美紗   フルート 
鈴木浩之   オーボエ 
工藤雄司   クラリネット 
田中小夜子 ホルン 
柳川晋也   ファゴット 

地籍調査の地籍図（案）、地籍簿（案）の 
                             閲覧について 
 

9月10日（金）～10月2日（土） 9：00～17：00 

※9月18日、19日、20日を除く 
場所 笠原中央公民館 3階 視聴覚室 他 
 

対象地区：笠原町字三ッ菱、元竃、御茶屋、清水口、砂崎、 
         臺之田、雄田 
対象の方：対象地区に土地を所有される方と、その方から委 
        託された方 
内容：平成21年度に行った地籍調査の結果による、土地の 
    番地、地目、面積及び筆界線などの確認 
【お問い合わせ】    
多治見市役所（開発指導課） 廣田・森 
TEL22－1111 内線 1394・1398  

 

多治見市役所からのお知らせ   

 地域情報        

 

笠原地域子育て支援センターからのお知らせ   

行事開放 『笠原保育園運動会』 
 

10月2日（土） (雨天順延） 9:00～12:00 
未就園児参加競技が10時ごろあります。是非ご参加くださ
い。（競技の進行状況によって時間が前後しますのでご了承く
ださい。） 
持ち物：動きやすい服装、靴、帽子、タオル、お茶 
申込みは、必要ありません。 

 
 

親子散歩 
 

秋の自然見つけ～ どんぐりひろい～ 
笠原保育園から神明神社まで片道約900mを歩きます。 

11月10日（水） 9：30～9：50受付 （時間厳守） 

               10：00出発   11：15帰園予定 
雨天の場合は中止 
持ち物：歩きやすい服装、靴、帽子、タオル、お茶 
（蚊が出るかもしれません。防虫対策をお願いします） 
申込みが必要です。申し込み開始日 9/13（月） 
【お問い合わせ】 
笠原地域子育て支援センター （笠原保育園2階） 
TEL/FAX４４－1971 
http://blogs.yahoo.co.jp/sien_kasahara 

家庭から出る生ゴミから堆肥をつくろう！ 
 

生ゴミを資源として循環させ、ゴミの減量とゴミ袋の節約を！  

9月22日（水）13：30～15：30 

笠原中央公民館 3階 会議室1  定員：25名（先着順） 
参加費：無料  
※受講後に堆肥を作る方のみ教材費2,000円 
講師：小境 和久（ダンボールコンポストアドバイザー） 
申込方法：電話または申込書 
※申込書は笠原中央公民館にあります 
申込み・問合せ  
NPO法人シニアネット多治見ダンボールコンポスト研究会 
代表 小境 和久まで（電話 ０９０－７６０９－３７１４） 
 

ダンボールコンポスト講習会   

 

笠原ジュニアクラブからのお知らせ   

笠原川の新しい橋の名前が 

「アザレア橋」 に 決定 
笠原中学校 
長江晴香さん（2年生） ・ 石黒穂乃佳さん（2年生） 

資源回収 にご協力ください 
 

9月12日（日） 8：00～ 

※雨天の場合は、9月２６日に延期します。 
回収物：新聞紙、雑誌、段ボール、アルミ缶、牛乳パック、ボロ 
※ペットボトル、毛布、布団は回収できません。 
 
資源物を家の前に出しておいてください。 
係りの者が回収に上がります。早めに出しておいてください。 
【お問い合わせ】 
笠原ジュニアクラブ事務局  ０９０－６５９７－３０３１ 

 Azalea Hall イベント情報   

笠原川に新しく架かる橋の命名を、笠原校区区長会が笠原中学校の生徒さんに依頼しました。 
97件の応募作の中から、長江晴香さん（2年生）と石黒穂乃佳さん（2年生）が考えた「アザレア
橋」に決定しました。 
アザレアは、中央公民館の「アザレアホール」と同様に、旧笠原町の花「つつじ」に由来。 
この橋は自転車・歩行者専用道路として来年3月に供用されます。 

 

チケットは笠原中央公民館で
も取り扱っています。 



 かさはらカレンダー  2010.9 

｢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H23.9月分まで、会議室他H22.11月分まで] 
笠原施設抽選申込開始[H22.12月分まで]（9月9日まで受付) 
笠原幼稚園2学期始業式  神明宮御鍬様 
ことぶき学級 ペン習字（笠原中央公民館）9：30～ 
季節の野菜でランチ＆スイーツ（笠原中央公民館）10：00～ 

  破砕ごみ② 

2 木 かけっこのコツを教えます!講座（笠原体育館）17：30～   ビン・ペット・発泡類① 

3 金 
初秋の絵手紙講座（笠原中央公民館）9：30～ 
季節を楽しむ草木染め（笠原中央公民館）13：30～   燃やすごみ 

4 土 
かさはら子ども和太鼓（笠原中央公民館）10：00～ おはなしの会（図書館笠原分館）14：00～  
木管五重奏団「おうま」concert 16：00開演      

 5  日 
初心者のためのギター講座(笠原中央公民館）10：00～  
こどもたちのワンダーランド（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～ 

    

6 月   図書館休館日   

7 火     燃やすごみ 

8 水       

9 木 
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）初級19：00～ 中級20:00～   ビン・ペット・発泡類② 

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）18：15～ 19：45～   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～ 
100人のプレミアムなセカイ vol.9 愛知とし子ピアノコンサート（ｱｻﾞﾚｱﾎｰﾙ） 11:00～     

 12  日 Ｊｒ．クラブ資源回収      

13 月   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）18：15～ 19：45～   破砕ごみ① 

16 木 
陶芸教室（笠原中央公民館）9：30～ 19：00～ 
笠原中体育大会  ビューティ・ペルヴィス（笠原中央公民館）15：30～ 図書館休館日 金属・紙・布類① 

17 金 初秋の絵手紙講座（笠原中央公民館）9：30～   燃やすごみ 

18 土 笠原小運動会  おはなしの会（図書館笠原分館）14：00～     

 19  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） 

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

21 火 交通安全日   燃やすごみ 

22 水 
女性のための卓球教室（笠原体育館）14：00～ 
卓球の楽しさを教えます!講座（笠原体育館）17：30～     

 23  木 初めてのハングル語講座（笠原中央公民館）初級19：00～ 中級20:00～    金属・紙・布類② 

24 金 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～  
トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）10：00～ 
女性のための卓球教室（笠原体育館）14：00～ 

    

 26  日      

27 月   図書館休館日   

28 火    燃やすごみ 

29 水 
季節の野菜でランチ＆スイーツ（笠原中央公民館）10：00～ 
女性のための卓球教室（笠原体育館）14：00～   破砕ごみ② 

30 木 
交通安全日  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～ 
トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）19：45～ 

  ビン・ペット・発泡類① 


