
 

【発行：編集】 多治見市笠原中央公民館  多治見市笠原町2081-1 

 TEL 0572-43-5155 FAX 0572-43-6511  Eﾒｰﾙ kasa-kou@tajimi-bunka.or.jp  

 http://www.tajimi-bunka.or.jp/kasa_pub/ 
多治見市笠原中央公民館 ∣ 検 索 

 TAJIMI  KASAHARA 

 

2011. 

JANUARY 

 

 

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 

子どもたちにスポーツとの出会いを、スポーツをする楽しさと魅力を伝えます 

子育て健康フェスティバルin笠原 

スポーティー ＆ ヘルシー 

体験できる 
スポーツ 

サッカー テニス 卓球 体操 弓道 ダ ンス

1月30日（日） 
笠原体育館 

小学生対象 
参加費300円 

【申込方法】 

 事前申込不要。 

 直接ご来館下さい 
 

【持ち物】 

 体育館シューズ（道具は貸出） 
 

【お問合せ】 

 笠原中央公民館 

 ☎43-5155 

●森脇健児と歩こう  
     健康ウォーキング 

●森脇健児健康づくり講演会 
 「スポーツとこころの力」 

9:30出発 申込不要 雨天中止 

開場12:00 開演13:30  

要整理券 

●健康・体力測定コーナー 

●親子で朝食クッキング 要申込 

●ぎふ清流国体応援 ドッヂビー大会 

要申込 ●第6回たじみキンボール大会 

要申込 

各催し物の詳細は次ページをご覧ください 

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。 

謹んで新春のお慶びをもうしあげます  

年頭にあたり、皆さま方のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。旧年中は笠原地区文化体育施設管理

運営にたいし深いご理解とご協力ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。 

多治見の南の玄関として市内外をはじめ県外から多くのお客様をお迎えし心豊かなひと時を提供できる

場、雄大で豊かな自然環境のもと学びと教えがお持ち帰りいただける施設で在りたいと願っております。 

平成24年9月30日ぎふ清流国体が開催され、笠原体育館はデモスポ種目 ドッジビーが予定されておりま

す。今年も変わらぬご交誼のほど、宜しくお願い申し上げます。 

平成23年元旦    多治見市笠原中央公民館長兼笠原体育館長 纐纈 正幸  

申込不要 
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  イベント情報  子育て健康フェスティバルin笠原 スポーティー＆ヘルシー 

１月30日（日） 9:00-15:00 「健康・スポーツ」をテーマにした祭典を開催します
 

第6回たじみキンボール大会 事前申込 

4人から6人のチームを編成し、指定の申込書にてお

申込み下さい。部門は一般の部・小学生の部です。 

申込締切（1月20日（木））申込方法やルール等の

詳細はお問い合わせ下さい。 

無料 

 

ぎふ清流国体応援  ドッヂビー大会 事前申込 

2012年 ぎふ清流国体が開催され、笠原体育館では、

デモスポ種目として「ドッヂビー」が行われます。 

小学生で6人から10人のチームを編成し、指定の申込

書にてお申込み下さい。 

申込締切（1月20日（木））申込方法やルール等の 

詳細はお問い合わせ下さい。 

 

親子で朝食クッキング 事前申込 

お手軽朝食メニューを親子で楽しく作ります。 
 

事前申込みが必要です。保健センター☎23-6187まで 

午前の部 11:00～ツナ玉トースト 

午後の部 13:30～お好み焼き風ごはん 

定員 各部とも18組 会場：公民館3階料理教室 

 

森脇健児  健康づくり講演会 要整理券 無料 

アスリートとしても活躍中のタレン 

ト「森脇健児」さんが笠原にやって

きます。 

テーマ「スポーツとこころの力」 
 

開場12:00 開演13:30 
※約60分を予定 

会場 アザレアホール 

整理券配布施設 
笠原中央公民館・笠原振興事務所・市役所保険年金課 

 

森脇健児と歩こう健康ウォーキング 
当日 
参加 

笠原の街並みと景色を楽しみながら歩きましょう 

受付8:45 出発9:30 ※雨天時は中止 
 

①一般コース（５km 2時間） 笠原町史跡めぐり 
 

②親子おさんぽ（公民館周辺）ベビーカーでも参加可 

 

健康・体力測定コーナー 無料 

体内成分測定・体力年齢チェック 9:00-15:00 

無料 

無料 

 笠原中央公民館 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。 

フォト川柳・俳句 悠 
 

１月4日（火）～１月31日（月） 

梅平団地を中心に俳句や川柳を愛する仲間が集まって活動をしています。 

アルバムから抜粋して作品を展示しています。 

毎年恒例木目込み人形のお正月飾り展。今年は、干支の卯をはじめ、縁起もの

を展示します。 
木目込み人形 正月飾り展 

 

１月２５日（火）まで展示中 

梅平老人会 紅白花もち飾り 
 

１月２５日（火）まで展示中 

一年の五穀豊穣を祈願する「花もち」 正月の縁起ものを展示します。 

無料 

当日 
参加 

 

 図書館笠原分館   笠原中央公民館 ☎43-５１５５ 

絵本や紙芝居などの読み聞かせを行っています。 
みんなで聴きに来てね♪ 

１月のおはなしの会は 「冬のおはなし」  
１/15（土）１４：００～14：30  絵本コーナー 

１月の休館日 1日(土）～４日（火）、１７日（月）～２１日（金） 
            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。 

保存期限の過ぎた雑誌のリサイクルを行います。 
お１人３冊まで（人気の雑誌は１冊までとします） 

 

新春雑誌リサイクル市  
１月２２日（土）～ ※なくなり次第終了 

※1/18（火）～21（金）蔵書点検の為、臨時休館とさせていただ 
きます。ご理解の程お願い申し上げます。 



コマ回し・巨大書き初め・福笑い・カルタ・もちつきなどお正月遊びが満載です。 

参加費200円 

２０１１年の幕開け。伝統のお正月遊びや子どもたちが大好きなチャレランで笠原のお正月をお過ごしください。 

 お正月フェスティバル＆笠原おもしろチャレラン大会 

さまざまな遊びのギネスに挑戦します。 

 笠原のお正月 

お正月フェスティバル 1月16日（日）9:00-13:00 中央公民館・体育館 

笠原おもしろチャレラン大会 1月16日（日）8:30-12:00 笠原体育館 

１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。 

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（水） １４：００~15:00 10日(月) 10:00～11:00 

1５日（土） 
18:15～19:15 
19:45～20:45 

20日（木） 19:45～20:45 

25日（火） 
18:15～19:15 
19:45～20:45 

30日（日） 18:15～19:15 

  

 笠原地域子育て支援センターからのお知らせ 

おじいちゃん おばあちゃんと一緒 

１月２８日（金）１１:００～１２:００ 
 

孫を連れて時々遊びに来るけど、若いお母さんの中で気がひ

けているおばあちゃん。 

いつも嫁と孫が出かけるきらきらルームってどんなところ？

と、気になっているおじいちゃん。 

近い将来じいちゃんばんちゃんになりそう…でも子育てなん

て忘れちゃったぞ！と思っている方。 

お子さん連れでなくてもかまいません。是非遊びに来てくだ

さい。 
 

対象：おじいちゃん・おばあちゃん・子育てに興味のある方 

プレママおしゃべりサロン 

２月１８日（金） １１：００～１２：００ 
 

初めての妊娠・出産・育児は分からないことだらけで不安が

いっぱい。プレママと先輩ママの交流ができればと企画しま

した。 

0歳～2歳の子どもの遊ぶ姿を見ながら、同じ不安を持つ妊婦

さんや先輩ママとおしゃべりしましょう。 
 

対象：妊婦さん・近い将来ママになられる方 

 

※いずれも申込みは不要。時間内にお越しください。 

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 

  

 スポーツ指導者養成講習会 

（財）多治見市体育協会公認 

スポーツ指導者養成講習会 

２月６日（日）、１２日（土）、１３日（日）８:４５～１７:１５ 

 

【対象】市内に在住、在勤の満20歳以上（H22.4.1現在）   

 の社会人で、現在、スポーツ指導に携わっている方、   

 または、今後指導に携わる予定で意欲のある方。 

【場所】笠原中央公民館・笠原体育館ほか 

【定員】30名（先着順） 

【受講料】3,500円（資料代含む） 

【申込み】ただいま受付中 

（財）多治見市体育協会（笠原体育館内）TEL43-6285 
  

電話または直接窓口までお申し込みください。 

毎月第3月曜は体操の日 

楽太郎から  六代目 円楽襲名 笠原に登場  

チケット好評発売中 お早めに！！ 

チケットはお電話でもご予約いただけます 

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（完売いたしました） 

    自由席 2,000円 

テレビでは感じることのできない 
臨場感をお伝えいたします。 

1月17日（月）  
16：00～21：00 

ちびっ子に体育館を開放します。 



現在受付中 
笠原発 

          講 座 

【対象】2人以内のグループ 

   （大人1人・小学生以下2人までは可） 

【定員】8組 

【持ち物】エプロン、三角巾、フキン、 

     持ち帰り用の入れ物 

【参加費】各回1グループ500円 

【教材費】各回1人800円 

     各回ごとの申込 

 

 料理教室を開放します  
 設備の充実する料理教室でケーキやパンづくり 

 などチャレンジしませんか？ 

 
 
 

ワンテーブル単位でご利用いただけます。 

コンロ・オーブンなど自由にご利用ください。 

講師も待機しますので微妙な火加減などワンポイ

ントアドバイスもします。ご希望によりレシピ・

材料もご用意します（実費）。 
 

開放日 １/８・２/１２・３/１２（土）１４：００～１６:00 
※数に限りがありますので事前申し込みが必要になります。 

料金 １テーブル 2時間500円 

 1/ 8（土） 
 ９：３０～１２：３０ 

きなこあんサンド 
豆乳パンナコッタ 

 2/12（土）  
 ９：３０～１２：３０ 

キューブチョコパン 
生チョコのカップ入りデザート 

 3/12 （土）  
 ９：３０～１２：３０ 

スモークチーズパン 
チーズクリームandピーチ 

          ワンコイン・キッチン  

        月替わりパン＆スイーツ教室 

冬 

スポーツ講座       申込開始1/１５より       

スポーツ！ワンポイントレッスン 
 

親子でキャッチボールをしよう！講座 

2月27日(日) １０：００－１１：００ 

■対象：小学生とその保護者  

■定員：６組(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  

トレーニング室 お気軽講座 

腰痛、肩こり改善！ 
 

2月２８日(月) １３：３０～１４：００  
■定員：８名(申込み順) ■受講料：100円 

お申込み 笠原体育館☎43-6285    

季節の野菜でランチ＆スイーツ 
 

とれたて野菜を使った簡単ランチレシピとシーンに 

合わせた手軽なスイーツを作ります。 

作ったスイーツはそのままお持ち帰り、ご家族でお 

召し上がり下さい。 各回ごとの申込可 

【日程】1/17（月）チョコケーキ 

    2/21（月）クッキー・カップシフォン 

    3/21（月・祝）生クリームケーキ 

【時間】10：00～13：00 
【参加費】各回500円 

【教材費】各回1,000円 

【定員】20名 

【持ち物】エプロン・三角巾・布巾・持ち帰り用容器  
 

ビューティ・ペルヴィス 
 

骨盤まわりの筋肉をほぐし、自ら持つ健康美を引き 

立てるトータル・ボディーワークです。 

 

【日程】1/27 2/10・17・24 3/10・17・24の木曜日 

【時間】15：30～17：00 

【対象】成人女性  【定員】20名 

【参加費】4,900円 

【持ち物】ヨガマット   

This is a penから始まらない中学英語  
 

もう一度英語を学び直したい、今の中学校ってどん 

な学習をしているの？英語教育に力を入れる笠原か 

ら発信する英語講座。 

中学2年生を舞台に学習を進めます。 

【日程】2/5・19 3/5・19の土曜日 

【時間】14：30～16：00 

【対象】小学生から受講可能 
【参加費】成人2,000円、小学生・中学生1,500円、 

     親子（二人まで）3,000円 

【教材費】一人500円 

【定員】20名  【持ち物】筆記用具・辞書  
 

 

初めてのハングル語講座 
 

すぐ使える。韓国旅行に役立つ身近なテーマで学習 

を進めていきます。 

【日程】2/17・24 3/10・24の木曜日 

【時間】19：00～20：00 

【定員】20名 

【参加費】1,600円 

【教材費】500円 

【持ち物】筆記用具 

  申し込みは、笠原中央公民館まで 電話（０５７２）４３－５１５５ 
会場はすべて笠原中央公民館です（※スポーツ講座除く） 



  

 お気軽Happy スクール 
特
典 

①６０歳以上の方割引価格 
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、ドリンクを飲みながら交流も図れる 

  
絵手紙講座  相手を思い手紙を書く、そして描く・・・。 心をこめた絵手紙 描いてみませんか？ 

   

この講座は、笠原中央公民館・多治見市体育協会・笠原地域福祉協議会でお申込みが可能です。 

「パパと一緒に体操」＆「ママはボディメイクピラティス」 

子育てを楽しんでいますか？  

お父さんへ 広い体育館を使って子どもさんといっぱい遊びましょう♪ 

お母さんへ その間に心と体のリフレッシュを！ 

充実した施設が整う笠原ならではのイチオシ講座です。 
 

※体操またはボディメイクピラティスのみの参加も可能です 

2/19（土） 10：30～11：30 開催 

対象 2歳以上の子を持つパパとママ 

ボディメイクピラティスは成人女性 

定員 体操は10組（ボディメイクピラティスのみ20名） 

持ち物 パパと子どもさんは、運動のできる服装と室内靴・飲み物 

ママは、ヨガマットまたはバスタオル 

参加費 

  申し込みは、笠原中央公民館窓口またはお電話（４３－５１５５） で。 
笠原体育館でもお申込みできます。 

 

【日程】1/7・21 2/4・18・3/4の金曜日 9：30～11：30 

【参加費】2,500円  （特典価格 2,000円） 

【持ち物】顔彩・ポケットティシュ・水入れ 

【教材費】1,250円  【顔彩ﾚﾝﾀﾙ】250円 

若いころにみんなで輪になって踊ったフォークダンス。 

もう一度、みんなで踊ってみませんか？ 

懐かしい思い出が蘇ります。 

 

2/14（月）10：00～12：00 
 
【参加費】500円（特典価格 400円） 

【対象】成人 

【定員】40名 

【持ち物】運動のできる服装 

     室内シューズ・飲み物 

フォークダンスを楽しんじゃおう♪ ちょっとだけスポーツ！ 

楽しくカラダを動かしましょう！日頃から運動不足を

感じている皆さん、健康づくりのスタートに参加して

みては！ 

 

２/22（火）・3/1（火）・3/8（火） 10:00～11:00 
 

【参加費】1,500円（特典価格 1,400円） 

【対象】成人 

【定員】10名 

【持ち物】運動のできる服装 

     室内シューズ・飲み物 

同時申込み 800円 

ピラティスのみ  500円 

体操のみ 500円 

笠原中央公民館・多治見市体育協会・笠原地域福祉協議会連携事業 



 かさはらカレンダー  2011.1 

｢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 土 図書館休館日   

2 日 図書館休館日   

3 月 図書館休館日   

4 火 
笠原中央公民館 申込開始[ﾎｰﾙH24.1月分まで、会議室他H23.3月分まで] 

笠原施設抽選申込開始[H23.4月分まで]（1月9日まで受付) 
図書館休館日 燃やすごみ 

5 水 
ことぶき学級 ペン習字（笠原中央公民館）9：30～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）14：00～ 
    

6 木    ビン・ペット・発泡類② 

7 金 絵手紙講座（笠原中央公民館）9：30～   燃やすごみ 

8 土 
月替わりパン＆スイーツ（笠原中央公民館）9：30～   

かさはら子ども和太鼓（笠原中央公民館）10：00～ 
    

9 日 成人式（文化会館）13：30     

10 月 トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）10：00～     

11 火 笠原幼稚園3学期始業式   燃やすごみ 

12 水     破砕ごみ① 

13 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）19：00～ 
  金属・紙・布類① 

14 金 交通安全日 ことぶき学級 合唱（笠原中央公民館）9：00～   燃やすごみ 

15 土 
おはなしの会（図書館笠原分館）14：00～ 

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

16 日 
お正月フェスティバル（笠原中央公民館・笠原体育館）9：00～ 

笠原おもしろチャレラン大会（笠原体育館） 家庭の日 
  

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ家庭ごみ 

持込（午前9時～12時） 

17 月 
笠原小・中開放施設調整会議  体操の日（笠原体育館）16：00～ 

季節の野菜でランチ＆スイーツ（笠原中央公民館）10：00～ 
図書館休館日   

18 火   図書館休館日 燃やすごみ 

19 水 ことぶき学級 ペン習字（笠原中央公民館）9：30～ 図書館休館日   

20 木 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 金属・紙・布類② 

21 金 絵手紙講座（笠原中央公民館）9：30～ 図書館休館日 燃やすごみ 

22 土 
かさはら子ども和太鼓（笠原中央公民館）10：00～ 

新春雑誌リサイクル市（図書館笠原分館）～なくなり次第終了 
    

23 日       

24 月   図書館休館日   

25 火 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 

26 水     破砕ごみ② 

27 木 
笠原中新入生保護者説明会 

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 

28 金 ことぶき学級 合唱（笠原中央公民館）9：00～   燃やすごみ 

29 土       

30 日 
子育て健康ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin笠原 ｽﾎﾟｰﾃｨ&ﾍﾙｼｰ（笠原中央公民館・体育館）9：00～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18：15～ 
    

31 月   図書館休館日   

笠原中央公民館・笠原体育館 休館  

12月29日（水）～1月3日（月） 

（図書館笠原分館は1/4まで休館） 

ただし、1月1日は元旦歩こう会・初日の出を見よう会がございます。 


