
歌謡界を牽引してきた元スパイダース
の名ギタリスト井上堯之。 
2009年１月突然の引退表明。 
何もかも捨てたはずの人生で、 
これだけは捨てることができなかった
もの   － ギターと音楽 ー 
 

音楽に捧げた人生の歓びと幸せを 
直接お伝えするコンサートです。 
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 ２月１３日（日）  
 

  開場１６：００ 開演１６：３０ 
 

 

指定席 2,500円 完売御礼 
自由席 2,000円 好評発売中 

大名跡円楽の襲名 
満を持しての笠原登場 
お手頃な価格でお届けする 
笠原寄席 
いま、落語がおもしろい 
噺家の息遣い・観客と創る舞台 
生の臨場感を味わってください 

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  

東京芸大院生によるピアノ五重奏コンサート 

スチュアート・クィンテット 
4月23日（土） 16:00開場  16:30開演 
 

                          入場料 全席自由 
                             一般 2,000円   
                       高校生以下 1,500円 

Vol.１３ 

井上堯之コンサート 
4月2日（土） 18：３０開場  19：００開演 
入場料 全席自由 1,000円 

残席わずか！ お急ぎください。チケットは電話予約可・公演当日までお取り置きいたします。 

  

新
着
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サ
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ト
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第77回日本音楽コンクール第3位入賞 
多治見市出身長谷川彰子（チェロ）ほか 
期待の新人演奏家が登場 

依田真宣 Violin 
須山暢大 Violin 

瀧本麻衣子 Viola 
長谷川彰子 Cello 

中野友裕 Piano 

楽
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み
な
さ
ま
の
生
涯
学
習
・
健
康
づ
く
り
を
お
手
伝
い
す
る 

公
共
空
間 

みなさまの元気な生活を応援する 
笠原中央公民館・体育館・図書館笠原分館です 

 

  生涯学習活動とスポーツ活動の拠点がひとつにまとまった施設の特色を活かし、 
  催しの幅を更に広げ、皆様の期待にお応えします。 
  様々な目的を持つ人でも一緒に来館していただき、一緒に時を過ごすことのでき 
  る公共空間を目指します。 
  今月号のあしすとでは、笠原体育館と図書館笠原分館の取り組みをご紹介します。 

 １回 100円  
とてもリーズナブルな料金でご利用いただけます。 

運動はまずは楽しく、お気軽に…  

様々な世代、ご要望にお応えする スポーツ教室 
 

 小学生を対象にしたスポーツ体験、健康増進を目指す高齢者向け、 
 ストレスの解消シリーズ、余暇を楽しむ短期講座など続々と登場です！！  

ー トレーニング室の活用 ー ダイエット、体力づくり 
 

液晶テレビ付きの「有酸素系マシン」や腹筋を鍛
える「クランチ」、広背筋・上腕ニ頭筋を鍛える
「ハイプーリー」など、充実した機器をそろえていま
す。また、男性、女性、年齢、各部位の強化など、
目的別のトレーニングプログラムをご用意して、
皆様の活動をご支援します。 

 

 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。1回100円（高校生50円）、お得  
 な回数券もあります。 また、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。 

 

 

 トレーニング室のご利用にあたっては、まず講習会を 
 受講してください。トレーニング機器のご利用方法、ト 
 レーニングのポイントをご紹介します。講習会は事前 
 予約（☎43-6285）が必要です。 
2月の予定は本誌４ページをご覧ください 

トレーニングカードはお持ちですか？ 

好きな時間に、自分のペースで   

※総合体育館のカードをお持ちの方には、短時  
  間講習（5～10分）を毎日実施しています。 

トレ-ニング室へ 

行こう 

スポーツ！ ワンポイントレッスン 

ビーチバレーボールと 
               色々スポーツを楽しもう！ 講座 

3月１１日(金) １７：３０～ 

■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  

ノルディック・ウォーキング教室 
 

2本のポールを使用し、美しい姿勢づくりとダイエットに効
果があるノルディック・ウォーキングに挑戦! 

3月3日・１０日(木) １３：３０～ 

■対象：一般男女 ■定員：１４名(申込み順)   
■受講料：５00円 (ポール貸出有) 
■持ち物：運動の出来る服装 室内用シューズ  

   お申込みは、２月15日（火）から開始  お申込み・お問い合わせ 笠原体育館☎43-6285 

笠原体育館 開館時間 9:00-21:30 
 

年中無休 （年末年始のぞく）  

お問い合わせ ☎43-6285（直通） 

笠原体育館のキーワード   健康づくりの実践の場 
 

図書館で適した運動方法を探す！   体育館のインストラクターに聞く！ 
体育施設の多様な機能をご利用ください。 

魅力 

 講
座へ 

参加しよう 



   ２月の休館日は、 ７日(月）、１４日(月)、１７日（木）、 ２１日（月）、２８日（月） 
     ※開館時間外の返却は返却ポストをご利用ください。 

 「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 

同時申込み    800円 
ピラティスのみ  500円 
体操のみ      500円 

図書館笠原分館 

 

 

開館時間 10:00-18:00 
 

毎週月曜日・第３木曜日・年末年始休館 
 

 

本を借りよう 

 

 毎日の新聞から、気になる雑誌、ベストセラー本、子どもたちに人気の本まで幅広く取りそろえていま 
 す。また、本館と子ども情報センターから本の取り寄せもおこなえます。お気軽にお問い合わせくださ
い。 ご利用方法やお探しの本、リクエスト等ごさいましたら職員にお申し付けください。職員一同気軽
にご来館いただける雰囲気をつくり、本との素敵な出会い、知的好奇心を満たすお手伝いをさせてい
ただきます。 

 

蔵書数は約４万３千冊 毎月約150冊ほど新刊書籍が入荷します 

 

インターネット 

 
 

 みなさまよりご要望をいただいておりました、インターネットコーナーを新設しました。 

 インターネット用のパソコン２台がございます。お一人様30分までご利用いただけます。 
 次の方がいらっしゃらない場合は30分延長可能です。 
 ※カウンターでお申込みをお願いします。メール・ゲーム・ショッピングなどのご利用はできません。 

 

インターネットコーナーを新設 知りたい情報を検索できます 

 

おはなしの会 

 
 

 本の読み聞かせは、子どもたちの想像力や知的好奇心を育てる大切なものといわれています。 
 また、親子による読み聞かせは、親子間の絆を深めることでしょう。 
 図書館では、毎月第１・第３土曜日にボランティアによる本や紙芝居をつかった「おはなしの会」を実施 
 しております。 

 

子どもたちと本との素敵な出会いを。親子でお楽しみください 

お問い合わせ ☎43-5155（笠原中央公民館内） 

魅力 

魅力 

魅力 

 ２月のおはなしの会 
  5日（土） 大きな絵本 
 １９日（土） うさぎのおはなし 

１４：００～14：30  

 絵本コーナー 



 まだまだ申し込める 

 笠原発 

          講座 冬 

  お申し込みは、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。 

跳び箱・鉄棒・マット運動を練習しよう 
※小学2年生以下要保護者      

【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 
 各回ごとのお申し込みができます。 
 

 
  

 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  
 にチャレンジしてみませんか？ 
 

 1時間700円の料理教室を分割してご利用いただく 

 ワンコインキッチン 
  

 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 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 

 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 

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。  
各回ごとのお申し込みができます。 

【日程】  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  
 

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 

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  
 
 

２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（土） １４：００~15:00 10日(木) 
18:15～19:15 
19:45～20:45 

1５日（火） 
18:15～19:15 
19:45～20:45 

20日（日） 
18:15～19:15 
19:45～20:45 

25日（金） １０：００～１１：００   

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。 
 

【日程】  2/14の月曜日 
【時間】  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 
※特典：60歳以上の方は特典価格でお申込みいただけます 

フォークダンスを楽しんじゃおう♪ 

 

毎月第3月曜は 
体操の日 

2月21日（月）   16：00～21：00 
1組（人）100円/1時間 

ちびっ子に体育館を開放します。 

家族で楽しめる料理講座です。 



  

 笠原地域子育て支援センターからのお知らせ 

おひなさま作り 
２月２４日（木）～３月３日(木) １０:００～１１:１５ 
 

３月３日は桃の節句です。ひな祭りに向け簡単なおひなさまを
作ります。 

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 

  

 笠原クリーンセンターからのお知らせ 

当センターは、平成２３年３月３１日をもって「燃やすごみ」の受
け入れが中止となります。 
４月１日以降、「燃やすごみ」を持ち込まれる場合は、三の倉
センターをご利用下さい。 
なお、破砕ごみ、埋立ごみ、資源は今まで通り持ち込み可能
です。 
 

連絡先 笠原クリーンセンター ☎４４－１４２２  

 生涯スポーツセミナー 

    「小嶋基次氏 ええ加減のススメ」 

保護者対象「心のおしゃれ学 子どもが変わる３つの『宝』」 
           ・スポーツ活動が持つ「学業への影響」など 
指導者対象「子どもが伸びる『六感』」 

3月１２日(土)  笠原中央公民館 ３階会議室 

【講 師】 小嶋 基次氏（日本体育協会１級トレーナー） 
【時 間】 保護者１５：00～１６：３０ 指導者 １８：00～１９：30 
【定 員】 各５０名(申込み順)   
【受講料】 無料 
【申 込】  2月15日（火）午前9時より 

 

お申込み 笠原体育館☎43-6285    

  

 笠原地域福祉協議会からのお知らせ 

 ◇生きがい健康塾 受講生募集!!◇ 
 

 

 

 

 

 
 
【場  所】 かさはら福祉センター2階集会室 
【参加費】 無料 
【申込み】 事前のお申込みは不要です。 
【問合せ】 笠原地域福祉協議会（電話４３－６８２２） 
         担当：水野・伊藤 

認知症サポーター養成講座 
認知症とはどんな病気? 

その関わり方は？ 

２月１６日(水)１０：００～１１：３０ 
講師：滝呂包括支援センター 

“糖尿病”って怖い病気？ 
糖尿病について 

３月１６日(水)１０：００～１１：３０ 
講師：保健センター 

 

 NPOまいて資源回収のお知らせ 

資源回収にご協力ください 
 
【期  日】2月20日（日）※少雨決行 
【時  間】午前9時～ 
【回収品】新聞・雑誌・ダンボール・ボロ布 
        アルミ缶・牛乳パック 
【回収方法】ご自宅前にお出しください。 
          役員が回収して回ります。 
【問合せ】NPOまいて事務局 090-8676-7763 

 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。 

第29回 書初め展 
 
 

2月１日（火）～２月１６日（水） 

笠原では恒例となりました、ほほづき書法會と游心會のメンバーによる 
今年初めての展示会です。 

2月22日は『猫の日』 それにちなんで22匹の猫が2階ギャラリー 
レトロコーナーでみなさんをお出迎えします。 
陶芸教室講師高橋義孝氏の渾身の作品です。 

猫になりたい猫展 
 

 
２月１５日（火）～２月２８日(月) 

2010年図書館笠原館で貸出の多かった本、ベスト10を発表! 
あなたが読んだ本は、入っているでしょうか？! 
 

図書館笠原分館 

２０１０年貸出ベスト１０ 
 
 

２月１日(火)～２月２８日(月) 



 かさはらカレンダー  2011.2 

｢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 火 
笠原中央公民館 申込開始[ﾎｰﾙH24.2月分まで、会議室他H23.4月分まで] 

笠原施設抽選申込開始[H23.5月分まで]（2月9日まで受付)  交通安全日 
  燃やすごみ 

2 水 ことぶき学級 ペン習字（笠原中央公民館）9：30～      

3 木 笠原保育園豆まき   
有害ごみ・天ぷら油② 

ビン・ペット・発泡類② 

4 金 絵手紙講座（笠原中央公民館）9：30～   燃やすごみ 

5 土 

ほのぼのあそびパーク（笠原中央公民館）11：00～ 

This is a penから始まらない中学英語（笠原中央公民館）14：00～ 

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）14：00～ 

    

6 日 ｽﾎﾟｰﾂ指導者養成講習会(笠原体育館)8：45～    

7 月   図書館休館日   

8 火     燃やすごみ 

9 水     破砕ごみ① 

10 木 
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～ 19：45～ 
  金属・紙・布類① 

11 金 ことぶき学級 合唱（笠原中央公民館）9：00～     

12 土 

ｽﾎﾟｰﾂ指導者養成講習会(笠原体育館)8：45～ 

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～ 

    

13 日 
三遊亭円楽独演会（笠原中央公民館 ｱｻﾞﾚｱﾎｰﾙ）16：00～ 

ｽﾎﾟｰﾂ指導者養成講習会(笠原体育館)8：45～ 
    

14 月 ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽを楽しんじゃおう♪（笠原体育館）10：00～ 図書館休館日   

15 火 
笠原小・中開放施設調整会議 交通安全日 笠原保育園保育参観・懇談会（～１６日） 

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 

16 水 ことぶき学級 ペン習字（笠原中央公民館）9：30～      

17 木 

笠原小 授業参観 

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～ 

図書館休館日 金属・紙・布類② 

18 金 絵手紙講座（笠原中央公民館）9：30～   燃やすごみ 

19 土 

笠原幼稚園生活発表会 おはなしの会（図書館笠原分館）14：00～ 

ｲｸﾒﾝ・ﾎﾞﾃﾞｨﾒｲｸﾋﾟﾗﾃｨｽ（笠原体育館・笠原中央公民館）10：30～ 

This is a penから始まらない中学英語（笠原中央公民館）14：00～ 

    

20 日 
ＮＰＯまいて資源回収(NPOまいて事務局）9：00～ 家庭の日 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18：15～ 19：45～ 
  

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ家庭ごみ 
持込（午前9時～12時） 

21 月 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   

22 火 笠原保育園保育参観・懇談会（～23日） ちょっとだけｽﾎﾟｰﾂ!(笠原体育館)10：00～   燃やすごみ 

23 水 笠原小 入学説明会   破砕ごみ② 

24 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～ 
  

有害ごみ・天ぷら油① 

ビン・ペット・発泡類① 

25 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 

26 土 かさはら子ども和太鼓（笠原中央公民館）10：00～     

27 日 ｽﾎﾟｰﾂ!ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄﾚｯｽﾝ 親子でｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙをしよう!講座(笠原体育館)10：00～     

28 月 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 お気軽講座 腰痛、肩こり改善!(笠原体育館)13：30～ 図書館休館日   


