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2009年1月 突然の引退  それは 「全てを捨てる」 ということです。  
スパイダース・PYGの華やかしい活動、 
日本アカデミー賞最優秀音楽賞、日本レコード大賞受賞曲作曲者…  
輝かしい栄光の数々を捨てる。 
 

しかし、井上堯之さんは 
「貴重な時間」を過ごすことができたと話してくれました。 
そして、捨てることができなかったものもあった… 
みつめる指先にはまるで血豆のようなタコ どうしたらあんな指になるのか。 
 

今 井上堯之が感じている「歓び」と「幸せ」をお伝えするコンサート 
その舞台は「100人のプレミアムなセカイ」 －。 
 

このコンサートは、舞台上に設けられた座席にお客様も座り、 
アーティストと演奏者が、 
お互いの息遣いや表情を直接感じられる距離で向かい合うものです。 
 
井上堯之の全てをお伝えします。 

INOUE  TAKAYUKI  CONCERT 

100人のプレミアムなセカイ VOL.13 

2011. 4. 2（土）  18:30開場 19:00開演 

Azalea Hall 
 アザレアホール 

多治見市笠原中央公民館 

  井上堯之コンサート 

【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/ 

ただいまチケット発売中 電話予約承ります。  

     入場料 1,000円 
 

チケットは100枚限定になります。 
        座席は舞台上に設けます。 



季節の野菜でランチ＆スイーツ 
 

大人気講師、洞谷多美江さんのスイーツ講座。材料を 
混ぜてオーブンで焼いたり、冷蔵庫で冷やして固めたり。 
自宅に帰っても簡単に作れるスイーツをご紹介します。 
また、地元で採れた野菜を使ったランチメニューもご用 
意しています。お腹も大満足。食後は仲間同士のおしゃ 
べりタイムも！ 

【日程】4月25日（月）・5月23日（月）・6月27日（月） 
【メニュー】クリームチーズ＆クランベリーカップケーキ（4/25） 
         黒ゴマプリン スコーン（5/23） 
         レアチーズケーキ（6/27） 
【参加費】各回1,500円 
【定員】16名 
 

季節の野菜でランチ＆スイーツ 
 

旬の魚は安くて新鮮! 栄養満点ですよね。子どもたちの成長にも 
必要な栄養がいっぱいです。でも、丸ごと1匹さばくのはちょっと 
抵抗が…。そんなあなたに朗報です。刺身・フライ・塩焼きに応用 
できるさばき方をプロがこっそり教えちゃいます。 
ー調理する魚 刺身用アジ2匹 イカ1杯ー 

【日程】5月15日（日）14:00-16:00 
【講師】本田和人（ｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾅｶ 鮮魚担当） 
【参加費】親子1,200円・お一人の場合900円 
【定員】親子（大人一人、小学生一人まで）8組 
 ※大人一人での申し込み可 子どものみの参加は不可 
 

●滝呂会場協賛イベント 
１１：００ 先着300名 だんご進呈 
                滝呂太鼓の演奏 
 
●笠原会場協賛イベント 
11:00 先着300名 豚汁の進呈 

 公民館ライフをお楽しみください 

春 
講座 

人生を楽しく 
みなさまのまなびをお手伝いする それが公民館です。 
お一人で、お仲間とそしてご家族で・・・、楽しみ方はあなた次第。 
どうぞお気軽にご来館ください。 
たくさんのメニューでお待ちしております。 

KASAHARA COOKING CLUB 

ココロがワクワクする料理講座 

季節の野菜でランチ＆スイーツ 
 

旬の野菜「春キャベツ」料理に挑戦！ 
旬の野菜は、安くておいしいけど、全部使い切ることが
出来ないこともありますよね。 
今回は、そんな野菜を使いきるレシピをご紹介します。 

【日時】4月18日（月）10：00～13：00 
【講師】多治見基美（管理栄養士） 
【参加費】1,500円 

【定員】16名  
 

旬の野菜を使いきるレシピに挑戦! 家庭の包丁でOK プロがこっそり教える魚のさばき講座 

すぐに応用できる満点レシピを満載！ 華やかな食卓を。 
親切・丁寧な人気講師陣があなたの疑問をすぐに解決。 
広くてゆったり、設備も整った料理室が会場です。 

ココがおすすめ！ 担当スタッフがみなさまを全力サポート 

「旬の野菜を使いきるレシピに挑戦！」 
○一つの素材を丸ごと使い切り、家計と地球に優しいレシピ 
○家族に旬を伝える栄養価満点の管理栄養士直伝レシピ 
 

「家庭の包丁でOK プロがこっそり教える魚さばき講座」 
○市場直送のおいしい魚を使って料理の基本がみるみる分かる 
○プロ用の調理道具は一切なし！ まな板と包丁があればOK 
○講座終了後も、ご近所さんの講師と仲良くサカナ・ライフ 
 

「混ぜて焼くだけ♪簡単スイーツ講座」 
○季節やイベントにぴったりのお手軽スイーツ 
○作ったスイーツはご自宅にお持ち帰りいただけます 
○ランチは冷蔵庫の残り物でできるアイデアレシピ 

混ぜて焼くだけ♪簡単スイーツ講座 

笠原校区まちづくり市民会議・滝呂まちづくり運営委員会連携事業  

旧笠原鉄道廃線跡 

 陶彩の径開通記念イベント 

陶彩
とうさい

の径
みち

 ウォーキングラリー 

3月13日（日） 10:00-15:00 参加無料 
（雨天中止） 中止の有無は当日8:30に決定します。 

笠原中央公民館 ～  まなびパークたじみ間 
どちらからでも出発できます。出発地でポイントカードを 
お受取りください。 旧笠原鉄道廃線跡地にできた「陶彩の径」がまもなく全面開通しま

す。これを記念して、多治見～笠原間のウォーキングラリーを開催し
ます。沿道には、クイズを設けています。 
春への季節の移ろいと笠原鉄道の面影を感じながら、歩きません
か。参加者特典もあります。 
まなびパークたじみ・サンホーム滝呂では、期間中「第２回なつかしの
写真展」を開催します。どうぞご参加ください。 



  講座・チケットのお申し込みは、笠原中央公民館まで。 電話（０５７２）４３－５１５５ 
みなさまのご参加お待ちしております 

バス研修 
  陶芸の里  

  しがらき 

信 楽 
焼き物文化の変遷をたどるバス研修。今回は狸の置物で 
有名な滋賀県甲賀市信楽町を訪ねます。 

4月24日（日） ８:３０集合 （帰り）17:30予定  

集合・解散 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 ⇒信楽陶芸村（昼食）⇒ 
 

夢京橋キャッスルロード（彦根市） ⇒  
 

高速利用⇒ 17:30到着予定 

 参加料  4,500円 （昼食付き） 

       40名限定企画 春の信楽・彦根散策 

   － 公共空間 － みなさまの生涯学習と笠原のまちづくりをお手伝いします 

笠原中央公民館 
お問い合わせ ☎43-5155 

開館時間 9:00-21:30 
 

年中無休 （年末年始のぞく）  

みなさまの人生をより豊かに・より輝かしくー わたしたちは文化・生涯学習の視点でみなさまの活動をお手
伝いいたします。多治見市内で唯一の公民館・図書館・体育館がひとつにまとまった施設です。 
アザレアホール（公民館ホール）では著名なアーティストや今後活躍が期待される若手音楽家のライブ、地
域の団体のみなさまの発表の機会など、ホールの音楽環境をフル活用して、魅力的な催事を発信します。会
議室は、和室・茶室・会議室・研修室など用途に富んだ構成となっています。生涯学習講座や各種会合など
でどうぞご利用ください。世代を問わず、図書館・体育館と一体となった「笠原でしかできない」にこだわった
内容の講座・イベントを発信します。 
わたしたち職員でお役に立てることがあれば、どうぞお気軽に公民館にお立ち寄りください。  

生涯学習  

まなびとの

出会い 

ふるさと 

魅力 
再発見 

舞台芸術  

感性を 
みがく 

若きビルトゥオーソの饗宴 第３章 

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 

長谷川彰子 Cello 

チケット好評発売中お電話でご予約可  

多治見市出身 
クラシック界期待の新星 
長谷川彰子（チェロ）出演 

たじともclub会員500円引き  



図書館分館新刊情報 
ホームページにて新刊情報を更新しています。 
下記アドレスよりご覧ください。 

http://www.tajimi-bunka.or.jp/kasa_pub/tosyo/
newbook.html 
 

＜新刊案内＞  
《一般書》 
・一刀斎夢録（上）（下）   浅田次郎 
・秘密のスイーツ         林真理子 
・モルフェウスの領域     海堂尊 
・美しき身辺整理        竹田真砂子 
・ザッケローニの哲学     アルベルト・ザッケローニ 
・ふわふわ、とろ～り半熟スイーツ  信太康代 
・男の子の通園＆通学グッズ  
  

《児童書》 
・やさいいろいろかくれんぼ  いしかわこうじ 
・ザザのちいさいおとうと   ルーシー・カズンズ 
・みぢかなマーク           ハマダルコラ 
・もりのねこ                工藤有為子 
・ユリシーズ・ムーアと鏡の館 
・いちばん！の図鑑   

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      

 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。 

笠原中学校 美術科 作品展 
 
 

３月１日（火）～3月１８日（金） 

笠原中学校１年生のみなさんが美術の時間に描いた自画像を展示します。 

３度目の展示会となりました。年に１度ずつの個展は生きがいにもなり、身も心
も健康になったと思えるようになりました。今回も、木目、木片たちの槌や鑿や
糊との語らいを聞いてみてください。 

木と槌と鑿と俺 
 

 
３月２１日（月）～３月３１日(木) 

絵本や紙芝居などの読み聞かせを行っています。 
みんなで遊びに来てね♪ 

３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 

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） １０：００～１１：００ 10日(木) 18:15～19:15 

1５日（火） 19:45～20:45 20日（日） 
14:00～15:00 
18:15～19:15 

25日（金） 19:45～20:45 30日（水） 
18:15～19:15 
19:45～20:45 

 

毎月第3月曜は 
体操の日 

3月21日（月・祝）   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。 

図書館分館          ☎４３－５１５５ 

３月のおはなしの会 
１４：００～１４：３０ 図書館絵本コーナー 

５日・１９日（土）「春のおはなし」 

３月の休館日 
 ７日（月）・１４日（月）・１７日（木）・２８日（月） 
※開館時間以外の返却は、返却ポストをご利用ください。         

◇くるりんジャンプ！ ちびっこ体操教室◇ 
遊びながら覚える体操教室。マット運動、跳び箱運動と
いった苦手種目を克服して体操好きになろう！最終日は、ミ
ニ発表会として練習成果を発表します。 
６月８日～7月２７日（水曜・全8回）１８：００～１９：３０ 
 
【対象】幼児～小学４年 【定員】２５名 
【講師】多治見市体操協会 
【参加費】4,800円 
【持ち物】運動ができる服装・室内シューズ 
【申込】4月15日～ ☎43‐6285 
 

ほのぼのあそびパーク   ☎４３－５１５５ 

         
3月5日（土）11：00～12：00   
「紙コップとふくろう笛」作り 
   ストローを使って楽しいおもちゃを作りましょう。 
 

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!! 
 



  

 笠原地域子育て支援センターからのお知らせ 

きらきらアスレチック 

３月11日（金） １０：００～１１：３０  場所：きらきらルーム 
 

 ９月に行われた「わんぱくアスレチック」は大好評でした。「もっと
したかった」「申込みが間に合わなくて参加できなかったので残
念」という声にお応えして、再登場。 
 遊具にあった体の使い方、大勢で遊ぶ中で順番を守ることや
待っていることも知らせていけるといいですね。 

※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 

  

 笠原中央公民館 アザレアホール情報 
 

◇笠原中学吹奏楽クラブ定期演奏会◇ 
 

3月27日（日） 13：30開演 
 

楽しいひと時をお届けします。ぜひご来場ください。 
 

 

 スポーツ施設の抽選申込期間の変更について 

◇多治見の子ども太鼓交流ｺﾝｻｰﾄ＆ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ◇ 
 

    ３月２０日（日） 

  元気にドン！  太鼓をたたいて元気になろう！ 

  

 市役所 税務課・都市政策課からのお知らせ 

◇笠原町で市街化区域になった 
                     土地・家屋について◇ 
 

平成２２年１2月24日に市街化区域になった土地・家屋には、平成23
年度から固定資産税（課税標準額×1.4％）とともに新たに都市計
画税（課税標準額×0.3％）が課税されます。 
また、市街化区域の農地は平成23年度から、山林などは平成24年
度から評価額が宅地並みになりますが、農地については、急激な税
額上昇による負担を調整する措置があります。なお、市街化区域
になる区域の地図などは、広報たじみの平成22年12月1日号をご
覧になるか下記までお問い合わせください。 
多治見市役所 ☎２２－１１１１ 
 

問合せ先 税に関すること 税務課 原 （内線1112） 
市街化区域に関すること 都市政策課 日比野、水野（内線1392） 

 

 

平成２３年４月１日（７月分の抽選申込）より抽選申込期間が下記
のとおり変更となりますのでご注意ください。 

変更前 変更後 

■抽選申込 
毎月１日～９日 

■抽選申込 
毎月１日～８日 

※当落確認・支払期間は、今まで通り毎月１０日～１６日です。 
※９日は当落確認・支払はできません。 

 

入場無料 
＜曲目＞ 
東京スカパラメドレー ライオンキング 
マーチ「春風」  ドレミのうた 他 

ワークショップ 
一緒に太鼓をたたいてみませ 
んか？練習した曲をステージで 
発表します。 

11：００～12：００ 
対象：小学3年生以上 
              ～大人まで 
   ※申込み不要 

 

コンサート 
ワークショップの発表と 
    多治見の子ども太鼓競演 
かさはら和太鼓“風”演奏 

   １４：００～１６：００  

    ※入場無料 

おめでとうございます。 
多治見市文芸祭に下記の方々が入賞されました。 ※敬称略 
 

一般の部 
小説 奨励賞  井口のり子    俳句 入選  加藤宇多子 

笠原小学校 
詩 優秀賞    六年  渡邊  健人  六年  酒井  優作 

詩 入選 三年  水野恵美理 六年  横田 一樹   
    

短歌 優秀賞    五年  徳留 彩乃 六年  加藤 万絢 

短歌 入選     六年  土本あす華 六年  渡邉 健人 

短歌 入選     六年  池戸 比南  
    

俳句 優秀賞    四年  各務 真夕 四年  大桑 有美 

俳句 入選     三年  いとうあきね 四年  谷口 宗久 

俳句 入選     四年  堀部日菜乃 四年  野々垣祐介 

俳句 入選     四年  加藤  空 四年  谷口 直輝 

俳句 入選     四年  副島まさし 四年  木寺希世紀 

俳句 入選     五年  芝合 航輝 五年  加藤 吉朗 

俳句 入選     五年  若子 泉和 五年  水野 杏香 

俳句 入選     五年  横井 葉名 五年  多治見純花 

俳句 入選     六年  加藤  瞳 六年  仲宗根悠維 

笠原中学校 
俳句 優秀賞    三年 加納 園子  

俳句 入選     三年 加藤 千佳 三年 可児智恵子 

俳句 入選     三年 木村 賢人 三年 大桑 寛子 

俳句 入選     三年 加藤 琴子 三年 加藤ほのか 

 多治見市文芸祭入賞者のご案内 

 

 笠原振興事務所からのお知らせ 

◇4月1日より、笠原窓口課は笠原振興課に 
                           統合されます◇ 
 

笠原窓口課と笠原振興課は統合され笠原振興課となります。 
ただし、次の業務以外は従来通りで変更ありません。 
○変更となる業務ー「保育園入所受付」は、市役所子ども支援課、 
  笠原保育園となります。 
 

  問合せ先 笠原窓口課 ４３－３１３１ （内線２１１５） 



 かさはらカレンダー  2011.3 

｢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H24.3月分まで、会議室他H23.5月分まで] 

笠原施設抽選申込開始[H23.6月分まで]（3月9日まで受付) 

交通安全日 ちょっとだけｽﾎﾟｰﾂ!(笠原体育館)10：00～ 

  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 ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ･ｳｫｰｷﾝｸﾞ教室（笠原体育館）13：30～   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 

公民館消防訓練（笠原中央公民館）9：00～ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ利用者講習会(笠原体育館）10：00～ 

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～ 

This is a penから始まらない中学英語（笠原中央公民館）14：30～ 

    

6 日      

7 月   図書館休館日   

8 火 ちょっとだけｽﾎﾟｰﾂ!(笠原体育館)10：00～   燃やすごみ 

9 水 中学校卒業式   破砕ごみ① 

10 木 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室利用者講習会(笠原体育館）18：15～ ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ･ｳｫｰｷﾝｸﾞ教室（笠原体育館）13：30～ 

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 

11 金 
ことぶき学級 合唱（笠原中央公民館）9：00～ 

ｽﾎﾟｰﾂ!ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄﾚｯｽﾝﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙと色々ｽﾎﾟｰﾂを楽しもう!講座(笠原体育館)17：30～ 
  燃やすごみ 

12 土 
月替わりﾊﾟﾝ&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～ 

ｽﾎﾟｰﾂｾﾐﾅｰ 小嶋基次氏「えぇ加減のｽｽﾒ」①15：00～（保護者） ②18：00～（指導者） 
    

13 日 陶彩の径ウォーキングラリー（出発：笠原中央公民館またはまなびパークたじみ）10：00～     

14 月   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 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）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   図書館休館日 金属・紙・布類② 

18 金    燃やすごみ 

19 土 
おはなしの会（図書館笠原分館）14：00～ 

This is a penから始まらない中学英語（笠原中央公民館）14：30～ 
    

20 日 

家庭の日  太鼓ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（笠原中央公民館アザレアホール）11：00～ 

多治見の子ども太鼓交流ｺﾝｻｰﾄ(笠原中央公民館 ｱｻﾞﾚｱﾎｰﾙ）14：00～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）14：00～ 18：15～ 

  
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～ 体操の日（笠原体育館）16：00～     

22 火     燃やすごみ 

23 水 笠原幼稚園卒園式・修了式   破砕ごみ② 

24 木 
小学校卒業式  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 

25 金 
小・中学校修了式  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）19：45～ 
  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  笠原中学吹奏楽クラブ定期演奏会（笠原中央公民館アザレアホール）13:30～     

28 月   図書館休館日   

29 火    燃やすごみ 

30 水 笠原保育園卒園式・修了式 トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18：15～ 19：45～     

31 木 ビューティ・ペルヴィス（笠原中央公民館）15：30～   ビン・ペット・発泡類② 


