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多治見市笠原町総合情報誌 

笠原地区の文化・体育施設催し物案内 ア
ザ
レ
ア
ホ
ー
ル 

の 

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ほか、
期待の新人でお届けするクラシックコンサート。 

若きビルトゥオーソの饗宴 第

ステュアート・クインテット 

４月23日｜土｜ 
16:00開場   16:30開演 
全席自由 2,000円（高校生以下1,500円）  

井上堯之コンサート 

４月2日｜土｜ 
18:30開場   19:00開演 
全席自由 1,000円   

INOUE TAKAYUKI CONCERT 

100人のプレミアム series 

春うららさくらまつり ＆ かさはら陶器祭り 
4/10（日）多治見市笠原中央公民館前広場にて同時開催  

名曲 トイレの神様 の 植村花菜コンサートチケット 
4/9（土） 発売開始  

笠原発 春講座  全17プログラム  
４/１（金）申込開始  



 公民館 
 講座 
 

 ☎43-5155 
 「春」からはじめる マナビ GUIDE 

様々な世代のみんながイキイキし、楽しめる教室をつくりました。 

気軽に何かをはじめてみたい  

余暇を楽しむ世代に向けた マナビ を提案します 
 
60歳以上の方はお得!  
60歳以上の方と一緒に参加でも 料金が オ・ト・ク 

            お気軽Happyスクール 

   名歌を歌う！ 大きな声を出して歌ってみよう 

講師 加納徳子 
音符は関係ありません。とにかくお腹の底から大きな声で、 
思い出に残る名歌を歌いましょう。 
5/12・26・6/9・23（木） 全4回 10:00~11:30 
受講料 ２，０００円  特典価格 １，６００円 

１ 

            お気軽Happyスクール 
    懐かしのフォークダンスを楽しんじゃおう 

講師 生田 隆 
みんなで輪になって踊ったフォークダンス。あの頃を思い
出して踊ってみませんか？ 
5/23・6/13・27・7/11・25・8/8・22・ 
9/12・26・10/17（月） 全10回 10:00~12:00 
受講料 5，０００円  特典価格 4，0００円 

２ 

１年間をかけてじっくり学ぶ！60歳以上の方対象講座 
交流を深めながらゆっくり学習します。 

            ことぶき学級 

   合唱 講師 河合哲郎 

秋の文化祭等の発表会に向けて楽しく元気に歌いましょう。 
5/13~3/23（第２・４金曜日） 全19回  9:00~11:00 
受講料 6，０００円 

３ 

                      ことぶき学級 

   ペン習字 講師 佐藤碧山 

文字を美しくかけるように日々練習しましょう。 
5/18~3/21（第1・3水曜日） 全19回  9:30~11:30 
受講料 6，０００円 

４ 

   
何かと忙しく、疲れやすい毎日を補う！ 

アロマテラピー  講師 水野さと美 
毎回カルテにより自分の体調をチェックし、リラックスアイテムをつくります。 

5 

           

     KASAHARA cooking club 

      簡単スイーツ講座 講師 洞谷多美江 

4/25（月）クリームチーズ＆クランベリーカップケーキ 
5/23（月）黒ゴマプリン スコーン 
6/27（月）レアチーズケーキ 
10：00～13：00 ※各日毎のお申込みになります。 
参加費（材料費込）1,500円 

①5/14（土）ブレンドオイルの作成 
②6/11（土）潤い美白ローション 
③7/9 （土）デオドラントスプレー 
           虫よけジェル 
④9/10（土）アロマ＆ハーブ石鹸 
⑤10/8（土）ハンドクリーム 

⑥11/12（土）バスフィズ  冷え性など対策アイテム 
⑦12/10（土）アロマキャンドル 
⑧1/14（土）ヘアミスト 
⑨2/11（土）お香 
10:00～11:30 ※各日毎のお申込みになります。 
受講料（材料費込）親子2,900円（大人１人 中学生以下1人） 
         大人1人1,500円 子どもだけでの参加はできません 

  親子で参加できます 

親子クッキング パン＆スイーツ教室 

講師 可児枝里子 

毎月開催する親子パン教室です。パンが焼き上がるまでの時 
間を使ってスイーツも作ります。 
 

 5/14（土）クランベリーのパン  
      マスカネポーネチーズのデザートいちごソース 
 6/11（土）米の粉ぱん 杏仁豆腐 
 7/9 （土）カレー＆チーズパン  
      星型ナタデココのソーダゼリー  
 9:30～12:30 ※各日毎のお申込みになります。 
参加費 ペアで1,000円（大人1人、小学生以下2人までは可） 
材料費 ペアで1,600円（1人分800円も可） 

８ 

      旬の野菜を使いきるレシピに挑戦！ 

講師 多治見基美 
「春キャベツ」を使ったレシピを多数ご用意しました。 
4/18（月）10:00～13:00  
参加費（材料費込）1,500円 

6 

7 

  Relax Sｔｙle を提案します 

ちびっ子のみんなが 公民館に行くことがたのしくなる                  

毎月 幼児から小学生低学年程度を対象にした 工作教室や 
音楽教室、科学実験を開催しています。 

4月のほのぼのは、「紙コップパンダをつくろう」  

4/10（日）春うららさくらまつり内で開催します。 

ほのぼの あ・そ・び 

パーク 

参加料・材料費 無料 



   パパと一緒に体操 or 絵本の読み聞かせ 

                           ボディメイクピラティス 
 

ママはボディメイクピラティスでココロとカラダをリフレッシュ！  
パパとちびっ子は体育館で一緒に体操を、または、図書館で一緒に絵本の 
読み聞かせをお楽しみください。 
講師 村本百合子(ピラティス）他 
日程 ①5/8（日） ②6/12(日） ③7/10（日） 
   10:30～11:30 
参加費 ・体操とピラティス800円（1回） 
    ・読み聞かせとピラティス700円（1回） 
    ・単独プログラム500円（1回） 

      更に飛躍を目指して 

かさはらこども和太鼓講座 
伝統文化の和太鼓を一緒に楽しみましょう 
5/7～3/24 土曜日 全20回程度 10:00～11:30 
対象小学3年生から中学3年生まで 
受講料 6,000円 
 

      ジュニアオーケストラ多治見 応援企画 

初級ヴァイオリン・チェロ講座 講師 安藤三記子 

下記の時間内で30分程度の少人数のレッスンスタイルで
す。まずは、楽器に触れてみたいと考えている子どもた
ちは必見です。 
5/8・22・6/12・26（日） 全4回 10:00～12:00 
受講料 5,000円  
※楽器はご用意します 
※大人の方もご参加いただけます 

音楽・楽器をまなぼう！ 

日々の生活をワンランクアップさせる 

絵手紙講座 講師 中島慶子 

季節ごとにモチーフを設けて、大切な人への絵手紙を 
作成します。 
5/20・6/3・17・7/1・15・8/5・19・9/2・16・10/7（金）
全10回 9:30～11:30 
受講料 7,500円 顔彩使用料100円/回 

ハングル語講座 講師 黄 載和 

初心者向けのカリキュラムを作りました。テーマは韓国 
旅行。旅行の際に役に立つ会話を学びます。 
4/28・5/12・26・6/9・23・7/7・21・8/25・9/8・22（木） 
全10回 19：00～20：00 
受講料 5,000円 

陶器のまち 多治見市  
だからこそ この町の人にはじっくり陶芸を学んでもらいたい  

陶芸教室 講師 高橋義孝 
5/19・26・6/2・9・23・30・7/7・21・28・8/18・25・9/1・8・15・22（木） 
全15回  昼の部 9:30～11:30 夜の部 19:00～21:00 
受講料 9,000円 

 

バス研修 
   陶芸の里 

           

     KASAHARA cooking club 

    親子で参加できます 

家庭の包丁でOK プロがこっそり教える魚さばき講座  

講師 本田和人 
刺身用アジ2匹 イカ1杯 
5/15（日）14:00～16:00 
参加費（材料費込）親子1,200円 
               大人のみ900円 

９ 

     ワールドクッキング講座  

         台湾の家庭料理を作ろう 
講師 スーチン 
台湾の文化に触れながら料理を学びます。 
6/17（金）18：30～21：00 
参加費（材料費込）1,500円 

１０ 

１1 

１3 

１4 

１5 

１6 
１２ 

「信楽」 
滋賀県甲賀市信楽町の陶芸施設を見学します。ちょっと視点を変えて
陶器を見つめてみましょう。 
 
４/24（日） 8:30集合 （帰り１８：００予定） 
参加費 4,500円（昼食付） 

１7 

笠原発  
春講座  

全17講座 4月1日（金）午前9時から 申込

開始 
笠原中央公民館 

※この講座は単独
プログラムでも受
講できます。 



 

 笠原体育館 情報  

  information    ☎43-６２８５   

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 
（火） 

10：00～ 
10日 
（日） 

18:15～ 
15日
（金） 

19:45～ 

20日
（水） 

①14:00～ 
②18:15～ 

25日
（月） 

19:45～ 
30日
（土） 

①18:15～ 
②19:45～ 

アザレアホール 

Azalea Hall コンサート  
   感動を生む素敵な空間 Azalea Hall 

４月10日（日）  ９：００～16：００ 

会場 笠原中央公民館広場   

春 うらら 

春の2大イベント「春うららさくらまつり」と「かさはら陶器祭り」を同時開催。 
フードコーナー、寄せ植えコーナー、幼児を対象にした工作コーナーなど、内容も
盛りだくさん。桜の咲く季節、春を感じながら気軽に遊びに来てください。 

さくら まつり 

かさはら 

陶器 まつり 

トイレの神様 
  植村花菜 うえむらかな            

決定 

植村花菜 Acoustic Live Tour 2011 
あなたの街におジャマします 

6月12日（日） 

16:00開場 16:30開演 

全席指定 4,200円 

「おばあちゃん おばあちゃん ありがとう」 
 「おばあちゃん ホンマに ありがとう」 
 

9分52秒に込められた物語  
名曲を生の舞台でお楽しみください 
 

4月2日（土）9:00から たじともclub会員先行発売 

4月9日（土）9:00から 笠原中央公民館にて発売開始 

Azalea Hallコンサート 

100人のプレミアムなセカイ VOL14 
絵と音楽、語りで綴る 
音楽物語 

 

「兵士の笛」 
心温まるメッセージをあなたにお届けいたします。 

これは、大人のための音楽物語 
 

人間の中に存在する 「愛する気持ち」、 
「哀しむ気持ち」、「平和を望む気持ち」 
を、モーツァルトの「魔笛」を引用し、 
中山尚子の絵と、加藤純子の語り、 
アンサンブルジョカーレの演奏でお届け 
します。 

6月26日（日） 

15:30開場 16:00開演  全席自由 １,０00円（高校生以下500円） 

4月に「陶彩の径」が笠原まで延長されます。
この陶彩の径が、かつての笠原鉄道のように、
「地区と地区」、「催事と催事」、そして「人と
人」を結ぶツールとなることを願います。 

4月9日（土）  

陶彩の径 さくらまつり 
会場 滝呂中央公園 

のど自慢大会、模擬店、フリーマーケット…
様々な企画で皆様のご来場をお待ちして
おります。 

トレーニングルームのご利用にあたっては、利用者講習会の受
講が必要になります。各回ともに定員を設けていますので、お
電話でご予約ください。 

トレーニングﾞ室 利用講習会 

 

 図書館笠原分館 情報  

  information     ☎43-5155   

＜図書館の利用者カードが変わります＞ 
貸出冊数や返却期限が直接印字されるカードに変わります。 
現在使用しているカードは、新カードに交換します。 
受付開始：４月１日（金）より 
交換方法：現在利用している利用者カードを図書館へ提出し
てください。 
ご不明な点は、図書館までお問い合わせください。 
 

＜４月２３日～５月１２日はこどもの読書週間です＞ 
読書週間の期間中、本を借りてくれたお子様にしおりをプレ
ゼントします。この機会にたくさん本を読んでください。 

４日 
（月） 

１１日 
（月） 

１８日 
（月） 

２１日 
（木） 

２５日 
（月） 

 

今月の休館日 

今月のおはなしの会  14：00～１４：３０ 

16日 
（土） 

 

絵本の読み聞かせと折り紙で「こいのぼり」づくり 

陶彩の径を利用して 

滝呂・笠原のお祭りに 

４月 

APRIL        

４月 

APRIL        



  

 笠原地域子育て支援センターからのお知らせ 

梅平公園 お花見散歩 

4月7日（木） １０：００～１１：0０  ※雨天時 １４日（木） 
 

笠原町 梅平公園で桜を見ながら公園内を散歩します。桜以外にもいろいろ
な春が見つかるかも。現地集合・現地解散です。 
なお、この日はきらきらルームは１３：００～１６：００が開館時間になります。ご了
承ください。 

 

 ※申込みは不要。時間内にお越しください。 

  

 「歌の祭典」出場者募集のお知らせ 

きらきらサーキット 

4月２１日（木） １０：００～１１：３０   
 

いつものきらきらルームがサーキットに大変身。みんなの大
好きな乗り物のおもちゃを出して遊びます。 

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 

 

アザレアホールの舞台で自慢の歌声を披露しませんか？ 
 

毎年たくさんの方が参加される笠原チャリティ歌の祭典が、今年も６月１９日（日）に笠原中央公民館アザレアホールにて開催しま
す。主催の笠原歌謡愛好会では出場者を募集しています。出場希望の方は、下記までお問い合わせください。 
※出演者募集〆切 4月15日（金） 

 
第２６回笠原チャリティ歌の祭典 
 

日  時：平成２３年６月１９日（日） 開場１２：００ 開演１２：３０ 
会  場：笠原中央公民館 アザレアホール 
主  催：笠原歌謡愛好会 FMA  後  援：多治見市教育委員会 
問合せ：笠原歌謡愛好会 会長 倉橋 武 ☎４３-４３４２ 

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。 

２０１０年、NHK大河ドラマ「龍馬伝」は大変な盛り上がりを見せました。今回は、
その「龍馬伝」に触発され明治維新の地を訪ねて、龍馬ゆかりの地をスケッ
チしてきました。 

「ヘタでいい ヘタがいい」から始まった絵手紙講座。お互い刺激し合い、一喜一
憂しながら描いてきました。大切な人の笑顔を思い浮かべながら描く絵手紙。 
一年間の思いを込めて、手書きの温もりを届けます。 

シニア世代が、生き生きと人間性豊かな生活を営めるように寄与する目的で
発足した『シニアネット』のサークル活動のひとつ、デジカメサークル(DCC）の作
品展です。 

4月１日（金）～４月１５日（金） 

明治維新の地を訪ねて 

DCC写真展 

絵手紙講座作品展 

4月１６日（土）～４月３０日（土） 

4月１６日（土）～４月３０日（土） 

 笠原中央公民館  
 ギャラリー 企画 

・ベストドライブ名古屋'11～'12 
・仕事がない！（増田明利） 
・介護旅行にでかけませんか（篠塚恭一） 
・わかる！スマートフォンのすべて（神崎洋治） 
・奥薗流・まごわやさしい健康料理（奥薗壽子） 
・強くなるオセロ（村上健） 
・四畳半王国見聞録（森見登美彦） 
・純平、考え直せ（奥田英朗） 
・ポリティコン 上・下（桐野夏生） 
・放課後はミステリーとともに（東川篤哉） 

・調べ学習の基礎の基礎（赤木かん子） 
・和太鼓をはじめよう！ （西川 啓光） 
・しんぶんしであそんじゃおう！ （いまいみさ） 
・おばけがカゼをひいちゃった（むらいかよ） 
・ぐりぐりくん（五味太郎） 
・はじめてのにほんちずえほん（てづかあけみ） 
・はるねこ（かんのゆうこ） 
・あかちゃんたいそう（鈴木まもる） 
・ふしぎなエレベーター（わたりむつこ） 
・スキ・キス・スキ！（アレックス・シアラー） 

一
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図書館 
笠原分館 

新刊案内 



 かさはら カレンダー    2011. 

｢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｢2011年度版かさはらカレンダー｣に基づいて作成しています。 
同カレンダ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。 
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1 金 
笠原中央公民館 申込開始[ﾎｰﾙH24.4月分まで、会議室他H23.6月分まで] 

笠原施設抽選申込開始[H23.7月分まで]（4月8日まで受付) 
○     

2 土 
井上堯之コンサート（笠原中央公民館）19：00～ 

植村花菜コンサートたじともClub会員チケット先行発売 （笠原中央公民館）9：00～ 
     

3 日        

4 月                                          【図書館休館日】      

5 火 トレーニング室利用者講習会(笠原体育館） 10：00～ ○     

6 水 中学校入学式 小・中学校始業式 笠原保育園入園式・育友会総会 交通安全日  ①    

7 木 小学校入学式   ①   

8 金 笠原幼稚園始業式・入園式 ○     

9 土 

植村花菜コンサートチケット一般発売 （笠原中央公民館）9：00～ 

「兵士の笛」チケット発売（笠原中央公民館）9：00～ 

親子クッキング パン＆スイーツ教室（笠原中央公民館）9：30～   

     

10 日 
春うららさくらまつり・かさはら陶器祭り（笠原中央公民館） 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18：15～ 
     

11 月                                          【図書館休館日】      

12 火   ○     

13 水        

14 木     ②   

15 金 

交通安全日 笠原小・中開放施設調整会議 

絵手紙追加講座（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）19：45～ 

○     

16 土 おはなしの会（図書館笠原分館）14：00～       

17 日        

18 月 旬の野菜を使いきるレシピに挑戦! （笠原中央公民館）10：00～  【図書館休館日】      

19 火   ○     

20 水 
笠原幼稚園家庭訪問（27日まで） 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）14：00～ 18：15～ 
 ②    

21 木                                          【図書館休館日】     ①  

22 金 笠原幼稚園育友会総会 ○     

23 土 
ステュアート･クインテットコンサート（笠原中央公民館）16：30～ 

笠原小・中授業参観・ＰＴＡ総会  笠原児童館開館1周年記念祭 弘法様 
     

24 日 バス研修 陶芸の里 「信楽」（笠原中央公民館）8：30～      

25 月 
混ぜて焼くだけ♪簡単スイーツ講座（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）19：45～         【図書館休館日】 
     

26 火 笠原小家庭訪問（5月6日まで） ○     

27 水 笠原中家庭訪問（5月9日まで）      

28 木 ハングル語講座（笠原中央公民館）19：00～    ②  

29 金   ○     

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


