
7月10日（日） 15:30開場 16:00開演 
全席自由 1,000円 / 高校生以下500円 

水野みか 

床から伝わる音の振動  プレイヤー同士の絶妙な駆け引き  素敵な音楽  
 

多治見市出身のピアニスト水野みかと名古屋フィルの先鋭がつくる緊張感をモチーフにしたステージをお楽しみください 
曲目  モーツァルト： ディベルティメント1番ニ長調ｋ１３６ 
         コーダイ： セレナードヘ長調op12 2本のヴァイオリンとヴィオラのための弦楽三重奏曲 
       シューマン ： ピアノ四重奏曲変ホ長調op４７ 
CAST  矢口十詩子・神戸潤子・石橋直子・幸田有哉・水野みか 

【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 
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多治見市笠原町総合情報誌 
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100人のプレミアムなセカイ シリーズ 
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パパもママもちびっ子も、みんなが 楽しく充実した時間を過ごせます 

 

●体操プログラム：マットや跳び箱を使って跳んだりまわったり 
●読み聞かせプログラム：絵本の読み聞かせや粘土遊び 
●ピラティスプログラム：産後または加齢により緩んでしまった骨盤回りの筋肉 
                    を引き締める簡単なストレッチを紹介 

夏休み 子ども陶芸教室  高橋義孝 

オリジナルのマグカップを作りましょう。色の違

う粘土を使ってカップの周りをデコりましょう！ 

7/23（土）10：00～11：30  

【対象・定員】小学生・20名 

【受講料】800円（材料費込） 

【持ち物】エプロン・タオル 

    やってくる 暑い また 

目の前に迫る迫力               コーナー 

ヤッターマン THE ３D 
 

ドロンボーメカがスクリーンから飛び出して 
客席を襲う。それを迎え撃つヤッターマン!! 
頑張れ、ぼくらのヤッターマン 
11:00~１７：００の毎時00分スタート 

渋谷怪談 ~コインロッカーのさっちゃん~ 
 

噂の都市伝説ホラー。極上のホラーをテーマ
にした３D実写映像で、かつてない恐怖体験
をお届けいたします。キミはこの恐怖に耐え
られるか。 
11:30~１７：3０の毎時30分スタート 

体育館いっぱいにゲームブース チャレンジコーナー 

高得点を叩き出して景品をGET! 
ハンバーガーターゲット、PKシュート、
ボーリング、ストラックアウト… 
みんなのチャレンジを待っています。 
各ゲームの高得点者には景品を用
意しています。 

絶対にお得!! パークチケット前売り券 

いこまいキッズパークは10枚綴り（500円）のパークチケッ
トでお好きなアトラクションをお楽しみいただきます。 
 
 
お電話でのご予約も可能です。 

通常10綴り → 前売券13枚綴り 

休みは、こども講座で楽しもう 

笠原発 夏 講座  新着情報 

①パパ（ママ）と一緒に体操＆読み聞かせ 
②Relax Style アロマテラピー 
※各回のお申込みです。 
①のカリキュラムは「ママとちびっ子」のペアでも可能です。 

10:００～11:30 
受講料：①のみ800円 ②のみ1,500円 ①と②2,000円 

７/１０（日） 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 

パパとちびっ子は体育館でカラダを動かした

り、図書館で一緒に絵本の読み聞かせを楽し

んだり・・・親子でのふれ合いタイム。 そして、 

ママはココロとカラダのリフレッシュタイム！ 

いずれのプログラムも専門性の高い内容を体

験いただけます。 

10:3０～11:30   
受講料 体操とピラティス 800円 / 読み聞かせとピラティス700円  
       単独プログラム500円 ※読み聞かせは300円 

9/１０（土）・１０/8（土） パパと一緒に体操 ＆ 絵本の読み聞かせ   
         ＆ Relax Style アロマテラピー 

こどもたちを対象にした舞台 
10:30開場 11:00開演 （45分公演） 
全席自由 お二人で1,000円  ※2歳以上有料 
※お一人の場合600円 
小さな子どもたち、子どもたちと一緒にお父さんや
お母さんにもみてもらいたい。 
多少の“ざわざわ”はへっちゃら 本物の舞台芸術を
楽しみに お気軽にホールに足をお運びください。 

夏色と葉っぱのコンチェルト 
1５:30開場 1６:00開演  
全席自由 一般２,000円 高校生以下1,000円 
 

創作オペラ「オリベ焼文様」の演出家 池山奈都
子の総合プロデュースでお届けする２nd.ステージ
は、名古屋オペラ協会のソリストや、地元の合唱
団によるコンサートを交え 音楽劇「葉っぱのフレ
ディ」をお届けいたします。 

２ndステージにご出演いただける合唱団員を募集しています。  

音 楽 劇  
 

「葉っぱのフレディ」「葉っぱのフレディ」「葉っぱのフレディ」   
8月20日（土） 

2nd. ステージ １st. ステージ 

オペラのステージを使ったお洒落なコンサートです。 曲目は、「夏のメドレー」  茶つみ♪ や  夏は来ぬ♪ などの唱歌をメドレーで歌います。 
練習日 ７月22日から毎週金曜日 19：00~21：00 会場 多治見市文化会館  
参加希望の方は、笠原中央公民館（☎43-5155）にご連絡ください。折り返し楽譜を送ります。 

夏休みは、Azalea Hallで音楽劇を楽しもう 

パーク 
いこまい 

キッズ 

また  

かさはらいこまい祭協賛 



            夏休み なりきり体験講座  

   たじみごっこ 

初めての「楽しい山登り」教室 ①７/１６（１日目）９:００～１２:００ 笠原中央公民館  ②７/３０（２日目）９:００～４時間程度 高根山・山星山 

道具選びなど初心者ならではの疑問を解決します。２日目には、高根山・山星山（瀬戸市定光寺町）に登ります。【定員】15名 【受講料】１,000円 

幼児期に必要な体操教室 7/２５（月） １０：00～11：00   
幼児期に子どもの運動神経の９０％は作られると言います。器用さやリズム感を身につけることにより、 
「脳の発達」にも繋がります。 
【対象・定員】２歳～４歳・１５名 【受講料】500円 【持ち物】運動ができる服装、タオル 

スポーツ 
講座 

Relax Style アロマテラピー 水野里美 
７月のオススメポイント 
肌にひんやりとした冷たい感覚を与えて夏
の暑さを和らげるアロマ、汗のにおいや加齢
臭を消すアロマをご紹介します。 
蒸し暑い日、寝苦しい夜は、肌にシュッとア
ロマスプレーを吹き付けて、夏を爽やかに乗
り切りましょう! 

[ 受講方法 】 
受講券を7月10日(日)9:00～ まなびパークたじみ１階ロビー
にて発売します。 
受講料：１講座につき300円 材料費：講座当日会場にてお支
払いください。 
詳細は、Bunbunネット夏号（７/1発行）をご覧ください。  

「新鮮な魚を丸ごと一匹さばいてみよう!」  スーパーマルナカ 

多治見市の各地で開催される その道のプロに学ぶなりきり体験講
座。全20プログラムのうち笠原中央公民館が主催する講座を紹介
します。 その他のプログラムはぶんぶんネット夏号をご確認ください。 

「あこがれのフラワーデザイナー」 金武留美 

15cmもあるウインナーを使って、ウインナーロールを作ります。 
【対象・定員】小学3～6年生・16名 【材料費】700円 【持ち物】エプロン、三角巾、ナフキン3枚 

「かっこよくボウリングに挑戦」 

自分の好きな香りで虫よけアロマコロンを作ります。また、押し花のかわいいうちわも作ります。 
 【対象・定員】小学生・20名 【材料費】1,000円 

何かと疲れやすい毎日を補う 癒し講座 

なりきり 
ゴルファー 
7/28（木） 
10：00～12：00  

「目指せ遼くん！スナッグゴルフに挑戦」 市川幸嗣（ゴルフ・ティーチングプロ） 

ジュニア向けのプラスティックのクラブを使ったスナッグゴルフに挑戦！             
【対象・定員】小学1～3年生・15名 【持ち物】運動しやすい服装  
※雨の場合は会場が笠原体育館になります。その際は室内シューズを持参ください。 

会場：星ケ台競技場 ※現地集合解散 

なりきり 
お花屋さん
7/28（木） 
13：00～14：30 

かわいいバスケットにカラフルなお花を使ってデザインします。 
【対象・定員】小学3～6年生・20名 【材料費】700円 【持ち物】エプロン、 花を切るはさみ、持ち帰り用袋 

会場：笠原中央公民館 

なりきり 
パン職人 
8/4（木）  
10：00～12：30 

「手作りパン屋さん」 可児枝里子 会場：笠原中央公民館 

なりきり 
プロボーラー 
8/19（金） 
10：00～12：00 

プロが教える ボウリング上達のコツ！ ピンが倒れる爽快感を味わおう！ 
【対象・定員】小学生・20名 【材料費】800円（ゲーム・靴代として） 【持ち物】運動しやすい服装   

会場：パークレーンズ ※現地集合解散 

なりきり 
アロマテラピスト  
8/20（土） 
10：00～11：30 

「わたしの好きな香り作り」 水野さと美 ・小畑真由美 

新鮮な魚を自分でさばいて刺身にしましょう。調理する魚は、イカとその時とれた魚を1匹 
【対象・定員】小学4～6年生・20名 【材料費】300円 【持ち物】エプロン、三角巾 

なりきり 
魚屋さん  
8/28（日） 
14：00～16：00 

会場：笠原中央公民館 

会場：笠原中央公民館 

スポーツ講座のお申込み 笠原体育館 TEL/FAX 43-6285  

◎一般向けスポーツ講座 

お気軽Happyスクール  60歳以上の人はお得な講座です 

 名歌を歌おう 加納徳子 

馴染みのある あの曲 この曲 を 大きな声を出して歌いましょう。秋の文化祭に出演予定です。 
 

７/７・２１ ８/４・２５ ９/８・２２ １０/６・２０（木） １０:００～１１:３０ 

【定員】２０名  【受講料】4,000円   ※60歳以上の方は、3,200円  60歳以上の方とペアで申し込みも3,200円 
文化祭への参加は任意です。 

大人気 

7/9（土） 夏のトラブルに役立つアロマの紹介 ～ デオドラントスプレー・虫よけジェル ～ 

9/10（土）バスタイムでストレスを解消するアロマ ～ アロマ＆ハーブ石鹸 ～ 

10/8（土）冬の乾燥からお肌を守るアロマの紹介 ～ ハンドクリーム ～ 

10：00～11：30  【定員】16名   
【受講料】親子（大人1人、中学生まで１人）2,900円  大人1人1,500円 ※子どものみの参加は不可 

楽しく運動! お悩み改善クリニック    お腹を凹ます! ストレッチを伝授!    ８/２６（金） 13：30～１４：００ 

お腹をひきしめる為の筋トレ＆ストレッチを学ぼう!  【受講料】３００円 ※申込は７/１５（金）9：00～ 



 

東日本大震災では、甚大な被害がありました。その震災直後の4
月から6月にかけての被災地の復旧・復興の様子をボランティア
活動のかたわら出展者が撮影した写真を展示します。 

東日本大震災写真展 
 

7月１日（金）～7月2０日（水） 

 笠原中央公民館 ギャラリー  

写真（フォト）川柳 
 

7月１日（金）～7月2０日（水） 

  

日中友好交流 書画里帰展 
 7月2日（土）～7月１５日（金） 

  

中国江蘇省常熟市博物館第二展示場にて第17回日中友好交流
展（4月～）が行われ参加しました。日本から躍動感ある作品に中国
の書家の方は、大変驚かれていました。 

  

あちらこちらに出かけて、風景や珍しいものをデジカメで撮っていま
す。風景は俳句として、変ったもの、珍しいものを川柳として詠むこと
を心がけています。ただ、写真を撮るのではなく、心に響いた情景を
言葉に置き換えることが楽しみです。 

 KASAHARA cooking club 

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） 

①14：00～ 
②18:15～ 

10日
（日） 

18:15～ 
15日
（金） 

18:15～ 

25日
（月） 

①１０：００～ 
②19:45～ 

30日
（土） 

①18:15～ 
②19:45～ 

  

今月の休館日 

4日（月） １1日（月） ２１日（木） ２５日（月）  

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ペットボトルでおもちゃを作ります。 

 

 図書館笠原分館 情報  

  information     ☎43-5155   

7月 

July 

 

 笠原体育館 情報  

  information    ☎43-６２８５   

7月 

July 
 

トレーニングﾞ室 利用講習会 

混ぜて焼くだけ♪ 簡単スイーツ講座 
洞谷多美江 
難しそうなスイーツ作りも簡単にチャレンジできます。スイーツ作り
が初心者のあなた、ぜひ挑戦してみては？ 
簡単なランチも作ります。今夜の献立の1品にもなりますよ♪ 
※この講座は各回の申し込みとなります。 
 

9/26（月）   豆腐入り黒糖プリン キッシュ他 

10/24（月） パンプキンマフィン 簡単ピラフ他 

10：00～13：00 
【定員】各20人 
【受講料】1,500円 （材料費込） 

親子クッキング パン＆スイーツ教室 
可児枝里子 

月替わりで開催する親子向けのパン教室です。パンが焼き上がるま
での時間を使って、簡単スイーツも作ります。 
※この講座は各回の申し込みとなります。 

8/20（土） オレンジブレッド・オレンジプリン 

9/10（土） ３種類のレーズンパン・マンゴーゼリー 

10/8（土） 甘栗ロールパン・コーヒー牛乳プリン 

9：30～12：30 
【対象・定員】 親子ペア（親：1人、子：小学生以下2人までは可）・各8組 

【受講料】ペアで1,000円  
【材料費】ペアで1,600円（1人分（800円）のみも可。３人分は不可） 

皆様からのご要望にお応えして     
新しい講習会をはめました 
 

ウォーキング愛好者の為のトレーニング講習会 
７/１０（日）1４：０0～１５：００ 
ウォーキングに必要なトレーニング方法を学びます 
 

女性の為のトレーニング講習会 
７/２０（水）1４：０0～１５：００ 
女性が憧れるメリハリボディを女性スタッフがメイキング 

◎課題図書の貸出について 
7月15日(金）から9月4日（日）までの間、課題図書の貸出は1人1冊1
週間に制限させていただきます。 
より多くの方にご利用いただくため、ご理解をお願いいたします。 

◎募金のお願い 
公民館窓口に「多治見発・震災地の子どもたちに絵本と笑顔を届け
隊」の募金箱を設置しました。 
震災で絵本や児童書が大変不足しているそうです。少しでもお役に
立ちたいとボランティアのみなさんが募金箱を持って見えました。 
公民館窓口に設置しましたのでご協力ください。 

押し花ワークショップ   
      開 催 
  ８/20（土）＆8/24（水） 
 

●8/20(土) １４：00～  
  ポストカード他（200円～）     
 

●8/24(水)10：00～ 
  コースター・しおり、はがき他 
  (150円～） 
場所：アザレアホールロビー 
講師：Atelier Sanare  
             小畑真由美 
８/16～８/３１ 2階ギャラリーに
て押し花の展示があります。 

「広い料理教室」「充実した設備」 優れた環境でお届けする  
笠原の料理講座 

◎親子で参加できる料理講座 

旬の野菜を使いきるレシピに挑戦! 「ゴーヤ」 
多治見基美 

ゴーヤは苦いし、見た目もちょっと… 
と、思っているあなたに必見です! 
目からうろこのゴーヤ料理をご紹介します。 
 

7月15日（金） 10：00～13：00 

【定 員】20名 
【受講料】1,500円（材料費込） 

◎調理を究める 

◎アレンジしたレシピがポイント 

体操の日 跳び箱、鉄棒、マットを用意し、体育館を開放します。 
 

※事前申込の必要はありません。直接ご来館ください。 

 

7/１８（月・祝） 

16:00～21:00   

今すぐ予約 

 

親子100円 / 1h  



                                                              

                                                              実はこのお花たち、笠原の皆さんの手で種から育てられたものです。 

                                                              12名のボランティアで活動する「花水木花クラブ」は、この春、約8, 000 

                                                                                              ポットの夏花苗を育てました。 

                                          平成21年度から本格的に取り組み、春と秋で合わせて16,000ポットを育て、小中学校や公共施設に届けてい 
                              ます。 
                              代表の奥村順子さんは、「最初は手探りでやりはじめましたが、沢山の花が育つように 
                              なりました。今後も笠原のために花づくりを続けていきたいと思っています。」と、力強く 
                              語ってくれました。 花水木花クラブでは一緒に活動をしてくれる人を募っています。 

 笠原地域子育て支援センターからのお知らせ 

プレママサロン 「野菜のパワーを知って賢くなろう」 
7/１２（火） １０：００～１2：00   
 

前半は栄養士による野菜の話。赤ちゃんのためにも野菜不足は解消
しましょう。後半は支援センターの紹介です。出産後のママ友作りの
場、遊び場としてご利用ください。 
妊娠・出産に関わる心配事や困り事もお聞きしますよ。 
※対象 妊婦さん 15名 申し込みが必要です。 
 

水遊び    
7/21・28 8/11（木） １０：3０～１1：0０  

＊未就園児のみ 
8/4（木）10：00～10：45  
＊なかよしあそび…笠原保育園の2歳児と一緒に遊びます。  
 

いずれも申し込みが必要です。 
実施日の1か月前から…今年度の水遊びの参加が初めての方 
実施日の1週間前から…今年度の水遊びの参加が2回目以上の方 

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 

笠原クリーンセンターのごみ搬入について 
 

笠原クリーンセンターでは、本年４月１日より、「燃やすごみ」の受け
入れを中止し、三の倉センターへの搬入をお願いしています。 

しかし、当面の経過措置として、この7月から、第３日曜日のみ「燃
やすごみ」の受け入れを継続することにしましたのでお知らせします。 

なお、平日は今まで通り、資源、破砕ごみ、埋立ごみ（陶磁器、タイ
ル等）のみの搬入となります。 

 
●平日（月～金）午前9時～正午 午後1時～4時 

受入品目 一般家庭及び事業所の資源、破砕ごみ、 
         埋立ごみ（陶磁器、タイル等） 
※「燃やすごみ」につきましては、三の倉センターをご利用下さい   
●休日 第3日曜日 午前9時～正午 

受入品目 一般家庭の資源、破砕ごみ、埋立ごみ、 
         燃やすごみ（当分の間） 

  ※事業所の資源や埋立ごみ等は、搬入ができません 

問合せ  笠原クリーンセンター TEL 44-1422 

 笠原地域福祉協議会からのお知らせ 

水彩画教室  

水彩画の基礎・描き方を学びながら、花や果物など季節のものを描
きます。あなたの描きたいものを描いていきましょう。 

７/１５・２２・２９ ８/５・１９・２６（金）・全6回 １０:００～１２:００ 

会場： 笠原中央公民館 会議室  講師： 酒井光幸  
参加費： 3,000円  定員： １５名  
持ち物： 絵の具・筆・パレットまたはエンピツなどご自宅にあるもの 
申込： 笠原地域福祉協議会 または 笠原中央公民館 
 

親子クッキング教室 

～忙しい朝に 簡単手軽にできる  
      栄養満点の朝食を親子で作ってみよう～ 
子どもは早寝、早起き、朝ごはんと、繰り返し言われるほど朝ごはん
は大切です。しっかりと朝ごはんを食べて1日の原動力にしてくださ
い。 
 

8/10（水）10：00～13：00 会場： 笠原中央公民館 料理教室 

講師： 多治見市食生活改善協議会   
持ち物： エプロン・三角巾・ふきん 
参加費： 親子1組500円（子ども2人目からはプラス200円） 
定員： 親子15組  締切：8月1日（月） 
申込： 笠原地域福祉協議会 または 笠原中央公民館 

問合せ  笠原地域福祉協議会 担当：水野・伊藤 
TEL ４３－６８２２（かさはら福祉センター内） 

 

自宅で簡単にお抹茶をいただいてみませんか？   
『茶の湯女子』 茶道好きが集まって、思い思いにお茶を点てて楽しん
でいます。  
7月11日は、午後6時から8時の間に来ていただくと 
ちょっとだけ茶の湯女子気分を体験できます。 
（お茶代100円） 

 榴（つつじ）の会からのお知らせ 

問合せ  榴の会  TEL０８０－６９１３－８２０３(小林） 

 笠原校区 わたしの主張2011が開催されました 

6月11日（土）アザレアホールにて「笠原校区わたしの主張2011」が開催され、小学生の部 井上葉南さ

ん、中学生の部 中嶋みのりさんが最優秀賞に輝きました。お二人は6月25日（土）に開催された多治見
市大会に笠原校区代表として出場いたしました。 
小学生の部 最優秀賞 井上葉南さん（題目：人の気持ちを考えて） 
           優秀賞    清水花永さん 中島柚奈さん 
中学生の部 最優秀賞 中嶋みのりさん （題目：初めて気づいた高齢化） 
             優秀賞   大野剛史さん 渡辺愛友さん 桜井睦弓さん  

アトラクションでは、笠原中学校吹奏楽クラブの皆さんが、東京スカパラダイスのメドレー曲他、4曲を披露しまし
た。いずれも難しい曲でしたが、大迫力なサウンドを響かせ、吹奏楽クラブの今年の活躍を約束するものでした。 

かさはらのキラリ人 
 

～夏の花々が笠原町の道を彩っています～ 



 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H24.7月分まで、会議室他H23.9月分まで] 

笠原施設抽選申込開始[H23.10月分まで]（7月8日まで受付)  絵手紙講座（笠原中央公民館）9：30～ 
○         

2 土 
かさはら探検隊③（笠原中央公民館）10：00～ かさはら子ども和太鼓（笠原中央公民館）10：00～ 

ほのぼのあそびパーク（笠原中央公民館）11：00～ 中体連多治見大会 
          

3 日 笠原小授業参観・資源回収  中体連多治見大会           

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） 14：00～ 18：15～ ○         

6 水 ことぶき学級ペン習字（笠原中央公民館）9：30～ ちびっこくるりん!体操体験教室（笠原体育館）18：00～    ①       

7 木 
陶芸教室（笠原中央公民館）9：30～ 19：00～ 名歌を歌おう（笠原中央公民館）10：00～ 

ハングル語講座（笠原中央公民館）19：00～ 
    ①     

8 金 ことぶき学級合唱（笠原中央公民館）9：00～  ○         

9 土 
親子クッキングパン＆スイーツ教室（笠原中央公民館）9：30～ Relax Style ｱﾛﾏﾃﾗﾋﾟｰ（笠原中央公民館）10：00～ 

かさはら子ども和太鼓（笠原中央公民館）10：00～  
          

10 日 

「ﾊﾟﾊﾟと一緒に体操」or「絵本の読み聞かせ」＆「ﾎﾞﾃﾞｨﾒｲｸﾋﾟﾗﾃｨｽ」（笠原体育館・図書館笠原分館・笠原中央公民館）10：30～ 

100人のプレミアムなセカイ 名古屋ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰﾒﾝﾊﾞｰによる室内楽with水野みか（ｱｻﾞﾚｱﾎｰﾙ）16：00～  

親子で遊ぼう エンジョイスポーツ（笠原体育館）10：30～  

ｳｫｰｷﾝｸﾞ愛好者の為のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ講習会（笠原体育館）14：00～ ﾄｰﾚﾆﾝｸﾞ室利用者講習会(笠原体育館）18：15～  

          

11 月 懐かしのﾌｫｰﾀﾞﾝｽを楽しんじゃおう!（笠原体育館）10：00～ 交通安全日                  【図書館休館日】           

12 火   ○         

13 水 
毎日爽快!!60歳からの健康美容体験講座（笠原中央公民館）10：00～ 

ちびっこくるりん!体操体験教室（笠原体育館）18：00～  
          

14 木       ②     

15 金 
笠原小・中開放施設調整会議   絵手紙講座（笠原中央公民館）9：30～ 

旬の野菜を使いきるレシピに挑戦! （笠原中央公民館）10：00～ 水彩画教室(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）18：15～   

○         

16 土 
笠原幼稚園育友会夏のお楽しみ会  初めての「楽しい山登り」教室(笠原中央公民館）9：00～  

おはなしの会（図書館笠原分館）14：00～ 
          

17 日 かさはら探検隊④（笠原中央公民館）10：00～             

18 月 体操の日（笠原体育館）16：00～           

19 火   ○         

20 水 
笠原幼稚園第1学期終業式  交通安全日 ことぶき学級ペン習字（笠原中央公民館）9：30～ 

女性の為のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ講習会（笠原体育館）14：00～ ちびっこくるりん!体操体験教室（笠原体育館）18：00～ 
  ②       

21 木 
陶芸教室（笠原中央公民館）9：30～ 19：00～  名歌を歌おう（笠原中央公民館）10：00～       【図書館休館日】 

ジュニアから始めるゴルフ教室(笠原体育館）13：00～ ハングル語講座（笠原中央公民館）19：00～                                   
      ①   

22 金 ことぶき学級合唱（笠原中央公民館）9：00～  水彩画教室(笠原中央公民館）10：00～  ○         

23 土 
子ども陶芸教室（笠原中央公民館）10：00～  

苦手克服!鉄棒チャレンジ(笠原体育館）小学4年～6年10：00～ 小学1年～3年13：00～  
          

24 日 多治見市民野球祭・区対抗少年軟式野球祭  子ども陶芸教室（笠原中央公民館）10：00～            

25 月 
懐かしのﾌｫｰ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】 

幼児期に必要な体操教室（笠原体育館）10：00～ ジュニアから始めるゴルフ教室(笠原体育館）13：00～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館） 10：00～ 19：45～                    

          

26 火 苦手克服!鉄棒チャレンジ(笠原体育館）10：00～ 13：00～ これから始める!卓球教室（笠原体育館）19：00～    ○         

27 水 
毎日爽快!!60歳からの健康美容体験講座（笠原中央公民館）10：00～ 

ちびっこくるりん!体操体験教室（笠原体育館）18：00～  
          

28 木 
陶芸教室（笠原中央公民館）9：30～ 19：00～  なりきりお花屋さん（笠原中央公民館）13：00～ 

なりきりゴルファー(星ケ台競技場）10：00～    ジュニアから始めるゴルフ教室(笠原体育館）13：00～ 

これから始める!卓球教室（笠原体育館）18：00～ 

      ②   

29 金 苦手克服!鉄棒チャレンジ(笠原体育館）小学1年～3年13：00～   水彩画教室(笠原中央公民館）10：00～ ○         

30 土 
かさはら子ども和太鼓（笠原中央公民館）10：00～ 初めての「楽しい山登り」教室（高根山・山星山）9：00～ 

これから始める!卓球教室（笠原体育館）19：00～ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室利用者講習会(笠原体育館）18：15～ 19：45～ 
          

31 日 多治見市制記念花火大会 多治見市民野球祭・区対抗少年軟式野球祭           


