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多治見市笠原中央公民館 ∣ 検 索 

201３. 

笠原地区の文化・体育施設催し物案内 

アザレアホールがお届けする「落語の世界」 
   人間国宝 米朝の血を受け継ぐ 米團治の落語 

熱き絆をかけて 熱きバトルを繰り広げる 

スポレクかさはら2013 
 ポールウォーキング、コペンふわふわドーム…  
 当日参加種目もあります。 
 

11月10日（日）  
 午前の部9:00～12:00 午後の部13:00～16:00 
 料金 １００円 

第9回多治見市キンボール大会 
 当日のオープン参加もできます。 
 

11月10日（日）  
 13:00～16:00 

名古屋グランパス栄養アドバイザー 

森 裕子先生の「元気ごはん」料理教室 
目的別！ 疲労回復のためにお勧めする 
簡単手作りおやつを紹介します。 
 

11月10日（日）  
①10:30～11:30 ②13:30～14:30  
料金1,000円（親子・材料費込み） 

11月10日（日） 
笠原がスポーツイベントで盛り上がる  

桂米團治 独演会 
 

上方の古典落語を陽気で軽やかに演ずる高座 
伝統的な古典落語を追求しつつ、新たな世界を描く 
米團治の落語をお楽しみください。 

11月23日（土・祝）  
  開場13:30 開演14:00   
  全席指定 2,000円 

Azalea Hall アザレアホール 



2013. 9. 28 — 29 

 さまざまな 価値観  を 寄せあい  

重なる部分にある   真の豊かさ   を 発信します 

笠原文化・体育施設、笠原地区の 「今」 をお伝えします 

R  eport-Talk 

公演の後で 
 

誰でも参加できる音楽劇 「我らのレ・ミゼラブル」 

我ら 心の歌が聞こえるか 熱い血潮が彩る魂の  
            新たに熱く 命が始まる つかめこの手で新しい朝 
 
10月の最初の土、日曜日を迎え、いつも公民館に響いていた あの曲が
聞こえなくなり、館長は、「少し寂しくなったね…」と、話していました。 
体育館ではバスケットボールの大きな大会が行われ、施設の外では保
育園の運動会が開かれている いつもどおりの賑やかな施設でありなが
らも…。 
この舞台のフィナーレは次の舞台に向けたスタートであると言いながら、
未だに次のスタートをきる気になれない、もう少し余韻を楽しみたい… 
それほどに9月28日、29日のアザレアホールは凄かった。 
 
8歳から70歳代までの80人が半年間かけてつくる舞台。  
それは ー 市民80人の心躍る挑戦でした。 
 
今回は、ダブルキャストの2回公演、つまり2作品を作ることになりまし
た。多くの人が、１公演で何役も担い、それが2公演では倍です。出演者
が共有したハードルは高く、本番の幕を開けるには大変な重圧があった
はずです。 
実は、80人の出演者が全員そろったのは28日の土曜日でした。これが
市民参加の難しさ、全員のスケジュールが一致することは遂に本番当
日までありませんでした。その中で、27日の夜に28日公演の通しリハー
サル、28日の公演前に29日公演の通しリハーサルを行いました。しかし、
この時点では出演者の中に確かな手応えは生まれていなかったと思い
ます。開場前 ロビーに長蛇の列が作られるなか、出演者は舞台から離
れられなかったのです。本番前の緊張、この場を離れることに不安があ
るのでしょうか。舞台監督の「さあ、お客様を迎えましょう」の声を必要と
していました。 

両日ともアザレアホールには、張り詰めた緊張感がありました。 
何かが起こる！  そこで生まれた 最高の公演  
 
その出演者たちを最後に勇気づけてくれたのは間違いなく満席のお客
様です。舞台の幕があがり、お客様の真剣な眼差しを感じることで、出
演者は不安を解き放ち、この場所に立っている喜びを実感したのだと思
います。 
公演中に一番泣いていた水野妃佐子さんが、終演後、「〇〇さん 泣い
とったでしょう？」と、出演者を捕まえていじっていました。勿論 舞台での
涙は禁物です。それを承知の上で、「う～ん、なんか涙が出てきたね、抑
えれんかった…」と、発せられた言葉…、それは、舞台と客席が一体と
なった公演であったことを象徴しているのだと思いました。 
 
10分を超えるカーテンコール  
 
2日間ともカーテンコールは10分を超えるものとなりました。良質な緊張
感と静寂から解き放たれた瞬間、会場の皆様は、割れんばかりの拍手で
出演者を湛えてくれました。 
 

出演者と来場者がつくった公演のフィナーレをみていて感じました・・・ 
アザレアホールは素敵なホールです。 

ご来場の皆様からのコメントを紹介します  
 

・市民参加型で皆でつくりあげた大きなうねりのような力が伝わり感動しました。次回に期待しています。（50代 女性） 
・母が参加するので来ました。すごく感動して目頭が熱くなりました。また是非開催していただきたいです。（20代 女性） 
・出演者の一生懸命さが伝わってきました。多治見の中にも芸達者が多数みえることを再認識しました。 ステージをつくり上げる達成感を私もい 
 つか味わいたい。（40代 女性） 
・親しみのもてる出演者の方の表情があったと思います。（50代 男性） 
・温かい気持ちが伝わり、市民参加の一生懸命さを感じました。一緒に参加しているような気分になれて良かったです。（40代 女性） 
・最後にみんなで歌った歌がすごくきれいな音色でした。おばさんたちが面白かった。（9歳以下 女性） 
・市民の方達が集まって、ここまで素敵な舞台がつくりあげられたことは、とても素晴らしいと思いました。全国を回ってほしいです。（30代 女性） 
・市民の力で一つの物をつくり上げる素晴らしさを感じました。公民館が地域の文化を創り出す役割を果たしていて素晴らしい。（60代 女性） 
・皆さんの顔の表情が生き生きとしていて、見ているこちらまで舞台に参加しているような気になるほど、一体感に包まれました。（50代 女性） 
・出演者の熱気が近くで感じることができとてもよかった。（30代 女性） 
・心に訴えるものがありました。役名のある、ないに関わらず、すべてのみなさんの心を感じました。とても素晴らしかったです。（40代 女性） 
・心に響く歌声に、心にジーンと入ってくる思い、凄かったです。みんなの思いが強く心に入ってきました。私も参加したい。（50代 女性） 
・参加（舞台）した方がもっと楽しいと思いました。素晴らしい舞台でした。（60代 女性） 
・4月から毎週末に練習されたと聞き驚き、ほぼ全員素人の方と聞き、2度驚きました。皆さんの努力が素晴らしい舞台となって 
 結実したものと思いました。（60代 男性） 



肌悩み解消マッサージとスキンケア 
 

11月5日（火）19:00～21:00 
 

講師 橋詰 梢 
老廃物を溜め込まない！ フェイス・ハ
ンドマッサージと、化粧品の効果を実
感できる正しい使い方。 

「新しい声」、「新しいニーズ」を感じ取り、利用者全ての膨れ上がる期待に応えます。 

Kasahara Cooking Club 

代謝をあげる シリーズ講座 

いつまでも健康で若々しくありたいと願うのが女性の思い ー  
代謝アップがそのカギとなるかもしれません。 
運動・癒し・食事・美容 4つの視点から健康美に迫ります。 

健康美 

大人のパン教室（後期） 
講師 可児枝里子 
 

機械は使わず手ごねで作ります。1回目は人
気の「クリームパン」。2回目以降のプログラム
は受講生のリクエストで決定します。 

11月27日・12月18日・1月22日・2月26日・3月26日(水) 全5回  
9:30～13:00 料金 8,000円 (5回分) 定員 16名 

11月13日・20日・12月4日（水） 全３回   
10:00～13:00 ※11/20は10:00～12:00 
料金 5,500円（3回分・材料費込） 定員20名 

大晦日からお正月に向けて、地元に受け継がれる料理、 
お飾りづくり、おせち料理について学びます。  

おばさんの知恵袋 ～お正月を迎える♪ い・ろ・は～ 
講師 小川多津子・加納鞆音 

第1回目 年取りのおかず 
地元で受け継がれている大晦日に作って食べる料理を作ります。 
 

第2回目 お飾りづくり～２WAY寄せ鉢～ 
おしゃれな入れ物とちょっとした飾りを作ります。素材や色を変える
と、他の季節でも利用できます。 
 

第３回目 おせち料理 
おせち料理を2品作り、重箱への詰め方のコツやお正月のお膳の整
え方等を学びます。 

名古屋グランパス栄養アドバイザー                  

森 裕子先生の  

子どもも大人も疲れた時にこれを食べれば元気なる、というおやつ
を紹介します。また骨を強く、筋肉を作る、貧血予防などの目的別に
食材を紹介します。身近な食材で簡単に作ることが出来るおやつを
食べて家族みんなで元気になりましょう。 
  

第１回目のテーマ：「目的別！疲労回復の為にお勧めする簡単手作りおやつ」 
 

11月10日（日） ①10:30～11:30  ②13:30～14：30 
料金 1,000円（親子・材料費込）  定員 親子各10組  

たのしい有酸素運動 
 

11月11日（月）19:00～20:30 
 

講師 太田志名子 
気持ちよく汗をかいて、「運動しなくち 
ゃ…」から「運動しないと気持ち悪い」に！ 

きもちいいヨガ 
 

11月19日（火）19:00～21:00 
 

講師 森あかね 
身体が硬い人でも大丈夫。深い呼吸に合わ
せた動きで心身の疲れをリセット。 

心と体を整えるアロマ 
 

11月26日（火）19:00～20:30  
教材費 800円 
 

講師 水野さと美 
香りがもたらす心身への効能を学び、代謝が
あがるスプレーやバスソルトを作ります。 

きれいになるベジブロスレシピ 
 

12月7日（土）11:00～14:00 
教材費 1,500円 
 

講師 冨田 鼓 
話題の「ベジブロス」を使ったレシピで
内側からきれいに、元気に…。 

料金：各回500円＋教材費 
 

※当講座の内容は健康づくりに取り組むことを目的 

  としており、すべての方へ効果を保証するものでは  
  ありません。 

Professional Femaleｓ 

市民病院が文化施設を巡回  

市民のための健康講座 
 

講師 藤井和希 
 

人は、徐々に足腰が弱くなり、日常生活の中で躓いたり、転んだりす
ることがあります。しかし、少しの配慮で何気ない転倒は予防するこ
とができます。 
 

11月8日（金） 10:00～11:30 
受講無料  どなたでも参加できます 

絵本に出てくるお菓子をつくろう 

絵本の中のスイーツ 
 

講師 洞谷多美江 
 

今回作るのは「モグラくんとセミのこくん」の 
スイートポテト 
親子で協力しておいしいお菓子を作りましょう。 
 

11月17日（日） 13:00～15:00 
料金 1,200円（親子10組） 

元気ごはん料理教室 



※１ ウォーキング愛好者向けトレーニング講習会  

受講料 500円 

所要時間 約1時間 

トレーニングﾞ室 
利用講習会 

 

    笠原体育館 情報  

        information    ☎43-６２８５   
笠原発 スポーツ講座 
お申込み、お問合せは 笠原体育館 

   5日（火） 
18：15～ 
19：４５～ 

10日（日） １４：００～※１ 

15日（金） １８：１５～ 

20日（水） １０：００～ 

25日（月） 19：45～ 

30日（土） 18：1５～ 
跳び箱、鉄棒、マットを用意し、体育館を開放します。 

11月18日（月）14:00～18:00  100円/1ｈ 

16:00～17:00は体操の講師からアドバイスを受けることができます 

予約制  TEL43-6285 

11月の企画展示  

 

    図書館笠原分館 情報  

        information     ☎43-5155   

今月の休館日   

11日（月） 18日（月） 21日（木） 25日（月） 

 子どもたちと本との素敵な出会いを・・・   

ボランティアグループ「カッパの会」によるおは
なしの会を開催しています。 
絵本の読み聞かせやパネルシアターのほか、
折り紙や簡単な工作も行います。 

かいじょう ひにち じかん 

図書館笠原分館 11/16（土） 15:00～15:30 

笠原地域子育て支援センター 11/19 (火） 11:15～11:30 
 

スタ ンプカー ド を  
 

企画講座のお知らせ 

「古典の日」 

11月1日は「古典の日」です。『紫式部日記』の寛弘5年11
月1日の記述に源氏物語の登場人物「若紫」が登場する
ことから、この日にちなんで「古典の日」となりました。みな
さんも、この機会に古典に親しんでみませんか。 

 

    たじみを楽しく歩こう 

    ウォーキングチャレンジ事業              おはなしの会 11月のテーマは 「おしごと」 

体操の苦手を克服する 「体操の日」  

 歩きたい道 たじみ    
 多治見の100コースを歩いてみませんか 

※4日（月・祝）は開館します。 

「卓球の日」 親子、友達で 卓球をやろう 

11月16日（土）13:00～17:00 100円/1ｈ （高校生以下50円） 

13:00から1時間程度、卓球の講師からアドバイスを受けることができます 

熱き絆をかけて 熱きバトルを繰り広げる 

スポレクかさはら2013 
ポールウォーキング、コペンふわふわドーム…当日参加種目もあります。 

11月10日（日）午前の部  9:00～12:00  午後の部13:00～16:00  100円/1人 

第9回多治見市キンボール大会 
創造力を高める！ 運動感性が勝敗を左右するキンボール。 
当日のオープン参加もできます。 

11月10日（日） 13:00～16:00 

「クリスマス工作 万華鏡をつくろう」 
円板をくるくる回すと模様が変化するホイール万華鏡
を作ります。自分で描いた絵や文字があっと驚く映像に
大変身！！ 
 

12月8日（日）・12月15日（日） 10：30～12：00 
対 象：幼児～小学生 各日15名 参加費：200円 
持ち物：ハサミ、のり、絵を描くもの  
申込み：11/1（金）10：00より図書館にて受付 

眺望を楽しむ 
梅平から潮見の森コース 
距離 約10.0ｋｍ  
所要時間 約4時間 
スタート地点 笠原梅平公園 
多治見市笠原町4146-1 



 落ち葉でしおりづくり 
 

 11/2（土） 11:00～12:00 笠原中央公民館ロビー 参加無料 

問合せ  笠原中央公民館 
TEL ４3－5155 

セカンド 

 

 
  多治見市役所企画防災課からのお知らせ 

問合せ 多治見市役所 くらし人権課  
TEL 22-1111 （内線：1153） 

 笠原地域子育て支援センターからのお知らせ 

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  

なかよしあそび リズム遊び～年中児とともに～ 
11/19（火） 10：0０～１1：0０  
笠原保育園 遊戯室 

笠原保育園年中児がいつも行っているリズム遊びを親子で一緒に
楽しみます。 
[持ち物] 動きやすい服装（裸足になって遊びます）・タオル・お茶 
 

※申込みが必要です。1ヶ月前より受け付けます。 

申込み・問合せ 多治見市役所 企画防災課 
TEL 22－1111（内線：1412） 

第５期多治見市笠原地域審議会委員募集要領 
 

多治見市との合併後の笠原地域のまちづくりの進み具合などに
ついて審議する笠原地域審議会の委員を募集します。 
 

１．対象 ①現在笠原町に在住の方 
       ②笠原地域のまちづくりに関心のある方 
２．任期 平成26年２月１日～平成28年１月31日（２年間） 
         ※笠原地域審議会は、原則年２回、平日に２時間程度開催します。 

３．募集人数 １人 
４．申込方法 笠原地域のまちづくりや、新市建設計画に関するご  
  意見を400字程度にまとめ、住所、氏名、年齢、電話番号を明  
  記の上、企画防災課宛に郵送、Ｅメール、ＦＡＸのいずれかで提出 
  してください。 

※ 様式は問いません（Ｅメールの場合はテキスト形式で添付） 
※ 委員の決定については、審査の上、本人に通知します。 
※ これまでの笠原地域審議会の資料などは、企画防災課ま 
   たはホームページでご覧いただけます。 

５．申込期限 平成25年11月29日(金) 

11月20日は「たじみ子どもの権利の日」です 
 

子どもの権利って？ 
すべての子どもが、安心していきいき のびのび 心豊かに育つこと。 
 

○た のしくくらす  ○じ ぶんをたいせつにする  ○み んなとなかよくする 
 

一人ひとりの子どもが自分の人生の主人公として、健やかに育っていくため
に最もいいことは何か、子どももおとなもいっしょに考えてみましょう。 

 笠原クリーンセンターからのお知らせ 

 笠原地域福祉協議会からのお知らせ 

生きがい健康塾サロン 受講生募集 
 

自分の健康のこと、家族のためになること、地域のことを考えてみ
ませんか？ 
 

肩こり予防体操   肩こり予防に対する運動を行います。 

講師：コパンインストラクター 
 

11/20（水） 10:00～11:30 受講無料  
かさはら福祉センター2階 集会室・研修室 

[持ち物]飲み物、上履きシューズ、動きやすい服装、汗拭きタオル 

申込み  笠原地域福祉協議会  
TEL 43-6822 

年末の受け入れは、12月27日（金）が最終となります。年末の破
砕・埋立ごみ、資源の持ち込みは、三の倉センターまたは大畑セン
ター（埋立ごみは大畑のみ）をご利用ください。 
なお、12月29日は「月・木地域」、12月30日は「火・金地域」の特別
収集（家庭の「燃やすごみ」）を行いますので、各地域のごみステー
ションをご利用ください。 

問合せ  笠原クリーンセンター 
TEL 44－1422  

ダンボールコンポスト講習会 
 生ごみも庭の落ち葉も、燃やすゴミに出したらもったいない！ 
資源になるものは循環させて、ごみの減量とゴミ袋の節約を！ 
設置型コンポストの説明もします。以前に受講された方も歓迎！ 
 

１１/２７（水）13:30～15:30 笠原中央公民館３F 会議室3 

定員:15名（先着順） 参加無料 
受講後に堆肥を作る方のみ、はじめの費用が2,000円必要 
講師:小境和久（ダンボールコンポストアドバイザー） 
申込方法:電話または申込書（申込書は笠原中央公民館にあります） 

 多治見市役所くらし人権課からのお知らせ 

 ダンボールコンポスト講習会のお知らせ 

申込み・問合せ  
NPO法人シニアネット多治見ダンボールコンポスト研究会 
代表 小境和久 TEL 090-7609-3714 

ほのぼのあそびパーク 

みて さわって かんがえる 

今年5月に実施した笠原クリーン大作戦では、たくさんの方の参加が
得られ、「ゴミのポイ捨ては、ずっと気にしていた」、「こういった取り組
みはたくさんあるべきだ」、「笠原町全域を対象にしてはどうか」など、
様々な意見が寄せられました。 
 

ただゴミを拾うだけでなく、「なぜゴミがおちているのか」、「どうしたら
住みやすい町をつくることができるのか」…、引き続き考えていきた
く、2回目を企画しました。 

12/8（日）集合9:00 時間9:00～10:00 
  集合場所 笠原西コミュニティセンター跡地 
           笠原中央公民館前ふれあい広場 のいずれか 
 

笠原全域からご参加いただけるよう 集合場所を2箇所にしました。 
可能な方は集合場所までゴミを拾ってお近くの会場にお集まりくださ
い。 ※集合後、周辺地域を清掃します。 
 

持ち物：飲み物、帽子、軍手、ゴミばさみ（お持ちの方） 
当日参加も可能ですが、中止の場合にご連絡をしますので、笠原中央
公民館までお申し込みください。 
 

未来予想図を描くシリーズ 笠原クリーン大作戦 nd ２ 
未来予想図を描くシリーズとは、 
地域の人々が集い、結びつきを生む機会をつくることで、笠原町の
課題や未来を共に考えたいという企画です 
 

                             進化する 笠原クリーン大作戦  



  かさはら カレンダー  201３. 

｢あしすと｣は、笠原地区文化・体育施設の指定管理者・公益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｢2013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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※（笠中公）…笠原中央公民館  （笠体）…笠原体育館   （図笠分）…図書館笠原分館 

1 金 
交通安全日  子ども・若者育成支援強調月間   
絵手紙講座（笠中公）９：３０～ 

 ○         

2 土 ほのぼのあそびパーク（笠中公）11:00～  かさはら探検隊              

3 日               

4 月               

5 火 
アトリエかさはら陶芸部初級コース（笠中公）９：３０～ 健康美シリーズ講座（笠中公） 19:00～  
トレ室利用者講習会（笠体）18:15～ 19:45～ 

○         

6 水 ことぶき学級ペン習字（笠中公）９：３０～   ②       

7 木 
アトリエかさはら陶芸部中級コース（笠中公）９：００～  
アトリエかさはら陶芸部自由コース（笠中公）１９：００～ 

        ① ① 

8 金 
ことぶき学級合唱（笠中公）９：３０～ 市民のための健康講座（笠中公）10:00～  
絵本の中のスイーツ（図笠分）10:00～  

○         

9 土 お薬師  秋の全国火災予防運動（15日まで）  笠原校区 一貫教育の日・国際交流の日             

10 日 
笠原児童館まつり  スポレクかさはら2013（笠体）8：30～ 
第9回たじみキンボール大会（笠体）13:00～  元気ごはん料理教室（笠中公）10:30～ 13:30～   
ウォーキング愛好者のためのトレ室利用者講習会（笠体）14:00～ 

          

11 月 フォークダンスクラブ（笠中公）１０：００～ 健康美シリーズ講座（笠中公）19:00～         【図書館休館日】           

12 火 夜のお菓子教室（笠中公）10:00～    ○         

13 水 おばさんの知恵袋（笠中公）10:00～             

14 木 名歌を歌おう（笠中公）１０：００～  ハングル倶楽部（笠中公）１９：００～ ２０：１０～         ② ② 

15 金 ○         

16 土 
青少年まちづくり市民大会（文化会館）  かさはら探検隊   
卓球の日（笠体）13:00～  おはなしの会（図笠分）１５：００～ 

            

17 日               

18 月 らくらく筋力アップ体操（笠体）13:30～  体操の日（笠体）14:00～            【図書館休館日】           

19 火 おはなしの会（支援センター）１１：１５～  健康美シリーズ講座（笠中公）19:00～   ○         

20 水 
たじみ子どもの権利の日  ことぶき学級ペン習字（笠中公）９：３０～ 
おばさんの知恵袋（笠中公）10:00～  トレ室利用者講習会（笠体）10:00～   

    ①       

21 木 
アトリエかさはら陶芸部中級コース（笠中公）９：００～ 
アトリエかさはら陶芸部自由コース（笠中公）１９：００～ 

          【図書館休館日】     ①     

22 金 ことぶき学級合唱（笠中公）９：３０～   ○         

23 土 桂米團治独演会（アザレアホール）14:00～             

24 日               

25 月 木目込みで作る縁起干支飾り（笠中公）13:00～  トレ室利用者講習会（笠体）19:45～ 【図書館休館日】           

26 火 アトリエかさはら陶芸部初級コース（笠中公）９：３０～  健康美シリーズ講座（笠中公）19:00～   ○         

27 水 笠原中 合唱発表会  大人のパン教室（笠中公）９：３０～             

28 木 
笠原小 5年生自然の家合宿（29日まで） 
名歌を歌おう（笠中公）１０：００～  ハングル倶楽部（笠中公）１９：００～ ２０：１０～   

    ②     

29 金     ○         

30 土 トレ室利用者講習会（笠体）18:15～             

交通安全日  絵手紙講座（笠中公）９：３０～  トレ室利用者講習会（笠体）18:15～   


