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Progress Azalea Hall Original Program 
あたたかな感動を伝える アザレアホール 

谷口若菜・辻 彩奈コンサート 

11月16日（日） 
 開場/15:30  開演/16:00 

 全席自由 1,000円 学生券 800円 

スポレクかさはら2014 

「チーム競技」 
※エントリーは終了しています。熱い応援をお願いします。 
 

ソフトバレーボール・ドッヂビー 9:00～12:00 
チャレンジ3種混合競技 13:00～16:00 
（サテライト競技：梅平運動広場） 
グラウンド・ゴルフ 13:30～15:30 
 

当日参加 ができる スポレクかさはら ２０１４ 

参加無料 
 

キンボールチャレンジ 
13:00～16:00 
個人で、友達と一緒に参加できます。 

 「個人競技」 

まち歩き 笠原の町を捜索せよ！ 
9:00～15:00 
かさはらタイルMAP、100選マップコースから 
笠原の名所を巡ります。 
 

ミッション 公民館を攻略せよ！ 
9:00～15:00 
公民館に仕掛けられたチャレンジコースを 
知力・体力をつかってクリアせよ！ 

11月2日(日） 9:00～16:00 

若きビルトゥオーソに迫る 

谷口若菜19歳、辻彩奈17歳。 

10代の逸材がアザレアホールで肩を 

並べるスペシャルなコンサート。 

幼少の頃から各コンクールで入賞を果た

してきた二人。 

谷口若菜は、2013年第14回大阪国際音

楽コンクール ピアノ部門 Age-G 第1位 

及び松尾博賞を受賞する。 

辻彩奈は、2013年第82回日本音楽コン

クール第2位。 
次世代を担う2人の演奏を皆様の目と耳
でお確かめください  
 

 



笠原文化・体育施設、笠原地区の 「今」 をお伝えします 

和太鼓×マリンバ 打・音・楽 with GONNA     

11月30日（日） 開場/13:30  開演/14:00 

全席自由 1,000円  中学生以下 500円  
※未就学児は親子室での鑑賞可 ただし座席に限りがあります 

11月29日（土）   
 

子どもタイルクラフト教室  
「みて、さわって、かんがえる」タイルをアレンジする工作教室 
講師は、タイルの魔術師 斧内弥生が務めます。 
① タイルでリース 10:00～12:00 ② 干支で愛でタイル 14:00～16:00 
講師：斧内弥生  料金：各1,000円 
 

行こう！ 知ろう！ タイル工場 
10:00～12:00 
タイル工場を見学してタイルへの理解を深めます。 
見学場所：㈱カネキ製陶所 
 

お菓子でタイル 
10:00～12:00 
タイルの形の美味しいクッキーを焼いて、 
かわいいお家をつくりましょう。 
親子10組（年中以上） 
料金：1,300円 

こどものワンダーランド × 未来予想図を描くシリーズ 
 

 

「子どもと子ども」、「子どもと大人」との結びつきを、 
 子どもの目線から考える こどものワンダーランド 

 

タイルの町 － 笠原 に迫ります 

 eport-Talk R 
オペレッタ 「我らのこうもり」 

半年にわたる 市民の５８人の心躍る挑戦 

11月29日（土）・30日(日）  

 

タイルマップウォーキング 
10:00～15:00 
「かさはらタイルMAP」を片手に笠原町を 
散策し謎解き体験。 
 
 

タイル屋さんの見本市とワークショップ 
10:00～15:00 
タイル屋さんが提案する「人とタイル」の素敵 
な関係をディスプレイ展示やタイルを用いた 
指輪づくりなどのワークショップで紹介します。 
教材費：実費 
 

〈特別企画〉 
 

電車にのって ゴー 
 

 ミニ電車が笠原にやってくる。 
 「タイルきっぷ」を使って乗車しよう！  

colors  - タイルの色 - 
 

職人が、先人を慈しみながら研究を重ね、 
発展させてきた 鮮やかなタイルの色 
手にとり、見つめ、その価値を紐解き、 

                豊かな暮らしを考える 
そんな1日をつくります。 

こどものワンダーランド × 打・音・楽 叩く 和太鼓の響き 
 

和太鼓とマリンバによる打楽器の祭典を、 
かさはら和太鼓ISAMIがエスコートします。 

東海地区の和太鼓・マリンバグループがアザレアホールに集結。 
GONNAスペシャルコンサートとあわせて、 

アツいLIVEをお届けします。 

大地に 心に  響け  
            ― 打楽器の祭典  

出演 
〈和太鼓〉 
新効女子太鼓 ・ 大須太鼓保存会・武豊太鼓教室「武鼓」 
かさはら和太鼓クラブISAMI  
 

（マリンバ） 
市江里志、小池伶奈、小池奈美、安藤美言途、安藤律子、岩本真希、 
岩本理恵、三宅奈々、三宅秋子 
 

(特別出演) 
和太鼓×マリンバGONNA 

 大型の市民参加型事業となった誰でも参加できる音楽劇シリーズ。 
9月13日、14日の2回公演とも、客席を埋め尽くしたお客様からの拍手
の中で、舞台は幕を閉じました。あたたかなカーテンコールの後、閉じた
幕の中で出演者は互いを称えあい、涙していました。 
 

 市民によるダブルキャスト ー 2回公演… ！   
 

 「誰でも参加できる」と、いっても、舞台に市民参加だから…という妥協
は一切ありません。この公演の難しさを、照明・音響スタッフはこう話しま
した。「それぞれの公演で、声質や立ち位置、セリフの重さ、掛け合いは
変わる。しかし、出演者の真剣な姿勢はそれを正当化させる」 この公演
は、同じものを２回上演するのではなく、両日がそれぞれが違う趣を持
ち、異なると言ってもいい2作品だったのです。 

“誰でも参加できる” 
 

 市民へ幅広く参加を求めるこの取り組み。しかし、自分に置き換えれ
ば、参加することに対して躊躇するのが正直なところです。毎週土、日曜
日の稽古なんてムリ、200ページを超える楽譜なんて覚えられない…。 
そんな想像をしながら58人の挑戦をみていました。 
 

不安を抱きながらもアクションを起こす人たち 
 

 「音楽劇どころか演劇すらまったく未経験ですが、「誰でも参加できる」
という言葉を信じて参加してみました。新しい世界に飛び込むのには勇
気が必要ですが、本当に飛び込んで良かったと思っています。たくさん
の出会いと共に新しい世界が広がりました。去年は観客席にいた全くの
素人でも努力すれば何とかなる。それを少しでもお見せしたい。（岡本
佳憲氏）」 
 

 無我夢中で稽古に挑む58人の姿。毎週の稽古、更には時間をみつけ
て仲間との自主稽古を行う出演者と接するうちに、自分の中に、昔、部
活やサークル、勉強、学園祭…、一つのことに夢中で取り組んでいた姿を
ダブらせ、羨ましさを感じていることに気付かされます。 



手ごねパン教室  大人クラス 秋 
 

講師 可児枝里子 おばさんの知恵袋 シリーズ 

おばさん的DIY ＆ 鶏肉の千草和え 
 

講師 谷口玲子・加納鞆音 

障子やふすまの張り替えなど、 
家のDIYをサポートします。 
大人気 ！ ”知ってお得” 
おばさん直伝料理コーナーも必見です。 
 

12月3日（水) 10:00～13:00 料金 1,020 円 

笠原発 秋 講座     只今お申込みいただける教室 

11月26日・12月24日（水） 全2回 
9:30～13:00   料金 3,700円 

11月 ライ麦パン レーズン＆アプリコットとティラミス 
12月 リクエストにお応えします 

機械は使わず手ごねで楽しむパン教室です。手ごねでも失敗
しないコツが学べます！大人クラスは2回目のメニューを先生
にリクエストできるのがお得です!! 

親友と歩み創る活動の価値  
 

 オペレッタの王様シュトラウスの「こうもり」。この大作に、脚本、演出を
手掛けた江端智哉氏が隠したテーマは『親友』。 
 

 このシリーズに参加する出演者が、いくつもの犠牲を払いながら、いくつ
ものリスクを背負いながらも挑んだ半年の活動と物語がリンクします。  
 ともに涙し、ともに汗をかき 58名の仲間が作り上げた2日間の公演。
生の舞台だからこそのハプニングも互いにフォローしあいながらつくった
公演は、それを褒め称える市民が交じりフィナーレを迎えました。この瞬
間、市民参加型の醍醐味を感じました。アザレアホールには客席と舞台
とが一体となる光景が出現したのです。 
 

 劇は、人の心の中を住処にするシャドー（13日松野真司氏、14日三宅
恵理氏）のセリフで幕を閉じます。 
 

 「不器用な人間たちよ、オレ（アタシ）が必要な時はいつでも呼んどく
れ。でもイイか、よく聞けよ、友達はイイもんだ！、大切にしろ！ どんなに憎
しみ、諍い、傷つけあっても、いつか許し合い、愛し合うことができる。そん
な友達は言葉も要らない友達になるぞ。だって、悩み迷った分だけ深く
慈しむことができるからな。 
 不器用な人間たちよ オレ（アタシ）が必要な時はいつでも呼んどくれ、 
オレ（アタシ）が本当の親友を教えてやろうじゃないか… な～んてね。」 

 少し照れも感じるこのセリフの中に、「誰でも参加できる音楽劇」へ
挑戦した市民だけが垣間見た世界が隠されていると思います。 
親友とともに過ごす時間の価値、何かに無我夢中で取り組む価
値…、 
 

 皆様の新しい挑戦の一つに、「誰でも参加できる音楽劇」の取り組み
が認められれば幸いです。 

トップアスリート事業         食べて元気に 
                          “食のうながっぱプロジェクト”連携事業 

12/ 23 
（火・祝） 

10:00～11:30 
笠原小学校運動場 ※雨天は笠原体育館 
参加対象 小学4年生～6年生 100名  
料金 500円 
11/1（土）9:00から笠原体育館へお申込み 

名古屋グランパス 
小学生サッカースクール 
Ｊリーガーによるサッカーひろば トークショー ＋ お楽しみ抽選会 

森裕子 × 名古屋グランパスサッカー選手 
Ｊリーガーの食事から学ぶスポーツ選手の為の強くて丈夫な体をつくる食事 

                 元気ごはんのルーツに迫る  
                 森裕子とＪリーガーとのトーク 
 

                 プロのサッカー選手が普段どんな食事をしてい  
                 るのか、バランスの整った食事を摂ることの大 
                 切さをお伝えします。 
 

                 森裕子・名古屋グランパスからの 
                 素敵なX’masプレゼント お楽しみ抽選会 
 

ＦＷ玉田圭司 選手サイン入りＴシャツなどが あ・た・る 素敵なクリ

スマスプレゼントをご用意しています。 
 

12:30開場 13:00開演 
アザレアホール 入場無料  ※要整理券 
11/1(土）9:00から  
笠原体育館・総合体育館・笠原中央公民館・多治見市文化会館・ 
まなびパークたじみで、整理券配布 

リ
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名古屋グランパスのスクールコーチと 
若手選手によるサッカー教室を開催。 
憧れのプロ選手から技を学ぼう。 



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 
 

笠原体育館トレーニングルームの利用にあたっては 
利用講習会の受講が必要になります。 

  5日（水） 
18：15～ 
19：45～ 

  20日（木） 19：45～ 

10日（月） 14：00～※１ 25日（火） 18：15～ 

15日（土） 18：15～ 30日（日） 10：00～ 

※１ ウォーキング愛好者向けトレーニング講習会  

予約制  TEL43-6285 

笠原体育館 情報 
 

              information    ☎43-６２８５  

体操の日 体操の苦手を克服する     
11/17（月） 14：00～18:00 笠原体育館第3競技場 

100円/h（1家族） 

※16:00～17:00には体操の先生からアドバイスを受けることができます。 

11/15（土）13：00～17:00 笠原体育館第3競技場 

100円/h（高校生以下50円/ｈ） 

卓球の日 卓球で楽しく アドバイスで上達  

※13:00～15:00には卓球の先生からアドバイスを受けることができます。 

10日（月） １7日（月） 20日（木） 

今月の休館日              

   おはなしの会 11月のテーマは「七五三」 
 

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、折り紙などの簡単な工作遊びもします。 

かいじょう ひにち じかん 

笠原地域子育て支援センター 11/11（火） 11:15～11:30 
 

図書館笠原分館 11/15（土） 11:00～11:30 

図書館笠原分館 情報 
 

              information    ☎43-5155  

子どもたちと本との素敵な出会いを・・・  

「ジャンピングへびをつくろう」 11/1（土）11:00～12:00 

 公民館ロビー  参加無料 

笠原中央公民館 みて・さわって・かんがえる 

ほのぼのあそびパーク 情報 

スポレクかさはら2014 お楽しみ企画 11/2（日） 
 

キンボールチャレンジ キンボールを体験してみよう 

13:00～15:00の間で随時受付 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

■ 多治見市スポーツ推進員会によるワンポイントレッスンがあります 
   ので、初めての方でもご参加いただけます。 
■ 参加者で「第10回たじみキンボール大会」を開催します。 
■ 初心者部門は当日参加も可能です。ぜひご参加ください。 
■ 参加無料 

より身近に 楽しく 図書館笠原分館 

 

ラジオ体操講習会 
 

 8:30からラジオ体操講習会を開催します。どなたでもご参加できます。 
 

健康相談会 
 

 あなたのカラダの情報を探りながら、健康に向けて、食事や運動など、 
様々な視点からアドバイスを行います。  

“読み聞かせ・読書”を 身近に 楽しく  
「あなたは、持ってみえますか？ 図書カード」 
 

只今 皆様に図書カードの登録をお願いしています 

図書館笠原分館の新しい試み 
 

多くの方の図書館利用を目指し、 
皆様の声から 新しい取り組みスタートします。 
 

Vol．1  第３土曜日  「ママのとしょかんタイム」 
 

第3土曜日に開催している「おはなしの会」の開催時間を11時から
に変更するとともに、おはなしの会が終了する10時から11時30分ま
でを、「ママのとしょかんタイム」として、ゆっくり図書選びをしていた
だく時間にします。 
 

第３土曜日の10：00～11:30は、 
ちびッ子たちが声を発したりしても 相互理解の時間とします。 
皆様 ご理解とご協力をお願いします。 

キンボールは、１チーム4人で構成し、3
チームで行う競技で、巨大なボールを落
とさないようお互いの声の掛け合いがポ
イントになります。 
ルールはとても簡単 どなたでも気軽に
参加できます。 

※11/3（月）・11/24（月）は開館します。 

 11月の企画展       「伝統の遊び、折り紙」 
 

古くは平安時代からあったといわれる折紙。かぶとや鶴といった伝統的な
ものをはじめ、恐竜やお城など現在も新しい折り方が編み出されていま
す。お子さんにも折れる簡単なものから、大人でも難しい複雑な造形の
もの、暮らしの中で大いに利用できる実用的なものなど、いろいろな折り
紙の本を集めました。みんなで折り紙を楽しみましょう。 



 

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 

ウォーキングチャレンジ 情報 
 

              information    ☎43-6285  

 

 

リフレッシュ講座「3B体操」 
 

１1/12（水） 10：00～１1：００  笠原保育園遊戯室 

器具を使いながら音楽に合わせて体を動かします。（託児有） 
 

対象    大人    定員 託児定員20名まで 
持ち物 ヨガマットまたはバスタオル、室内シューズ、タオル、お茶  
   

なかよしあそび リズム遊び  ～年中児とともに～ 
 

11/18（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。 
 

 対象 未就園児親子 15組 
 持ち物 歩きやすい服装（裸足になって遊びます）、タオル、お茶 
 

 ※いすれも申込みが必要です。 
  1ヶ月前より受付（多治見市内の方のみ） 
  2週間前より受付（地域を問わずどなたでも） 

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  

 笠原地域子育て支援センターからのお知らせ 

 多治見市文化会館からのお知らせ 

問合せ・申込み  多治見市文化会館 
TEL ２３－2600   

  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 
 

  認知症予防       講師：滝呂包括支援センター 

  ～認知症予防と脳トレ～ 
 

11/18（火） 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 
 

パソコン教室 ～ 年賀状作り ～ 
 

11/10（月） ①10:00～12:00 ②13:30～15:30  （2回） 

かさはら福祉センター2階 研修室 
定員 ①、② 各10名（電話にて先着順に受け付け） 参加料 無料 

申込み  笠原地域福祉協議会  
TEL 43-6822 

 

健康相談を 
無料にて開催します 

が～まるちょばサイレントコメディ― in TAJIMI 
 

ストリートでも、劇場でも話題沸騰。世界中を沸かすライブ感爆発 
のショーをお楽しみください！ 

11/8（土） 17：30開演 
 

料金 全席指定 ４,５００円（たじとも会員 ４,０００円） 

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。 

11月20日は「たじみ子どもの権利の日」です 
 

 子ども権利って？ 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 

 多治見市役所 くらし人権課からのお知らせ 

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

０才からの本格クラシック Ｖｏｌ．２ 
～アントンくんの時間旅行～ 
親しみやすく美しいメロディーを数多くこの世に創りだしたドヴォル
ザークの世界を０歳からでもお楽しみいただけます。 
出演 平光真彌（ヴァイオリン）、高木俊彰（チェロ）、 
梶田美香（ピアノ）、鈴木亜由子（おはなし）、山田尚子（脚本・演出） 
 

11/14（金）  
時間 ①11：00～12:00 ②15:00～16:00 
料金 全席自由 小学生以上５００円、0歳～未就学児童２００円 

笠原から妻木城跡・八幡神社コース 
距離 約5.3ｋｍ 所要時間 約120分 
スタート地点 花水樹ふれあいパーク 笠原町991-1 

 
 NPO法人シニアネットからのお知らせ 

ダンボールコンポスト講習会 
 

循環させれば資源になるものを燃やすゴミにだしたらもったいないと
思いませんか。生ごみや落葉、野菜クズなどを堆肥に変えるコンポス
トの説明をします。 
 

11/26（水） 13:30～15:30 受講無料 

笠原中央公民館 3階 会議室１ 
定員25名（先着順）  参加料 無料   
※受講後に堆肥を作る方のみはじめの費用が2,000円 
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 電話又は笠原中央公民館にある申込書に記載して提出 

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 
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｢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｢2014年度版かさはらカレンダー｣に基づいて作成しています。 
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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 土 ほのぼのあそびパーク（笠中公）11:00～             

2 日 スポレクかさはら2014（笠体）8:30～   キンボールチャレンジ（笠体）13:00～           

3 月 多治見まつり             

4 火 交通安全日   ○         

5 水 
こどぶき学級ペン習字（笠中公）9:30～  トレ室利用者講習会（笠体）18:15～ 19:45～  
スッキリ疲れがとれるヨガ（笠中公）19:00～  

  ①       

6 木        ①     

7 金 はじめましょうフラダンス（笠中公）10:00～    ○         

8 土 手ごねパン教室親子クラス（笠中公）9:30～  かさはら探検隊（笠中公）10:00～             

9 日 秋の全国火災予防運動（15日（土）まで）           

10 月 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～                  【図書館休館日】            

11 火 おはなしの会（支援センター）11:15～  夜のお菓子教室（笠中公）19:00～    ○         

12 水             

13 木 名歌を歌おう（笠中公）10:00～  ファン先生の韓国語レッスン（笠中公）19:00～ 20:10～        ②     

14 金 交通安全日  歌のひろば楽しくうたおう（笠中公）9:30～     ○         

15 土 
青少年まちづくり市民大会（文化会館）  おはなしの会（図笠分）11:00～ 
絵手紙講座（笠中公）9:30～  卓球の日（笠体）13:00～  トレ室利用者講習会（笠体）18:15～    

          

16 日 谷口若菜・辻彩奈コンサート（アザレアホール）16:00～             

17 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】            

18 火     ○         

19 水 ことぶき学級ペン習字（笠中公）9:30～  スッキリ疲れがとれるヨガ（笠中公）19:00～      ②       

20 木 たじみ子どもの権利の日  トレ室利用者講習会（笠体）19:45～                   【図書館休館日】        ① ① 

21 金 歌のひろば楽しくうたおう（笠中公）9:30～ ○         

22 土 かさはら探検隊（笠中公）10:00～             

23 日               

24 月               

25 火 トレ室利用者講習会（笠体）18:15～    ○         

26 水 手ごねパン教室大人クラス（笠中公）9:30～             

27 木 名歌を歌おう（笠中公）10:00～  ファン先生の韓国語レッスン（笠中公）19:00～ 20:10～        ② ② 

28 金 お薬師        ○         

29 土 colors - タイルの色（笠中公）10:00～           

30 日 
笠原中資源回収   
トレ室利用者講習会（笠体）10:00～   
和太鼓×マリンバ 打・音・楽withGONNA（アザレアホール）14:00～   

          


