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未来へとつながるシンフォニーを響かせ 

過去と未来を一つにする 
 

町に活力をもたらす 

市民の新しいチャレンジを 

私たちのアイデアと活動で支えます 

 「この町に 
 笠原文化・体育施設のある 
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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 

食べて元気に“食のうながっぱ”プロジェクト 
 

  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 

☆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 
 
☆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月23日（火・祝）  

開場 12:30  開演 13:00   

アザレアホール 入場無料 ※要整理券 

リーガー とともに 

          元気な たじみ 



 

 

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

整理券残りわずか！ お早めに！！ 

笠原文化・体育施設、笠原地区の 「今」 をお伝えします 

 eport-Talk R 

    スポレクかさはら 発展の証 
 

                 2014.11.2 

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 

食べて元気に“食のうながっぱ”プロジェクト  トークショー ＋ お楽しみ抽選会 

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。 

森  裕子 もりゆうこ  名古屋グランパス栄養アドバイザー 多治見市出身・在住 

名古屋女子大学 家政学部家政学科 管理栄養士専攻を卒業。Ｊリーグ初の専属栄養士を務め、実業団ラクビー部、
女子ソフト部など多くのスポーツ選手の栄養アドバイス行う。現在は食育講演、執筆活動、料理教室の開催など 
多方面で活躍中。 

12月23日（火・祝） 
 開場 12:30 開演 13：00 
 入場無料（要整理券） 

 

多治見市栄養士からのX’masプレゼント 
栄養士が作るおいし～い豚汁をプレゼントします 
 

● 12:00から先着100名様に配布 
● 笠原中央公民館ロビーへお集まりください。 

おばさんの知恵袋 シリーズ   残席残りわずか！ お早めに！！ 
 

おばさん的DIY ＆ 鶏肉の千草和え 
 講師 谷口玲子・加納鞆音 
 

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 

DIYの原点 障子の張替えをして、お正月を迎えましょう 

 3年前、思い切って「スポレクかさはら」の改革に取り組みました。改
革のテーマは、“参加者層の拡大”と“選手：スタッフ＝1：1.8の解消”
でした。つまり、伝統的なスポレクかさはらは、特定の選手と、選手１人
に対してスタッフが2人という態勢に支えられていたのです。スポーツ
のイベントらしく多くの人に選手として参加してほしいとの願いを込
めて取り組みました。 
 

競技の運営方法の見直し 
身近な仲間と参加できる競技の新設 
 

 運営方法の見直しには、KTSや多治見市スポーツ推進委員会にご
協力をいただいて一人のスタッフが2役、3役を担ってもらうととも
に、選手にも副審や線審をお願いすることにしました。また、午前の
部と午後の部を設け、午前中に参加した人が、午後からも競技を楽
しむことや、午前（又は午後）に都合が悪い場合でも、何らかの競技
には参加してもらえるようにしました。これにより多くの選手が誕生
しました。 
 もう一つの取り組みとして、普段、スポーツチーム等には所属してい
ない人でもスポレクに参加できるよう、身近な仲間と参加できる
「チャレンジ種目」を設けました。チャレンジ種目の内容は、かつて幼
稚園や小学校で体験した運動会メニューです。 PTAや消防団員、
会社の仲間、家族が集って参加していただけるようになり、選手が真
剣に競技に向かう姿がスポレクの価値を高めています。インターバル
の時間には、各チームが円陣を組み、息を切らしながら真剣に作戦 

障子の張替えを実践します 
ふすまの張替えのポイントやコツ、裏ワザ、障子のリメイクの話など、 
おばさんの知恵袋の話が盛りだくさん。 
 

鶏肉の千草和えをつくります 
クリスマスに、おせち料理に飽きた時に、簡単だけどご馳走にみえる「鶏肉の千草和え」 

を練ります。時には伝家の宝刀「おい○○、俺は先輩だぞ、華を持たせ
ろ！」との声が会場に響き渡ることもありますが、終始我々の想像を超え
る熱戦が見受けられます。 
 

 伝統的な取り組みにおいても、時にはコンセプトをも大胆に見直すこと
が必要です。今年もグラウンド・ゴルフ、個人種目、参加賞、開会式、受
付…、いくつもの新しい考えを取り入れました。勿論、それが直ぐに成果
として現れない場合もありますが、「去年と同じスタイル」の考えは、時と
してイベントを潰してしまう恐れがあります。 
 今年の参加者の頭の中にはスポレクに対して新しい期待が生まれてい
ると思います。我々はそれを感じ取り、また、新しい提案をしていきたいと
考えています。  
 ここ数年スポレクへ参加していない方へ…、「今のスポレクには今までと
は違ったが愉しさがあります。」 
 

 ー おまけ － 
 チャレンジ種目のメイン競技「綱引き」。消防団「われら第五方面隊」の
連覇を阻止できるのは、消防団しかいないのでは？ ちょっと意地悪では
ありましたが、レギュレーションを“300歳以上10人以内から180歳以上6
人以内”に変更しました。「われら第五方面隊」と「ぼくら第五方面隊」、
消防団同士の一騎打ちか？ 。しかし、会場を盛り上げたのは、「セラメッ
セ」の雄姿！ 。セラメッセは、この日水野社長が出張のため参戦できない
不運（！？）がありながらも、最終戦で、これまで全勝の「われら第五方面
隊」に土をつけ、優勝決定戦へ。惜しくも「われら第五方面隊」の連覇を
止めには及びませんでしたが、今年のセラメッセは本当に凄かったです。  

みんなで一緒にフラダンス 
 講師 高木美貴子 
 
フラダンスは、心も身体もほぐれてリラックスでき、誰でも踊
ることができます。経験を気にせず、楽しく踊りましょう。 
 

12月5日・19日・1月9日・16日（金)全４回  
10:00～11:30 料金 2,080 円 

未来予想図を描くシリーズ 
    季節の変わり目の節句を大切に過ごす日本の風習 … 
          地域の行事を併せて受け継がれてきた笠原の風習 … 
「おばさんの知恵袋」として学び習得します。 



 スポレクかさはら2014 成績 

夜のお菓子教室 
きっとわかる レシピの基本 
講師 洞谷多美江 
 

王道のスイーツを、まずは「基本レシピ」で作り上げ
ます。 
 

いつもとは違ったチョコづくりに挑戦！ 
 「あん生チョコ」 

1月13日（火） 19:00～21:00  

料金 1,320円 
 

「塩ちんすこう」 

3月10日（火） 19:00～21:00  

料金 1,320円 

プロに習う 

一眼レフカメラ入門講座 
講師 鈴木浩介 
 

機能の活かし方や操作方法など、 
初心者にもわかりやすく紹介します。 
 

2月20日（金）・27日（金）全2回 

19:00～21:00 料金 1,040円 

疲れた体がその場で元気に！ 

笑いヨガでめざせ！10歳若返り 
講師 磯谷和美 
 

笑いとヨガの呼吸法を組み合わせたエクササイズ。
笑うことで多くの酸素を取り入れ、心身ともにスッ
キリし元気になります。 
 

3月26日（木） 10:00～11:30   

料金 520円 

コツをつかんで美文字をめざそう！ 

今日から文字美人！  
講師 早川美芳 
 

たくさんの練習量はもういらない？ コツを学び、 
美文字をめざす人のためのおためし体験コース。 
 

２月１３日（金） 19:00～21:00  

料金 520円 

大人気の Kasahara Cooking Club 冬シリーズ ラインナップ 

手ごねパン教室 講師 可児枝里子 
 

ポイントごとのデモンストレーションはもちろん、 
各テーブルをこまめに回って細かい指導をします。 
 

「親子クラス」 

2月14日（土） ・3月14日（土）  
全2回 9:30～13:00 料金 4,150円 
 

嬉しい各回申込みにしました 
「大人クラス2月」 

2月25日（水） 9:30～13:00  

料金1,850円 
 

「大人クラス3月」 

3月25日（水） 9:30～13:00  

料金1,850円 

2015年 2月15日（日） 
開場 13:30 開演 14：00 
全席自由 一般2,000円 
         高校生以下1,500円 

全国武者修行 月亭方正 
 

平成25年5月、月亭八方入門。  
山崎邦正から高座名「月亭方正」に改名。 

タレント山崎邦正として培った表現力を最大限に生かし 
「全国武者修行」と銘打ち落語家月亭方正として落語を披露します。 

 

関西で最も忙しい 売れっ子 月亭八光 
 

平成9年4月、実父の月亭八方に正式に弟子入り。 
今、関西で最も忙しいと言われる月亭八光。 

テレビ出演は、週平均７～8本、年間の出演数は400本を超え、 
テレビに映らない日はない。 

落語の世界    

月亭二人会  
つきていふたりかい 

 

会場は 爆笑の渦に  プレミアム級の高座 笠原で実現 

習ったその日から定番メニューへ 

スイーツ＆プチランチ 
講師 洞谷多美江 
 

スウィーツはパイ型で焼くフィナンシェを take out 
します。メインの１品は昔ながらのナポリタン。 
 

1月15日（木） 10:00～12:30  

料金 2,000円 

すぐに作りたくなる おウチごはん 

洞谷式おいしい時短レシピ  
講師 洞谷多美江 
 

手早く、安く、満足感のある美味しい晩ごはんを 
つくりませんか？ 
 

2月10日（火） 19:00～21:00  

料金 1,320円 

 

笠原発 冬講座 
    「あしすと」をご覧の皆様へ 特典 12月1日～3日 冬シリーズ全１０講座 先行予約受付 

ソフトバレーボール部門： 
スポレクの顔であるソフトバレーボールには、今年もたくさんのチームがエント
リーしてくれました。 
優勝： オリーブK  PROSPER.T  トップフィールド.T 
 

ドッヂビー部門： 
笠原以外からも多数のチームがエントリーしてくれました。 

優勝 C・A・T多治見A 2位 フェニックス ３位 精華リトルスター 
 

チャレンジ３種混合部門： 
めくってポン （70歳以下） Mr.男気 （180歳以上） ぼくら第五方面隊 
大玉ころがし （70歳以下） Mr.男気 （180歳以上） A,笠原小学校PTA 
綱引き        （70歳以下） Mr.男気  （180歳以上） われら第五方面隊  

キンボールチャレンジと題し、多治見市スポーツ推進委員会によるキンボー
ル講習会から実践（大会）までのイベントをつくりました。小学生チームの
参加もあり会場は熱気に包まれました。 
 
優勝 たじきん  2位 神様軍団  ３位 B.ストリングス 

 
 

 第10回多治見市キンボール大会 



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（金） 
18：15～ 
19：45～ 

  20日（土） 10：00～ 

10日（水） 14：00～※１ 25日（木） 1９：４５～ 

15日（月） 18：15～   

※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     
1２/１５（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。 

1２/２０（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。 

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  

1日（月） 8日（月） 15日（月） 18日（木） ２２日（月） 

今月の休館日               

12月のおはなしの会は特別！ クリスマススペシャル 
 

図書館では毎月第３土曜日の11時から「おはなしの会」を行って
います。12月は、日にちと場所を変更して「おはなしの会 クリス
マススペシャル」を行います。 
大型絵本の読み聞かせや、パネルシアター、手遊びなどで、みん
なで楽しく過ごしましょう。クリスマスだから、もちろんプレゼント
も準備していますよ。ぜひご参加ください。  
 

12/21（日） 10:30～12:00 笠原中央公民館  会議室2 

申込み 不要 
 

[その他のおはなしの会] 

かいじょう ひにち じかん 

笠原地域子育て支援センター 12/16（火） 11:15～11:30 
 

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・・・  

ママのための図書タイム 
 

この時間は、お母さんがお子さんと会話しながら本を選んで、 
楽しく読んでいただけます。また、お母さん自身の趣味の本や子
育て関連の本についても時間をかけて選んでいただけるよう、 
職員がサポートさせていただきます。  
 

12/20(土）10：00～11：30  12/21(日）10：00～11：30  

養正学びのコース 
距離 約7.0ｋｍ 所要時間 約150分 
スタート地点 星ケ台競技場 星ケ台3-19 

※12/28（日）～・1/5（月）は、年末年始のため休館します 

 12月の企画展示    

〈絵本コーナー〉  クリスマスの絵本・冬の絵本・お正月の絵本・羊、干支の絵本・ 
              レッツ、もっと、きれいなママ！    
〈一般展示〉    日本酒・酒器・大掃除お助けブック・クリスマス・ 
              パーティ・おせち料理 
〈通路展示〉    YA（ヤングアダルト） 

毎月テーマを決めて、おススメの本を面出し展示しています。 

クリスマス特別企画   絵本アドベントカレンダー 
 

待ち遠しいクリスマス。アドベントカレンダーでカウントダウンしましょう。 
対象の本にはプレゼントがついていますよ。          



  多治見市保険年金課からのお知らせ 

問合せ・申込み  多治見市役所保険年金課 給付グループ 
TEL 22-1111 内線 1137 

 

 

人形劇観賞 
 

１２/2（火） 10：00～１1：００  笠原保育園２階 きらきらルーム 

「わくわくおもしろ音楽会」 3歳未満児向けのやさしい内容です 
 

定員 未就園児親子 25組 

   
食育と給食試食会 
 

1/1６（金） 10：１５～１２：00  笠原保育園２階 きらきらルーム 

 子ども支援課栄養士による 子どもの食事についての講座と、 
給食の試食。 
 

対象 未就園児親子 10組 
持ち物 給食費260円、エプロン、手ふきタオル、おしぼり、 
       マグマグ（必要な子のみ） 
 

 ※いず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 
 

  季節のガーデニング   講師：園芸福祉士 

  ～お正月に向けて 寄せ植え～ 
 

1２/２４（水） 10:00～11:30 材料費 2,000円程度 

かさはら福祉センター2階 集会室・研修室 
 

 

バランスボールエクササイズ 講座参加者募集 
 

1２/３・１７・１/７・２１・28・２/４・１８・２５・３/４・１８（水） 
10:00～1１:00 （全10回） 
かさはら福祉センター2階 集会室  定員 ４0名 
参加費 2,000円   
持ち物 バスタオルorヨガマット、動きやすい服装、上履き 
       ※ボールは貸し出します。 
 

医療講座 
生活習慣病予防 ～食生活の改善～ 
 

１２/１９（金）14:00～ 

かさはら福祉センター２階 研修室 申込不要 
参加無料 

申込み  笠原地域福祉協議会  
TEL 43-6822 

読売日本交響楽団 多治見特別演奏会2014 
主催：多治見市文化会館、公益財団法人日本交響楽振興財団 
 

読響×飯守泰次郎（指揮）×仲道郁代（ピアノ）という超一流の組み合
わせで、ベートーヴェンの名曲中の名曲、「運命」と「皇帝」を奏でます。 
 

１２/１１（木）19:00開演  

※18:40より、指揮者・飯守泰次郎によるプレトークを開催します。 
料金 全席指定 Ｓ席４,８００円 Ａ席３,８００円（たじとも会員 Ｓ席４,３００円） 

発売中 

 

「クリスマスカードをマスキングテープで 
  デコっちゃおう（おまけもあるよ）」 12/6（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 

当センターの年末の受け入れは、12月26日（金）が最終となります。以
後、年末のごみ、資源の持ち込みは三の倉センター又は大畑センターをご
利用ください（12月27日（土）～30日（火）午前中まで）。 
なお、年末は非常に込み合うことが予想されますので、（29日、30日は三
の倉で入場待ち時間が2時間程度の予想）、お早めに片付けられること
をお薦めします。 
また、12月29日（月）は「月・木地域」、30日（火）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 

 笠原クリーンセンターからのお知らせ 

国民健康保険加入 40歳～75歳未満の方へ 
集団健診を実施します 
 

昨年6月～10月の期間に“特定健診”を受診できなかった方はぜひ
“集団健診”をご利用ください 
生活習慣病患者さんが増え続けています。あなたは本当に生活習
慣病ではありませんか？ 
 

「今、健康だから大丈夫」、「若いから生活習慣病なんて関係ない」、
そう思っていませんか？ 
生活習慣病は、ジワジワ進行するため自分では気づきにくく、症状
が出たときには病態が進んでいることが多いのが特徴です。突然心
筋梗塞や脳卒中など命に関わる病気になったり、若い方でも介護状
態になり家族や社会資源の手助けが必要になる方もみえます。将
来もすこやかな生活を送るため、特定健診で確認し、発症予防や早
期治療を心がけましょう。 
 

1/2４（土） ９:０0～1１:０0 笠原中央公民館 3階 会議室１・2 
 

持ち物 ①国民健康保険証  
       ②自己負担金1,000円 
       ③平成25年度健診結果（お手元にある方） 

大人のための芸術時間vol.9  
森山威男 JAZZ＆LIFE 徹底分析  
 

知られざる森山威男の素顔に迫る！森山威男人生をトークとライ
ブと映像でおくる贅沢な企画。東京大学教授の松原隆一郎さん
の研究をもとに、森山威男のジャズドラムを大解剖！ 
 

2015・２/２２(日) 16:00～ 

料金 全席指定 一般３,５００円（たじとも会員 ３，０００円） 
        高校生以下５００円 
発売日 たじとも会員１２月２０日（土）、一般１２月２１日（日） 
 

 



  かさはら カレンダー    201４. 

｢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。 
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 月  【図書館休館日】           

2 火     ○         

3 水 
笠原中合唱発表会  ことぶき学級ペン習字（笠中公）9:30～    
おばさんの知恵袋 おばさん的DIY＆鶏肉の千草和え（笠中公）10:00～ 

 ①       

4 木        ①     

5 金 トレ室利用者講習会（笠体）18:15～ 19:45～   ○        

6 土           

7 日 たじみ健康マラソン2014             

8 月 笠原小個別懇談会（12日まで） 【図書館休館日】           

9 火     ○         

10 水 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 木 
交通安全日 年末の交通安全県民運動（20日まで） 年末年始地域安全運動（1月5日まで） 
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     

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

13 土 手ごねパン教室親子クラス（笠中公）9:30～             

14 日               

15 月 
らくらく筋肉アップ体操（笠体）13:30～ 体操の日（笠体）14:00～ 
トレ室利用者講習会（笠体）18:15～  

       【図書館休館日】           

16 火 おはなしの会（支援センター）11:15～    ○         

17 水 ことぶき学級ペン習字（笠中公）9:30～     ②       

18 木 笠原幼クリスマス会        【図書館休館日】       ①   

19 金 交通安全日  笠原保クリスマス会   ○         

20 土 
笠原校区一貫教育の日・国際交流の日  トレ室利用者講習会（笠体）10:00～ 
絵手紙講座（笠中公）9:30～  卓球の日（笠体）13:00～   

          

21 日 おはなしの会スペシャル（図笠分）10:30～              

22 月          【図書館休館日】           

23 火 
名古屋グランパス小学生サッカースクール（笠原小）10:00～ 
トークショー＋お楽しみ抽選会 森裕子×名古屋グランパス（アザレアホール）13:00～   

○         

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

25 木 トレ室利用者講習会（笠体）19:45～         ②   

26 金 笠原幼第2学期終業式   ○         

27 土               

28 日          【図書館休館日】           

29 月 

笠原中央公民館・笠原体育館・図書館笠原分館休館（1月3日まで）  

          

30 火 ○         

31 水           

かさはら探検隊（笠中公）10:00～  ほのぼのあそびパーク（笠中公）11:00～   


