
ただのゴミ拾いではなく 「なぜゴミが落ちているのか」 
「どうしたらきれいで住みやすい町になるのか」 を考えたい 
 

未来予想図を描くシリーズ 
 
これまでの取り組みから、「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あるべきだ」、「もっと活動を広げるべきだ」等の 
ご提案をいただいてきました。 そして、 
 

小学生の子どもが大きな字で力強く教えてくれた 

「ゴミをなくす！！」の思い － みんなの力で笠原の町を綺麗にしたい 
 
 

“ゴミのポイ捨てはしない”  
私たちはこのことを広めていきたいと思います 

2015. 

笠原地区の文化・体育施設催し物案内 

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 
         幸せを提案します」 

【発行：編集】  
 多治見市笠原中央公民館  〒507-0901 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 

3.15（日）  

集合8：30 
時間8：30~9：30 

笠
原
ク
リ
ー
ン
大
作
戦 

エリア 笠原中央公民館 ⇦ ⇨ 向島区 
集合場所 ①笠原中央公民館 ②向島公民館  
            のいずれか 

 
・可能な方は集合場所までゴミを拾ってお集まりください 

・集合後、周辺地域（笠原中央公民館⇔向島区の清掃をします 
 

持ち物 飲み物、帽子、軍手、ゴミばさみ（お持ちの方は） 
対象   どなたでも 
申込み 当日参加可能ですが、中止の場合にご連絡を 
       しますので笠原中央公民館までご連絡ください 



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

100人のプレミアムなセカイ VOL.３１ 

平野佳恵ソプラノコンサート 
新緑とワルツ ～ das frische Grün und Walzer ～ 

ケルンの風  
～山崎伸子を迎えてのピアノ五重奏～ 

息遣いのわかる距離で  
ソプラノ平野佳恵に迫る 
 

瑞浪市出身のソプラノ歌手。 
2010年第6回Verfemte Musik国際コン
クール1位。 
昨年8月にドイツから完全帰国をし、 
演奏活動の拠点を日本へ移す。 

5月31日（日） 開場15:30 開演16:00  

全席自由 1,000円 ※座席は舞台上に設けます 
 

出演 平野佳恵（ソプラノ）、宗行晶子（ピアノ） 
 

発売日 3月1日（日） 

笠原に縁のある加納裕生野、日本を代表するチェリス
ト等凄いメンバーがやってくる 
 

室内楽奏者として絶大な信頼を得ているチェリスト山崎伸子
とピアニスト加納裕生野の共演 
 

7月20日（月・祝） 開場15:30 開演16:00  

全席自由 4,000円 club会員 3,500円 
 

出演 神谷美千子 荻原尚子（ヴァイオリン）、 
     村上淳一郎（ヴィオラ）、山崎伸子（チェロ）、 
     加納裕生野（ピアノ） 
 

発売日 4月4日（土） 

映画 長い散歩 
人生は長い散歩  
愛がなければ歩けない 
 

“変わりゆくまち” 過去から現代への変
化を心に刻む。 
2006年モントリオール世界映画祭で3
冠を受賞した 奥田暎二監督の名作 
「長い散歩」。 
その映画の舞台は、笠原中央公民館と
旧笠原庁舎です。 
監督：奥田暎二  
製作総指揮：西田嘉幸 音楽：稲本響 
脚本：桃山さくら、山室有紀子、安藤和津、 
     安藤桃子、安藤サクラ  

6月21日（日）1回目上映 開場12:30 開演13:00 

             2回目上映 開場16:30 開演17:00 
全席自由 1,000円 club会員500円 
 

【出演】緒形拳、高岡早紀、杉浦花菜、松田翔太、木内みどり、原田貴和子、  
      津川雅彦、奥田瑛二  他 
 

発売日 4月4日（土） 

                         生涯学習講演会 

心理カウンセラー  衛藤信之講演会 

多くの一部上場企業から「今までの研
修で一番、参加者に変化がみられた」と
全国で反響！ 
 

日本メンタルヘルス協会心理カウンセラー。
アリゾナのネイティブ・アメリカンと保留地
で一年間生活を共にする経験から、その地
で学んだ人の生き方の原点を伝える”イン
ディアン・カウンセラー”として有名。あなた
の生き方が変わるかもしれません。 

6月3日（水） 開場18:00 開演18:30  

入場無料  共催：NPOまいて 

1年間のカリキュラム   仲間と過ごす「マナビ」の時間   

ことぶき学級 ペン習字クラス  
講師：佐藤碧山 
毎月第1・3水曜日（5/6～3/16） 
全20回 9:30～11:30  
料金 8,200円 
※対象 55歳以上の方  

アトリエかさはら陶芸部  
ビギナーコース 講師：高橋義孝 

毎週水曜日（6/10～8/19） 
全9回 9:30～11:45 
料金 8,000円 

カラダが硬い人のための 

スッキリ疲れがとれるヨガ 
講師：森あかね 
毎月第2・4水曜日（4/8～9/30） 
全14回 19:00～20:30  
料金 7,280 円 

名歌を歌おう 講師：加納徳子 

毎月第2・4木曜日（4/23～3/24） 
全20回 10:00～11:30  
料金 6,800 円 

ファン先生の韓国語レッスン 
入門コース 講師：黄載和 

毎月第2・4木曜日（4/23～3/10） 
全20回 20:10～21:10  
料金10,500円 

ファン先生の韓国語レッスン 
中級コース 講師：黄載和 

毎月第2・4木曜日（4/23～3/10） 
全20回 19:00～20:00  
料金 10,500円 

水 

木 木 木 

水 水 



笠原文化・体育施設、笠原地区の 「今」 をお伝えします 

eport-Talk R 

 利用団体レポート 

活動日 第1・3 月曜日 
9:00～12:00 
講師 西尾圭い子 

月曜日会 

お茶のお稽古です 
 

本格的な茶室を使って表千家のお稽古をされてい
ます。笠原中央公民館ならではの活動のひとつで
す。 
 

 

いつも背筋を伸ばして優雅に、そして丁寧な先生の
指導で非日常の時間を存分に楽しんでいます。 
今日のお菓子は先生の手作り。 
本格的な習い事の中に、気軽な雰囲気も醸し出す
教室です。一度お稽古をしてみませんか？ 

利用団体の紹介は 
EV前の掲示板で随時更新中 

春 

市民が感動を提案し  
            そこに新たな仲間が生まれる 
「誰でも参加できる」シリーズ 
 

誰でも参加できる音楽会 参加者募集 
 

参加する人たちが一丸となって、感動の舞台をつ
くります。今回の舞台は語りとコーラス  
皆様の参加が価値の高い取り組みを生みます  
 

公演日 11月22日（日） 
 6月から週１回の稽古がスタートします   
 ※土曜日の夜または日曜日の午前 

プログラム 
・レコ大メドレー  ・清水脩 合唱組曲「山に祈る」 
 

指導：水野妃佐子・ 江端智哉・市原実小代 
 

参加料：4,000円  （チケット2枚、資料代 他） 

ジャズ・チャンツ 
カラダでおぼえる英会話 
講師 中司順子 

                          ジャズチャンツとは、ジャズが持っている 
                          4ビートのリズムに乗せてしゃべるアメリカ 
で開発された学習法。通じる英語を身につけたい方にぜひ。 
 

5月13日・27日・6月10日・17日・24日（水）全5回 
19:00～20:30 料金 3,100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 

                         忙しい方のためのお助け講座。手早く、安     
                         く、満足感のある美味しい晩ごはんを作りま 
                         せんか？ 
「混ぜ寿司、豆乳茶碗蒸し、簡単ごま豆腐、桜えび入りおからの煮物」 
 

4月14日（火） 19:00～20:30 料金 1,320円 

大人も親子も楽しめる 

エリコ先生のおいしいパン教室  
講師 可児枝里子 

                  手ごねでつくるパン教室。初心者の方でも、ご自 
                  宅でおいしいパンが焼けるよう丁寧に指導します。 
                
 

                   「クッキーパン、トゥロン（スペインのあめ菓子）」 

 

5月9日（土） 9:30～13:00 料金 1,850円 

きっとわかるレシピの基本 

夜のお菓子教室 講師 洞谷多美江 

                  日本に観光に来日した外国人の人気№1スイーツ 
                  の「どら焼き」を餡子からつくります。 
 

5月12日（火） 19:00～21:00 料金 1,320円 

アトリエかさはら陶芸部 講師：高橋義孝 
毎週木曜日（5/28～10/8）全17回 
①デイコース    9:00～11:15 料金 16,000円 
②フリーコース 19:00～21:15 料金 12,000円 
※半期申込も可 

ことぶき学級合唱クラス 
歌のひろば楽しく歌おう  
講師：高橋賢亮 
毎月第2・4金曜日（5/8～3/25） 
全20回 9:30～11:30 
料金：8,200円 ※55歳以上の方 

絵手紙講座  
講師：中島慶子 
毎月第3土曜日 
（5/16～3/19）全11回 
9:30～11:30 
料金：7,100円 

まだ間に合う！ 3月開催の講座は「5ページ」に掲載しています 

笠原中央公民館の 

   新しい1年がはじまる 

かさはらHAPPYスクール 

金 

木 

土 



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（木） 18：15～   20日（金） 
18：15～ 
19：45～ 

10日（火） 14：00～※１ 25日（水） 1８：１５～ 

15日（日） 10：00～ 30日（月） 19：4５～ 

※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     
3/１6（月）13：00～18:00 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。 

3/２１（土・祝）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。 

2日（月） 9日（月） 16日（月） 19日（木） 23日（月） 30日（月） 

今月の休館日                  

3月のおはなしの会    
 

     3/27（金）春休みスペシャル  
           巨大な大型布絵巻もあるよ 
 
[おはなしの会] 

かいじょう 
 

ひにち 
 

じかん 

図書館笠原分館 
笠原地域子育て支援センター 

3/27（金） 
3/17（火） 

10:30～11:30 
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・・・  

 3月の企画展示    

（絵本コーナー）春の絵本、お花の絵本、たのしいようちえん、おともだちだいすき 
             レッツ もっと きれいなママ！VOL.3 春色ネイルで出かけよう 
（一般展示）  日本のことば 日本の風景、ハンドメイドで入園入学準備、お弁当を作りましょう 
（児童展示）  日本の遊び大特集 
（通路展示）  YA（ヤングアダルト）10選 

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。 

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  

オリベストリートとはなやぎのまちコース 
距離 約2.5ｋｍ 所要時間 約60分 

スタート地点 たじみ創造館 本町5-9-1 

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。  
 

3/21(土）10：00～12：00  3/27（金）10：00～12：00 

「雑誌リサイクルフェア ～フリー配布～」 
  3/3（火）～ 

 ※なくなり次第終了します 
 

「本のリサイクルフェア」 
 ①～3/1（日） 整理券配布   
 ②3/3（火）～3/8（日） 整理券をお持ちの方 
 ③3/10（火）～ フリー配布 



ココロとカラダが元気になる体操 
 

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！声を出して笑うことで健康効果が得られます。 
 

3月26日（木） 10:00～11:30 料金520円 

 バロー文化ホールからのお知らせ 

 
きらきらサーキット 
 

3/17（火） 9：00～10：00 2歳児（H24.3月以前生まれの子） 

           10：00～11：00 0、１歳児（H24.4月以降生まれの子） 
兄弟がいる場合は上の子の時間帯で参加してください 
笠原保育園２階 きらきらルーム 
 

コンビカーやショベルカー、乗り物をたくさん出して遊びます 
 

 ※申込みは必要ありません。（年齢に合った遊びが楽しく安全にで  
   きるように時間帯を分けましたので、お子さんの時間を確認して 
   お出かけください。 

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 

  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 
 

  簡単ヨガ   講師：コパン 
 

集中力アップと疲労回復を高めます。 
 

3/17（火） 10:00～11:30 参加無料 

かさはら福祉センター2階 集会室・研修室 
マット又はバスタオルを持参ください 
 

※健康相談を無料で実施します 
 

公開医療講座  
 

排尿トラブルについて ～そのおしっこ大丈夫？～ 
 

講師：名古屋徳洲会総合病院 
 

3/4（水） 14:00～ 参加無料  申込不要 

かさはら福祉センター2階 研修室 

申込み  笠原地域福祉協議会  
TEL 43-6822 

問合せ バロー文化ホール(文化会館） 
TEL 23-2600 

問合せ・申込み  笠原中央公民館 
TEL 43-5155 

第4回ことばの劇場 
公募による作品、ドラマリーディングワークショップ作品に加え、狂言師・
小笠原匡氏による作品を上演。さまざまな人たちによって表現される
「ことば」の世界をお楽しみください。 

３/１（日） 13：30開演 

料金 入場料1，０００円（たじとも会員 ５００円） 発売中 
 

春の弦楽五重奏 ～巨匠・原田禎夫の室内楽～ 
日本チェロ界の重鎮、原田禎夫氏のもとに集まった精鋭たちが、春を待
ちわびる高揚した気持ちを演奏に乗せ、華やかな音色を響かせます。 

３/８（日） 16：00開演 

料金 全席自由４，０００円（たじとも会員 ３，５００円） 発売中 
 

柳家三三・春風亭一之輔 二人会 
落語界の実力派ホープたちによる競演に乞うご期待ください。 

３/１１(水) 19:00開演 

料金 全席指定 ３，０００円（たじとも会員 ２，５００円） 発売中 
 

第7回 スーパー手づくりマーケット 
個性豊かな手づくりのモノを買える楽しい２日間です。１６０ブースのお店
で、お気に入りをみつけてください。 

３/２８(土)、２９（日） 10:00～15:00 

料金 入場無料 

 笠原中央公民館 3月開催の講座  

きっとわかる レシピの基本 
 

夜のお菓子教室   

講師 洞谷多美江 
 

 

「塩ちんすこう」 
王道のスイーツを、まずは「基本レシピ」で作り上げます。         
 

3月10日（火） 19:00～21:00 料金1,320円 

美味しいパン作り 
 

手ごねパン教室大人クラス  
講師 可児枝里子 
 

「ベーコンエビとアーモンドミルクプリン」 
 手ごねで作るパン教室です。パンを発酵させてい 
る間に季節のスイーツも作ります。 
 

3月25日（水） 9:30～13:00 料金1,850円 

市民文化祭 邦楽の部 関連企画  

邦楽くらぶ 
日本の伝統的な楽器の「箏」をみんなで演奏しよう！最後は多治見の
文化祭に出演します。 

４/４(土)～６/１３(土)  
※ ９日間 ６/１４(日)は市民文化祭に出演 
対象 ①小学生 ②大人(中学生以上) 
時間 ①１０：３０～１１：３０ ②１３：００～１４：００  定員 各１５名 
料金 ①２，５００円 ②大人５，０００円、中高生２，５００円 
※箏・爪をお持ちの方はご持参ください。箏をお持ちでない方のレン
タルは別途１，５００円(全回込)と箏爪代５００円です。大人の部は楽譜
代６００円程度。 
 

たじみ音楽祭2015 ジュニアコース参加者募集 
大地讃頌を練習して、たじみ音楽祭でオーケストラと一緒に歌いま
しょう。 

３/２１(土)～ 全１０回  

リハーサル５月２３日（土）・本番５月２４日（日） 
対象 １０歳以上  時間 １３：００～１５：００ 
料金 ５００円（楽譜無料貸出） 
 

笠原ボールペン画同好会 
作品展 
 

3/15（日）～3/29（日）  
笠原中央公民館 ロビー 



  かさはら カレンダー    2015. 

｢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 日 春の全国火災予防運動（3/7日（土）まで）            

2 月 交通安全日 【図書館休館日】           

3 火    ○         

4 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～    ①       

5 木 トレ室利用者講習会（笠体）18:15～       ①     

6 金     ○        

7 土 ほのぼのあそびパーク（笠中公）11:00～              

8 日               

9 月   【図書館休館日】           

10 火 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～  夜のお菓子教室（笠中公）19:00～    ○         

11 水               

12 木 
名歌を歌おう（笠中公）9:30～  和太鼓講座（笠中公）18:00～  
ファン先生の韓国語レッスン（笠中公）19:00～ 20:10～ 

    ②     

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

  ○         

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

15 日 笠原クリーン大作戦（笠中公）8:30～  トレ室利用者講習会（笠体）10:00～           

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

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

18 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       

19 木   【図書館休館日】       ①   

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

21 土 絵手紙講座（笠中公）9:30～  卓球の日（笠体）13:00～             

22 日               

23 月   【図書館休館日】           

24 火 笠原幼卒園式・修了式   ○         

25 水 
笠原小卒業式  
手ごねパン教室大人クラス（笠中公）9:30～  トレ室利用者講習会（笠体）18:15～   

          

26 木 
笠原小修了式  笠原中修了式   
名歌を歌おう（笠中公）9:30～  笑いヨガでめざせ10歳若返り（笠中公）10：00～ 
和太鼓講座（笠中公）18:00～   

      ②   

27 金 歌のひろば楽しくうたおう（笠中公）9:30～  おはなしの会スペシャル（図笠分）10:30～    ○         

28 土               

29 日               

30 月 トレ室利用者講習会（笠体）19:45～  【図書館休館日】           

31 火     ○         


