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多治見市笠原中央公民館 ∣ 検 索 

テレビ 「明石家さんまの転職DE転職2」で話題に 
才能が生んだピアニストへの転職 
 

衝撃のピアニズム！！ かつてないスピード パワー テクニック！！ 

天平の音の物語 笠原Azalea Hallに上陸 
 

天平ピアノコンサート2014 

ピアノ界の革命児。 
5歳から小学校卒業までピアノ教育を受け
る。中学時代に阪神大震災で自宅が全壊。 
高校は半年で中退。家を出て解体屋などの
肉体労働で生計を立てながら暗中模索の時
期を過ごす。 
その後、音楽専門学校（高校）に入学。大阪
芸術大学で学んだのち、2010年カーネギー
ホールでソロリサイタルを開催。同年よりヨー
ロッパツアーを毎年行う。また、独自のプロ
ジェクトで紀伊半島の田舎や山奥で秘境コン 

天平ピアノコンサート2014 
 

6月 22 日（日）  
開場15:30 開演16:00 Azalea Hall  
全席自由 2,500円(高校生以下2,000円) 

サートツアーを定期的に開催している。 
2011年東日本大震災のための楽曲を作曲、
チャリティーコンサートを行いながら、被災地に
ピアノを贈り届けるボランティア活動を続けて
いる。 
クラシック、ジャズ、プログレッシブロックなどさ
まざまな音楽に影響を受け、従来のピアノ曲
の枠に収まらない独創的な楽曲を作曲、演奏
し、異色の経歴からくる音の表現や独創的な
世界観は唯一無二であり斬新である。 



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

映画 中村勘三郎 
 

7月13日（日）  

①開場13:30 開演14:00 ②開場16:30 開演17:00 
全席自由 1,500円 高校生以下1,000円 

映画 中村勘三郎 あしすと特典 
あしすとをご覧の皆様に向けた特典をご用意しました。 
「あしすとを見た」で 映画中村勘三郎チケットを1,000円でご購入いた
だけます。※お電話での予約もOK 

第1回マルタ・アルゲリッチ国際コンクール優勝 
華麗なるビルトゥオーソ 広瀬悦子 
 

息遣いさえもわかる アーティストとお客様の距離 
100人のプレミアムなセカイ 
 

どこにでもあるステージではなく、Azalea Hallでしか観ることのできな
いステージをつくりたいという想いで、100人のプレミアムなセカイを
はじめました 
アーティストの技を間近で体感し お客様同士が歓喜の表情を確認
し合う 100プレの大切にしている光景です 
 

スケールの大きな音楽づくり 美しい音色 幅広いレパートリー 
国際的なピアニスト 広瀬悦子 
華麗なるビルトゥオーソが「極上」の空間へあなたをお連れします 
 
 

 

ゾウ、キリン、パンダ、ワニ…、動物園にいない創造の動物もOK。 
ダンボールで好きな動物をつくろう。 
ダンボール工作の達人！ 造形作家大﨑智仁先生が教えてくれるクラフト教
室を開講。 

チビッ子のみんなあつまれ～ 
夏休みクラフト教室 
みんなが作った動物を集め、 
この町に 
「ダンボールの動物園」をつくろう 

動物園のない町に ダンボールでつくる動物園 
講師 大﨑智仁 
 

7月27日（日）13:00～17:00 ■ 料金1,000円 ■ 20人 

【持ち物】ハサミ、カッター 
※カッターナイフやハサミを使います。低学年の子は親子で参加くだ  
 さい 

「死ぬまで走り続け、夢を見続けていたい」 
 勘三郎の言葉から映画は幕を開ける… 
 
 

命をかけ、人生をかけ、勘三郎は何を成し得たのか。 
この映画は、10年間にわたる密着取材、勘三郎が残した 
数々の「言葉」によって紡がれていく、かつてないスケール 
のドキュメンタリー映画である。 

たじみmusicトレインコンサート  
100人のプレミアムなセカイvol.29 

広瀬悦子ピアノコンサート 
 

8月30日（土）  

開場15:30 開演16:00 
全席自由 800円 （当日券1,000円） 

子ども陶芸講座 ランプシェードづくり 

     「お庭におこう！ ウチの守り神」 
講師 斧内弥生・高橋義孝 
 

ウチの守り神をテーマにしたランプシェードを作って庭に飾ろう ！ 
 

7月19日(土)10:00～11:30 ■ 料金1,000円 ■ 小学生以上20人  

【持ち物】缶詰の缶、粘土ベラ（あれば）、エプロン、タオル、飲み物  

陶器の町だから 
大切にしています 陶芸講座 
 

この町の人には  
陶芸に 
深くかかわってもらいたい… 

親子で参加できるから嬉しい 
料理講座 
 

名古屋グランパスの栄養アドバイ
ザーが教えてくれる 元気ごはんレ
シピ 

成長期の子どもに必要な栄養や食材について学びます。 
元気な子どもを育てる食育レシピ。 
 

テーマ「苦手な野菜も食べてみよう！ 野菜たっぷり元気弁当」 
 

お弁当に入れる野菜は同じものになりがち。いつもの野菜をちょっとアレンジし
てみると苦手な野菜も食べられるかも。 
いつもは作ってもらうお弁当を親子で作って自分でお弁当箱に詰めてみるこ
とで彩りや盛り付けの勉強にもなりますよ。 

たじみ健康ハッピープラン推進事業 

森裕子先生の元気ごはん料理教室 
講師 森 裕子 
 

7月２9日(火)11:00～13:00  ■ 料金2,000円 ■ 親子10組 

【持ち物】エプロン、三角巾、フキン、 
        いつも使っているお弁当箱（一人一つ）  

 

・小松菜としらすのカルシウムふりかけ ・パンプキンチーズボール 
・パリパリカップ入りポテトサラダ ・トマトのはちみつマリネ  
・お楽しみデザート付き 

新
着  

笠
原
発 

夏
の
子
ど
も
講
座 

キミは 夏休み 何をチョイスする？  



 eport-Talk 

笠原文化・体育施設、笠原地区の 「今」 をお伝えします 

R 

ハッピースクール 

笠原発 夏 講座 

カラダが硬い人のための 

スッキリ疲れがとれる 
ヨガ 6月・7月 
講師 森あかね           

ゆったりやさしいヨガで 気持ちよ～くカラダとココロをほぐして 
お仕事や家事など日頃の疲れをリセットしませんか？ 
 

6月4日・18日・7月2日・16日・30日（水）全5回19:00～21:00 

■ 料金 2,600円 ■ 20人（女性限定） 
■ 水分、タオル、ヨガマット（レンタル有） 

夜のお菓子教室 
講師 洞谷多美江           

王道のスイーツを、まず「基本レシピ」で作り上 
げます。黄金比がわかれば、どんどん応用がで 
きる。レシピ本には載っていないような、ちょっとしたコツやポイントを紹
介します。 
 

・アーモンドプラリネクッキー 
 

アーモンドプラリネをつかって作ります。プラリネとは、ナッツに飴をかけたものの
ことをいいます。 
 

7月9日（火）19:00～21:00 

■ 料金 1,320円 ■ 20人  
■ エプロン、三角巾、フキン、持ち帰り用の入れ物 

たのしく踊ろう フォークダンス 
講師 井上菊枝           

踊りは笑顔をつなぎます♪老若男女どなた 
でも一緒に、楽しく輪になって踊りましょう。 
 

7月8日・22日・8月12日・26日・9月9日・30日・10月14日・28日（火）全8回 
10:00～12:00 
■ 料金 2,800円 ■ 30人 ■ 水分、動きやすい服装 

笠原ボールペン画同好会 
 
今年の2月から3月にかけて開催された講座「初めてのボールペン画を楽しもう」の受講者を中心に、 
4月から新たな同好会が生まれました。今回は講師を務める伊藤邦晤さんにお話を伺いました。 

8月2日（土） 第1回 10:00～ 第2回 13:30～ 第3回  17:00～ 

一般 2,000円  高校生以下 1,000円     ※小学校低学年以下は保護者同伴をおすすめします。 

－ 伊藤さんのボールペン画との出会いはどのようなきっかけだった  
  のでしょうか 
 

仕事を60歳で退職したときに、本当に何にも趣味のようなものがな
くて「何かを始めたい」という気持ちが強くありました。そのような時
にたまたまボールペン画の展示会を見る機会があって、「これはすご
い」ととても感動したことがきっかけです。もう14年ほど経ちますね。 
 

－ ボールペン画の魅力とはどのようなところにあるのでしょうか。 
 

まず、字を書く道具である身近なボールペンを使って手頃に絵を描
くことができることですね。じっくりと取り組むことができて、描いたら
描いた分だけ絵になっていくのは達成感があってとても楽しいです。
今(の時代)は何かにじっくりと取り組むことがなかなかないような気
がします。何もしなければしないで過ぎて行ってしまうと思うんです。 
 

－ 「これから何かしたい」という方がみえたらぜひ体験していただき 
 たいですね。でもむずかしくはないのですか。 
 

描きにかかると手はかかりますが、きちんと指導しますから大丈夫で
すよ。ボールペン画を描くようになると、身近なものや風景でも絵の
題材として見るからでしょうか、これまでと違って見えてきます。地域 

の魅力を再発見する体験をすると思います。また、指導に当たって
は絵を描くことで脳を活性化させ、老化防止につなげたいとも考え
ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎月第2・4土曜日 10:00~12:00 
お問い合わせ  伊藤邦晤(くにあき) TEL 090-4114-8013 

公民館ロビーで開催したボールペンの
作品展では、その緻密で立体感のあ
る絵の前で多くの方々が思わず足を
止めて、見ているという光景に何度も
遭遇しました。それほど魅力あるボー
ルペン画です。ぜひ一度体験してみま
せんか。同好会は発足したばかりです、
あなたの参加をお待ちしています。 

笠原中央公民館 利用団体レポート 

 

リアル謎解きイベント 「クロネコ探偵団～秘密結社Xの陰謀を暴け！～」 
 

「世界征服をたくらむ秘密組織Ｘのアジトが判明した！」 そんな情報をつかんだクロネコ探偵団たち。 
 Ｘのたくらみを阻止するためアジトに潜入し、 組織の情報を手に入れろ！ 
 Ｘのアジトは謎めいた暗号や図形で溢れている･･･。 きみたちはクロネコ探偵団の一員として、全ての謎を解
き明かし、Ｘの陰謀を阻止できるのか？ 
 

キミが主人公になって次々と謎を解いていく新感覚ゲームが笠原に上陸！！ 
一筋縄では行かない問題の数々を解き、最後までクリアできるか！ 

8/2（土） 
いこまい祭協賛事業 
「ここに来ることに価値がある」 

かさはらいこまい祭 

チャレンジ問題 
 

答えは笠原中央公民館のHPで 

アトリエかさはら陶芸部  

イチからはじめる陶芸講座 講師 高橋義孝  

6月18日・25日・7月2日・9日・16日・8月6日・27日（水）全7回 
9:30～11:45 ■ 料金 7,500円 ■ 10人          



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） 10：00～ 

15日（日） 18：15～ 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     
6/23（月） 14：00～18:00 笠原体育館第3競技場 

100円/h（1家族） 

※16:00～18:00には体操の講師からアドバイスを受けることができます。 

6/21（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には卓球の講師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         

かいじょう ひにち じかん 

図書館笠原分館 6/21（土） 15:00～15:30 

笠原地域子育て支援センター 6/17（火） 11:15～11:30 
 

図書館笠原分館 情報 
 

              information    ☎43-5155  

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  

みて・さわって・かんがえる 
 

未就園児から園児、小学生低学年を対象にした工作教室などを毎月 
開催！ ほのぼのあそびパークは無料で楽しめちゃう。チビッ子のみんな 
笠原中央公民館に  レッツ ゴー！ 

ほのぼのあそびパーク 情報 
 

              information    ☎43-5155  

「ジャンピング カエル」をつくろう 
 6/7(土）11:00～12:00 

笠原各区対抗ソフトバレーボール大会 
 

6/8（日）開会式 8：30  競技開始  9：00（12：30終了予定） 

笠原体育館第１競技場  
 

※6月1日（日）市の一斉清掃が順延された場合は、6月8日のソフトバレーボール  
  大会は10時45分開会式、競技開始11時00分となります。 

水泳  

7/20（日）10:00～12:00  

会場  
JSS多治見スイミングスクール 

夏休み特別企画 スポーツ体験教室     
 

                    申込み 6/1（日）   笠原体育館 ☎ 43-6285 

「いろんなスポーツをちょこっとだけ体験したい」   
対象：年長～小３  参加料：800円（※ただし1教室は300円で参加可） 定員：20人 

ダンス 
7/26（土）9:30～11:00 

会場 笠原体育館 

バドミントン  

8/9（土）19:00～21:00  

会場 総合体育館 

かけっこ 

8/3（日）9:30～11:00  

会場 笠原体育館 

 子どもたちと本との素敵な出会いを・・・   

 おはなしの会 6月のテーマは 「あめふり」 

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。 

6月の企画展示  

長く愛されているクラシックやオペラの名曲には、作曲家のさまざまな思いが込められていま
す。その人となりや、曲のつくられた背景にはどのような出来事があったのでしょうか。そして、
演奏家はどのような人だったのか。 
音楽を聴く上で、知っておくとより深く鑑賞することができる本を紹介します。 
雨音を聞きながら、音楽にまつわるお話を読んでみませんか。 

「読んで味わう音楽」 

笠原の壁画タイル巡りコース 
距離 約6.6ｋｍ 所要時間 約140分 
スタート地点  
笠原中央公民館 笠原町2081-1 



かさはらいこまい祭2014 情報 Information 
 

「ここに来ることに価値がある」 かさはらいこまい祭  
 
 

 8/2（土） 開催 
 

この場所にしかない、この時間にしかない…、町の人々が参加するイベント 
 

模擬店・パフォーマンスステージ参加者募集 
 

テーマ  「いこまい祭をともに盛り上げよう」 
 

【模擬店】 
祭りを盛り上げる模擬店出店者を募集し 
ます。 
 

参加にあたって ：  
 暑さによる食品の傷みなどを考慮し、出店時間 
 を12時からと15時の2部構成とします。 
 第1部 12:00開始 飲み物、かき氷、綿あめなど傷まない物のみの販売 
 第2部 15:00開始 加熱調理をするもの 
 ※基本的に加熱する場合には、ガスを使用のこと。今回から電気を使用さ  
   れる場合でも電気代負担分として2,000円をお支払いいただきます。 
 ※パワーアップグルメコンテストは12:00から開催します。ぜひご参加くださ 
   い。 
 

申込み用紙をご用意しています。笠原中央公民館までご連絡くださ
い。締切 6/14（土） 
 
 

【パフォーマンスステージ】 
祭りを盛り上げるパフォーマーを募集します。 
 

参加にあたって ：  
 ・知り合いなどへの声掛けを行っていただき、多 
  数の方が来場していただけるようご協力をお 
  願いします。 
・12:00～18:00の中で1団体15分程度 
 

申込み用紙をご用意しています。笠原中央 
公民館までご連絡ください。 
締切 6/30（月） 
  

共催 かさはらいこまい祭実行委員会 

 

 

 

 

 

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 
 

リンパ・ドレナージュ  

講師：コパン 
リンパ節を刺激し、リンパ液の流れを活性化して身体機能や美容効
果を高めます。 
 

6/17（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 

マット又はバスタオル、上履きシューズ、動きやすい服装、 
汗拭きタオル・飲みもの 

申込み  笠原地域福祉協議会  
TEL 43-6822 

きらきらアスレチック 
 

6/24（火） 9：30～１1：0０  笠原保育園2F きらきらルーム 
 

鉄棒、跳び箱、マットなどを使った運動遊び 
申込みの必要はありません。時間にお越しください。 

第47回多治見市市民文化祭 ダンスの部 
 

6/29（日）・7/6（日） 10：30開演 
文化会館 大ホール 
料金 一般 500円 高校生以下250円 
 

島津亜矢コンサート2014 
演歌の枠にとどまらない日本人最高の歌い手 
島津亜矢の歌声は、神が与えた神器。ド迫力の声量と音域の広さ
は圧倒的。さらには繊細な表現力も兼ね備えており、日本人最高の
歌い手との呼び声も高い。演歌だけでなく、ポップスソングの表現力
も超一級品。歌と声に酔いしれ、感動のひとときを。 
 

9/21（日） 昼13：30開演  夜17：30開演 

多治見市文化会館 大ホール 
料金 全席指定 Ｓ席6,500円（Club会員 6,000円） Ａ席5,500円 
発売日 Club会員先行 6月8日（日） 一般発売 6月22日（日） 
チケットぴあ市民先行発売 6月14日（土）9：00～6月16日（月） 
23：59 0570-02-9986 

 多治見市文化会館からのお知らせ 

問合せ  笠原事務所  
TEL 43-3133 

笠原事務所が移転しました 

問合せ・申込み  多治見市文化会館 
TEL ２３－2600   

住民票等を取り扱う「多治見市笠原事務所」が、公民館の１階に移転し 
ました。 
広場からの専用の入口（石碑の横）が 
設けられています。 
※公民館内からの入室はできません。 
ご注意ください。 

入
口

 

問合せ・申込み  笠原中央公民館 
TEL 4３－5155   

 eport-Talk R 

                          市民文化祭の新しい顔 
 

5月10日（土）、11日（日） アザレアホールで、第47回多治見市市民文化祭  
器楽・合唱の部が開催されました。 

47回の歴史を持つ市民文化祭に、新しい4つの団体が出演してくれま
した。 
 

合唱の部に参加してくれた「らららコーラス」は、20代から40代までの女
性で構成されたグループです。本番のステージでは、赤ちゃんを抱いた
女性や、ベビーカーを揺らしながら参加する女性の姿があり、出演者は
とても幸せそうに  トトロメドレー♪ 等を歌いあげていました。 
そして、そんな「らららコーラス」を、観客の方々は手拍子で温かく迎え、
今までにはなかった一コマが今年の市民文化祭にはありました。 

市民文化祭は、もうすぐ第50回の節目を 
迎えます。これまで、歴史が作る重みから、 
継続した出演には至らないケースや初舞台には至らないケースがいくつ
もありました。しかし、市民文化祭は、“市民の文化の祭典”として、もっ
とみんなが気軽に参加し、独自のスタイルでステージ発表を楽しみ、そ
して、その活動を多くの人が認めあう機会であっていいような気がしま
す。今年、「らららコーラス」のお母さんと赤ちゃんが見せてくれた素敵な
笑顔に、新しい風が起きる期待を感じました。 
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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               

2 月 交通安全日                                                             【図書館休館日】            

3 火     ○         

4 水   ②       

5 木 アトリエかさはら陶芸部（笠中公）9:00～ 19:00～  トレ室利用者講習会（笠体）18:15～        ①   

6 金    ○         

7 土 
笠原幼家族参観日  笠原校区わたしの主張大会（アザレアホール） 
ほのぼのあそびパーク（笠中公）11:00～       

            

8 日 各区対抗ソフトバレーボール大会（笠体）8:30～             

9 月 フォークダンスクラブ（笠中公）10:00～         【図書館休館日】           

10 火 
洞谷式おいしい時短レシピ（笠中公）19:00～  
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 水 笠原中修学旅行（13日まで）             

12 木 
アトリエかさはら陶芸部（笠中公）9:00～ 19:00～   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   

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 手ごねパン（笠中公）9:30～              

15 日 ホタル見学会（21日まで）  トレ室利用者講習会（笠体）18:15～               

16 月              【図書館休館日】           

17 火 笠原保プール開き  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～  アトリエかさはら陶芸部（笠中公）9:30～ 
スッキリ疲れがとれるヨが（笠中公）19:00～     

  ①       

19 木 
笠原小修学旅行（20日まで） 
笠原幼プール開き  アトリエかさはら陶芸部（笠中公）9:00～ 19:00～   

          【図書館休館日】     ①     

20 金 笠原中琵琶湖研修（21日まで）  トレ室利用者講習会（笠体）18:15～ 19:45～     ○         

21 土 
わたしの主張多治見市大会（文化会館）  絵手紙講座（笠中公）9:30～ 
卓球の日（笠体）13:00～  おはなしの会（図笠分）15:00～  

            

22 日 天平ピアノコンサート2014（アザレアホール）16:00～              

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

24 火     ○         

25 水 
笠原小授業参観  アトリエかさはら陶芸部（笠中公）9:30～   手ごねパン教室「春」（笠中公） 9:30～ 
トレ室利用者講習会（笠体）10:00～    

          

26 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     

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

28 土               

29 日 笠原小資源回収             

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

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が（笠中公）19:00～   

 ゴーヤの苗を配布します 
6/7（土）13:00～ 
※1名様2本 なくなり次第終了 

公民館南側通用口（体育館側）
で配布します 


