
多治見市笠原中央公民館  検 索 

し す  
笠原地区の文化・体育施設催し物案内 

2015. 月号 

多
様
な
出
会
いと
つ
な
が
り
が 

 

〝創
発
す
る
〟 

      

笠
原
文
化
・体
育
施
設 

    

私
た
ち
は 

住
民
参
加
や
協
働
の
活
動
か
ら 

        

人
そ
し
て
考
え
が
共
鳴
す
る
瞬
間
を
つ
く
り  

                            

地
域
・時
代
を
結
び
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/ 

笠原版 

＜お知らせ＞ 
  モザイクタイルミュージアム建設に伴い、 
  笠原中央公民館前を工事しております。 
  場所がわかりにくいなどのご迷惑をお掛け 
  しておりますが、笠原中央公民館は通常開 
  館しておりますので、ぜひご活用ください。 

 アザレアホールイベントラインナップ 

美しく懐かしい歌声 

伝統の話芸が冴える チケット販売中 

 

10/3(土） 
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 
※未就学児童入場不可 

三平・歌武蔵二人会 

落語の世界 

七代目林家正蔵の孫にして、昭和の爆笑王 初代林家三平の次男 
である2代目林家三平と、CBCラジオでおなじみ三遊亭歌武蔵の 
二人会。１度で２度おいしい落語会へ。 

林家三平 三遊亭歌武蔵 

10/25(日） 
 開場15:30 開演16:00  
 【全席自由】 一 般 2,000円 高校生以下 1,500円  

               ※未就学児童入場不可 

男声5人で歌い上げる懐かしい名曲の数々。心地よいハーモニーが心に響きます。 
客席で思わず口ずさんでしまう"うたごえ音楽会" 
あなたにもこの特別な時間を。 
歌唱指導コーナーもあり。 

ベイビー・ブー うたごえ喫茶音楽会 
テレビ東京系「木曜8時のコンサート～名曲!にっぽんの歌～」にも出演！ 

演奏曲 
・高校三年生  ・明日があるさ  ・いつでも夢を  ・てんとう虫のサンバ    
・花は咲く  ほか 



昨年度までの音楽劇に引き続き、今年は趣向を凝らした 2部制の音楽会。お楽しみに！ 

誰でも参加できる音楽会 vol.4 

第一部 

我ら「レコ大」を歌う！！ 
歴代のレコード大賞を軸として音楽の 
タイムスリップ！会場で一緒に歌えば
『あの頃』の自分に出会えるかもしれま
せん。なつかしさあり！笑いあり！と 

おたのしみのステージです。 

第二部 
清水脩作曲 合唱組曲『山に祈る』 

応募により集まった市民が大曲に挑戦！ 
ココロを震わせる！涙あり！の 
感動のステージです。 

11月22日(日) 13:30開場 14:00開演  

 会   場：笠原中央公民館アザレアホール 

 チケット：全席自由 1,000円      

有名作家による講演会  

大沢在昌講演会 「ミステリーと私」 
 
 
 

 

12月6日(日)      【全席自由】 一般  2,000円（たじともＣｌｕｂ1,500円）  高校生以下 1,000円 
 開場13:30  開演14:00      チケット発売 10月11日(日)から笠原中央公民館で。  ※未就学児童入場不可 

『新宿鮫』シリーズをはじめとする著作で知られる作家 大沢在昌氏に
よる講演会。数々の賞を手にしながら今日まで第一線を走り続ける氏の
創作活動への情熱や作法、作家の素顔など普段ではゼッタイに聞くこと
ができない話が盛りだくさん！ 

 図書館×笠原中央公民館 

 秋の読書キャンペーン『たくさん本を読んで作家の講演会にいこう！』 
 10/1(木)～10/10(土)に多治見市図書館本館・笠原分館で図書を5冊以上借りていただいた方 
 10組20名様を『抽選で大沢在昌講演会』にご招待。※当選の発表は発送をもってかえさせていただきます。 

○キャンペーン概要 
 ・期間中、1度に5冊以上を多治見市図書館・笠原分館で借りられた方に応募用紙を配布します。 
 ・応募券の受付は多治見市図書館・笠原分館になります。 
 ・借りる5冊の中に大沢在昌氏の著作の有無は問いません。 

スポレクかさはら2015  

学校の友達、会社の同僚、同級生、ご近所さん･･･ 
みんなでチームを作って、スポレクに挑戦！  
楽しみながら絆を深めましょう。 

ソフトバレーボール 9:00～12:00 
チーム構成 4人以上(トリムまたは女性) 
 

ビーチボールDE バレー 9:00～12:00 

ビーチボールを使って楽しく遊びましょう！ (賞レース無し) 
チーム構成:6人以上 男女不問 
個人・親子での当日参加も可  
 

チャレンジ3種混合競技 13:00～16:00 

(綱引き・玉入れ・ダンボールキャタピラーリレー) 
チーム構成：6人以上(どなたでも) 
①未就学児親子の部 15:00～16:00      対象：未就学児を持つ親子 
②6人以内で全員の合計が100歳以下の部  対象：小中学生 
③6人以内で全員の合計が150歳以上の部  対象：高校生以上一般 
  ※360歳以上または女性が2名以上は7名での参加可 
 
■ 参加費：1人100円 事前申込(参加賞あり)  当日参加の場合は無料(参加賞なし) 
■ 10/21(水)までにチーム編成をしてお申し込みください。 

グラウンド・ゴルフ  10:00～12:00 

道具を持っていなくても参加できます。楽しいですよ！ 
対象：どなたでも  ※9:30より会場にて受付開始 
◆会場：笠原小学校 
◆要事前申込み：1人100円 
  ※当日参加も可 (賞レースへの参加はできません) 

 
楽しくチャレンジコーナー 9:00～12:00 
◆会場：笠原小学校  参加費無料 
◆種目：①ストラックアウト  ②ボールスピード測定 
       ③キックターゲット ドリブルスピード ほか 
※雨天の場合①②は笠原体育館 13:00～16:00    
 

ウォークラリー 9:00～13:00 

笠原小学校⇔笠原体育館 
  笠原小学校・笠原体育館の間にあるポイントでクイズを 
  しながらウォーキング。クリア者にはガチャガチャ1回 
  当日受付会場：笠原小学校・笠原体育館  

個人参加でも楽しめます！ 

仲間といっしょに！ 

保健センターコーナー 
・インボディ測定 他 

 

11/8(日） 
会場：笠原体育館 
     笠原小学校 



年賀状づくり編  講師 安藤攻 

はじめてＰＣを体験する方でも安心！！年賀状ソフトを使った 
年賀状づくり。表の宛名印刷から裏のデザインづくりまで習得します。 

 ＫＡＳＡＨＡＲＡ Hand Crafts  Club        

洞谷式おいしい時短レシピ 

すぐに作りたくなるおウチごはん  講師 洞谷多美江 

ちょっとのアイデアで、楽ちんなのに、 
いつもの食卓が見違える！ 

エリコ先生のおいしいパン教室 
習ったその日から、しあわせパン生活。  
講師：可児枝里子  

大人も親子も楽しめる手ごねでつくる 
パン教室。初心者でも大丈夫！  
材料にもこだわっています。 

11月7日（土） 
9:30～13:00  
・マシュマロコーン 
・玉ねぎパンのやきそばパン 

各回申込み  料金 各1,850円 
※親子での参加可 小学生以下の子ども2名まで。 親子1組で1人前の材料となります。 

笠原中央公民館 秋講座   

初心者の方でも大丈夫 

オフィスワーク（エクセル中心）編  講師 安藤攻 

エクセルを中心に、オフィスワークに役立つテクニックを習得。 
転職やキャリアアップ、きちんと習いたい方などにおすすめ。 

本格茶室で習う 
お抹茶のいただき方 
講師 西尾圭い子         

ニットカフェ    講師 松本エミ 

～かんたんな編み物で素敵な時間を～ 

お茶を楽しみながら簡単なミニバッグを 
編みます。ストレス解消にも◎。 

10月27日（火） 10:00～12:00 

料金 720円 

小さな布を折って作る 

つまみ細工    講師 吉田淑恵 

布を切り、つまんで、折りたたみ、組み合わせる 
ことで花の形に。ブローチなどが簡単にできます。 

10月22日・29日（木）10:00～12:00   料金 2,040円 

10月6日（火） 19:00～21:00 
・旬の魚のかば焼き丼 
・トマトとチーズのみそスープ 
・胡麻和え2種 
・シンプルポテトサラダ 

料金  1,520円 

女性限定 パーツ集中筋力トレーニング 
～筋肉は大事！何歳からでも遅くない！～  講師 深川紗千子 

筋肉を刺激する“レジスタンストレーニング“でパーツ別に筋肉を 
トレーニング。ビギナーも大丈夫、何歳からでも遅くありません。 

10月13日(火)  第1弾 美尻･あげ尻･桃尻･小尻 エクササイズ 

11月10日(火）  第2弾 腹筋縦割り エクササイズ  

12月  8日(火）  第3弾 背中美人背筋エクササイズ 

 各19:00～20:30   料金 各520円  ※各回で募集します。 

注目！ Pick Up！ 

自分で作ったオリジナルの作品に囲まれた素敵な生活を。 

 ＫＡＳＡＨＡＲＡ Cooking  Club        

12月8日（火） 19:00～21:00 
・チキンのゴマ揚げ 
・ミネストローネ(パスタ入) 
・カマンベールフォンデュ 
・海藻生春巻き 
・カフェオレフレンチトースト 
・プチお土産付き 

料金  2,020円 

12月12日（土） 
9:30～13:00  
・チョコとマロンのシュトーレン 
・じゃがいものガレット 

１0月2日～12月4日(金) 全9回・全て金曜日 

19:00～21:00    料金 5,680円   ※6名以上から開講 

 ※受講者の習熟度により、講義内容が変更になる場合あり 

11月10日・１2月1日（火）  全2回 
9:30～11:30   料金 1,340円 

 

 秋のパソコン講座        

自分のパソコンで習うことができる！めったにない機会  ※ご自宅のパソコンをお持ちください。 

※各回で募集します。 

夜のお菓子教室  講師：洞谷多美江  
王道のスイーツを学びます。 
基本を学べば、応用も充分できる♪ 
焼いている間の 
おたのしみ簡単おやつも！ 

11月10日(火) 
19:00～21:00 
・ベイクドチーズケーキ  
 料金 1,520円  

森裕子先生の 

大人のための元気ごはん料理教室  
～アルコールと上手に付き合おう～ 

今回の講座は、おとなの時間を提供します。 
簡単！身体に優しいヘルシーレシピ   講師 森裕子 

11月8日（日） 11:00～13:00 
 ・ノンフライパリパリスティック  ・2分でタコのマリネ    
 ・牛乳と卵だけで作るキッシュ 
 ・おかずになる豆腐ステーキ  ・ビタミンそうめんサラダ 

 料金 1,520円 

『食』の観点から健康を考える。 
 

10月19日・11月9日 
11月30日（月）     
     全３回 9:30～11:30 
 料金 2,160円     

正しいお抹茶のいただき方を習得。 
いざという時やお出かけ先でも気軽に 
お茶会を楽しめるようになります。              



ママのための図書タイム 
毎週土曜日10:00～12:00 

図書館笠原分館 情報 
 

           information    ☎43-5155  

  図書館笠原分館では園児や未就園児、親子で楽しめる 
  イベントを毎週開催。 

子どもとママのための時間 
第1～第4土曜日 11:00～12:00  

みて・さわって・かんがえる   

ほのぼのあそびパーク  
      米光先生の『おりがみであそぼう』 

だい １ どようび  10/3 

英語 DE 遊ぼう ！ 

だい 2 どようび  10/10 

  ※笠原地域子育て支援センターでの 
    おはなしの会は10/20(火) 11：15～11:30 

かっぱの会のメンバーが素敵な絵本を紹介。 

だい 3 どようび   10/17 

おはなしの会 

折り紙でつくる やさいやくだもの ＆ やおやさんごっこ 
おりがみで秋の野菜やくだものををつくります。 
やおやさんごっこでおかいものをしましょう。 

だい 4 どようび   10/24 

子どもたちといっしょに英語に親しむ時間。 

トレーニングﾞ室利用講習会  10月 
 

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。 

体操の日 体操の苦手を克服する     
              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。 

13：00～17:00 笠原体育館第3競技場  
ひとり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。 

笠原体育館 情報 
 

        information    ☎43-６２８５  

10/24（土） 

10/19（月） 

受講料 500円 所要時間 約1時間 

     今月の休館日                   

5日（月） 15日(木) 19日（月） 26日（月） 

お知らせ 

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だり、 
楽しく読んでいただくことができる時間です。 

※12日（月・祝）は開館しています。 

うながっポーツの日    

10/10（土） 
9：00～15:30  星ケ台競技場 ※小雨決行 

(12:00～13:00は昼休み)  入場無料・申込不要 

「親子の絆」を深めよう！  スピードガンコンテスト、ターゲットバードゴルフ 
5時間耐久リレーマラソン 
おたのしみガチャガチャ抽選会、親子体力テスト 
親子工作(紙飛行機)、ふわふわコペンちゃん ほか 

一般展示   講演会協賛 特集 大沢在昌                         
常設展示   映画、ドラマの原作本 「2015 秋～」  
児童展示   みのりの秋 たべものの絵本 
一般・児童展示  動物とわたしたち 

小・中学生対象 

“クリスマス”フラワーアレンジ教室  講師：小川多津子  
 クリスマスのアレンジメントを作ります。 
 花材の一部を変えるとお正月飾りにもなるワザも伝授！ 

11月28日(土) 10:00～12:00 
料金 500円(材料費)  
 
※公益社団法人日本フラワーデザ 
  イナー協会が材料費の一部を助成 

一生の中で、言葉を覚える能力が一番高
い乳幼児期に、簡単な英語の絵本を使っ
てのレッスン！ティータイムもあります。 

赤ちゃんは、言葉の天才！  

ママと一緒に楽しくレッスン えいご de えほん 
講師 草野夢帆 

11月13日・20日・27日（金） 
10:00～12:00  料金 1,560円 全3回 

笠原中央公民館 情報 
 

        information    ☎43-５155  

地域の子どもたちへさまざまな“体験“を提供します 

アザレア文化祭   入場無料 

秋の祭典 日頃の成果が花開きます  

ステージ部門 アザレアホール 
  10月18日(日) 9:30～15:00 (予定)  

展示部門  笠原体育館第2競技場 
  10月14日(水)～18日(日) 9:00～17:00 (最終日15:00まで) 

1日体験ワークショップ 笠原中央公民館ロビー 
  篆刻やてぬぐいはんこづくりなどが体験できるコーナー！ 
  10月18日(日) 9:00～15:00の間  有料ブースあり 

  5日(月) 14:00～ 20日(火) 
18:15～ 
19:45～ 

10日(土) 18:15～ 25日(日) 18:15～ 

15日(木) 19:45～ 30日(金) 10:00～ 



 
 
 きらきらサーキット 
   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。 

 10/15（木） 9:00～10:00 H25.3月以前生まれの子 
              10:00～11:00  H25.4月以降生まれの子 

                   ※兄弟がいる子は上の子の時間帯でご参加ください 

   場  所：笠原保育園2F きらきらルーム  ※申込み不要  

  

 親子散歩  ～花水樹ふれあいパーク～ 
   広い公園を散歩しながらどんぐりを拾ったり、虫取り、鬼ごっこなどして 

   遊びます。 

  10/30(金)  10:00 ～11:30 ※雨天中止 

               9:50現地集合  11:30解散 
  場  所：花水樹ふれあいパーク 

          笠原町上原区(1号池、上原区雇用促進住宅隣) 

   持ち物：歩きやすい服装、靴、帽子、お茶、タオル 

   申込み：下記まで。 
          1ヶ月前から市内の方、2週間前からどなたでも受付 

申込み等  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 

生きがい健康塾サロン受講生募集 
 

口腔講座  講師 歯科衛生士     

  体にうれしいお口の健康の話。 終了後お茶タイム・健康相談あり。 

 10/14(水)  10:00~11:30  受講料 無料   持ち物  飲み物  
 
公開医療講座 

医療費について～高額療養費とその他制度～ 

 医療費に関する制度を知っておくことで、いざという時の 

 備えとして参考になればと思います。 

 講師：中島 梨沙  (名古屋徳洲会総合病院) 

  10/30(金)  14:00～ 受講料 無料 申込み不要 
 

絵手紙教室 ～へたでいい･･･へたがいい･･･～ 

 初めての方でも楽しめるように基本から学びます 

  10/19･26  11/2･16･30 12/14 (全月曜日) 

 13:30～15:30 

 参加費 3,700円 持ち物  絵手紙道具一式・くだもの1つ 

 ※要申込み。下記まで。 

上記いずれも会場は  かさはら福祉センター 

 

 笠原地域福祉協議会からのお知らせ 

申込み  笠原地域福祉協議会  TEL 43-6822 

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 

 滝呂から核融研・アウトレットコース 
       距離 約12.2ｋｍ 所要時間 約４時間 

スタート地点  滝呂球場 滝呂町14丁目 

ウォーキングチャレンジ 情報 
 

           information    ☎43-6285  

胃がんバス検診 

10/15(木) 8:30～11:15  笠原体育館 

対象者   今年度、市の胃がん検診を受けていない４０歳以上の市民 

自己負担 ９００円    検診内容 胃のレントゲン(バリウム)検査 

注意事項 前日夜9時以降絶食 水分は夜中の１２時以降は飲めません

※いずれも予約時間はお申し込み時にお知らせします。 

  多治見市保健センターからのお知らせ 

お問合せ  多治見市保健センター  TEL 23-5960 

 

野村万作・萬斎 狂言の世界 
日常のちょっとした出来事を滑稽に演ずる狂言は、 
事前知識がなくても存分に楽しめます。 

演 目：佐渡狐（野村万作）、棒縛（野村萬斎） 
期 日:  10月22日(木)  開演 19:00 
料 金：全席指定 一般4,500円（たじとも会員4,000円） 
    中学生以下1,000円 現在発売中 

 
ことばの劇場 

戯曲講座 小品の創作にチャレンジ！ 

自分で劇の台本を書いてみませんか？初めて書く人を対象に、
戯曲の仕組みからプロットのたて方などを丁寧に教えます。 
1人1作、小作品の戯曲を書きあげましょう。 

講 師：西田豊子 
期 日：10月31日(土)～ 13:30から（全５回） 
場 所：まなびパーク  
料 金：3,000円  定 員：20名 
受 付：10月1日(木）10:00から  

お知らせ：平成28年4～9月(予定)、大ホールと小ホールは工事のため 

         使用できません。 

         展示室と会議室は通常どおり利用できます。 

 バロー文化ホールからのお知らせ 

お問合せ  バロー文化ホール  TEL 23-2600 



  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｢2015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 木 アトリエかさはら陶芸部 (笠中公) 9:00~ 19:00~       ②     

2 金 PC講座オフィスワーク編（笠中公）19:00~   ○        

3 土 
笠原幼稚園運動会 笠原保育園運動会 ほのぼのあそびパーク(図笠分)11:00~  
落語の世界 三平・歌武蔵二人会（笠中公）１４：００～   

         

4 日 はだし工房まつり             

5 月   【図書館休館日】           

6 火 洞谷式時短レシピ(笠中公)19:00~   ○         

7 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       

8 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~       

     ①   

9 金 
笠原小学校前期終業式  笠原中学校前期終業式  
歌のひろば楽しくうたおう(笠中公)9:30~   PC講座オフィスワーク編（笠中公）19:00~   

○        

10 土 元気なたじみ！うながっポーツの日  美濃焼祭（12日まで）  英語de遊ぼう！ (図笠分)11:00~               

11 日 神明宮例祭（秋祭り）  たじみ茶碗まつり（12日まで）             

12 月 多悠連笠原校区連合会体育祭             

13 火 
笠原小学校後期始業式   笠原中学校後期始業式  
パーツ集中筋力トﾚｰﾆﾝｸﾞ（笠中公）19:00～   

○         

14 水 アザレア文化祭展示部門(笠中公)（18日まで）             

15 木 笠原幼稚園バス遠足（21日予備日）  交通安全日 【図書館休館日】       ②   

16 金 歌のひろば楽しくうたおう(笠中公)9:30~   PC講座オフィスワーク編（笠中公）19:00~    ○        

17 土 絵手紙講座 (笠中公) 9:30~ おはなしの会 (図笠分) 11:00~              

18 日 アザレア文化祭(笠中公)9:00～  笠原小学校資源回収             

19 月 お抹茶のいただき方（笠中公）9:30~  らくらく筋力アップ体操 13:30～     【図書館休館日】           

20 火 おはなしの会 (笠原地域子育て支援センター) 11:15～    ○         

21 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       

22 木 
名歌を歌おう(笠中公)10:00~  つまみ細工（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~       

   ①     

23 金 企業お見合い  笠原保育園秋の遠足   PC講座オフィスワーク編（笠中公）19:00~   ○        

24 土 折り紙でつくる やさいやくだもの＆やおやさんごっこ（図笠分）11:00～            

25 日 
ベイビー・ブーうたごえ喫茶音楽会（笠中公）１６：００～ ヘルシーパフォーマンス2015   
笠原ふれあい福祉まつり   

          

26 月   【図書館休館日】           

27 火 ニットカフェ（笠中公）10:00～   ○         

28 水               

29 木 親子さんぽ（笠原地域子育て支援センター）  つまみ細工（笠中公）10:00~                              ②     

30 金 ○         

31 土               

笠原幼稚園祖父母参観日   PC講座オフィスワーク編（笠中公）19:00~    


