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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。 

あしすと 

約半年に渡る成果が、ここに結実。 
出演者からの意気込みを伝えます。 

誰でも参加できる音楽会 vol.4 
 
      第一部 我ら「レコ大」を歌う！！ 

      第二部  清水脩作曲 合唱組曲『山に祈る』 

11月22日(日) 
   13:30開場 14:00開演  

 会 場 ：アザレアホール笠原中央公民館 

 チケット：全席自由 1,000円 発売中     

私自身、この曲がレコード大賞を取った頃、 
「何をして、何を感じていたかなぁ？」 と思いながら歌っています。 
《ＵＦＯ》・・・小学生の私はただ、ただ踊りまくっていました。 
客席の皆様にもその当時を思い出していただき、 
つい、口ずさんでしまうような空間を創りたいと思います。 
                                       －40代・女性－ 

去年の舞台が終わった後、またあるのなら絶対に参加する！と 
決めていました。それは初めての参加でも暖かく受け入れて 
もらえたこと、経験なんて関係なく参加者全員で創るという 
気持ちでいることがわかったからです。 
合唱も学生以来で、どれだけ歌えるかわからないのですが、 
上手に歌うことよりも精一杯歌うことを目標に稽古してきま 
したので、ぜひ聞いてください。              ー30代・男性ー 

昭和35年生まれの私が初めて意識した歌謡曲が「喝采」。 
意味もわからず、そのメロディーに魅かれたのだと思います。 
今回、松尾和子さんの「誰よりも君を愛す」を歌いますが、 
その素敵なフレーズにビックリ ！ ！ こんなにシャレた曲だったのか 
と感激しています。自身が老いたせいばかりではないと思います。 
多分・・・                                  －50代・男性－ 

「山に祈る」は学生時代に男声合唱で混声でもやったことがあり、 
懐かしく歌いました。若い頃、思わず涙ぐみました。皆さんもきっと
思わず涙ぐんでしまうことでしょう。            ー70代・男性ー 

少年時代、母はいつも歌っていたので私の歌声は母からもらった美
( ？ )声だと感謝 ！ 母は明治41年生まれ、今生きていれば107歳。                               
                                         －70代・男性－ 

今回のレコード大賞メドレー。水原弘はいいんだけど、安室奈美恵
の 「CAN YOU CELEBRATE ？」は少し照れるよね。 
「山に祈る」は、中高年の登山ブームで身につまされます。 
名曲です。                              －60代・男性－ 



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。 

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  発売中     

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)  開場13:30  開演14:00 
 【全席自由】 一般  2,000円(たじとも会員 1,500円)  高校生以下 1,000円 
            笠原中央公民館でチケット発売中。  ※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！ 

◆大沢在昌 プロフィール 
  1956年 愛知県名古屋市出身。 
  1979年 第1回小説推理新人賞を「感傷の街角」で受賞し、デビュー。 
  1991年 「新宿鮫」で第12回吉川英治文学新人賞と第44回日本推理作家協会賞長編部門受賞。 
  1994年 「無間人形 新宿鮫4」で第110回直木賞。 
  2004年 「パンドラ・アイランド」で第17回柴田錬三郎賞受賞。 
  2014年 「海と月の迷路」で第48回吉川英治文学賞受賞。 
   近著は「極悪専用」（文藝春秋）、「獣眼」（徳間文庫）。公式サイト「大極宮」http://www.osawa-office.co.jp/ 

会場の皆さん、ご一緒に大いに歌いましょう！ 

ココロが震えるステージ！ じっくりとお聴きください。 

こどものワンダーランド ~不思議に出会う工作教室～ 

クラフト・キッズ・サポーターを募集 
 笠原中央公民館では１月に実施する「こどものワンダーランド」で行う 
 科学工作体験ブースでのお手伝いをしてくれる 
 小中学生サポーターを募集します。 
 実施に当たっては工作の事前講習も実施します。 
 あなたの力でお客さんを喜ばせてください！ 

事前講習  １２月１３日(日) 9:30～11:30 会場：笠原中央公民館 

参加費    無料 
対  象    小学生以上 ※1月の講習でお手伝いしていただける方。 

本  番    1月17日(日) 10:00～13:00 

申込み    笠原中央公民館  TEL 43-5155 
 

1月17日同時開催：笠原地区子ども会連絡協議会 
                チャレンジランキング大会 9:00～11:00  



笠原文化・体育施設、笠原地区の 「今」 をお伝えします 

eport — Talk R 

ポーシャの楽しい英会話 

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。 
 

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

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   

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。 

11月10日(火）  

 腹筋縦割り エクササイズ  

12月  8日(火） 

 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。 

 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 

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。 

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～ 

講師 森裕子 

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 

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。 

はじめまして。ガーナ出身のポーシャです。 
笠原在住3年目。 
1児の子育てをしながら 
英会話教室を開いています。 
初心者から上級者まで幅広いレベルに 
合わせてレッスンします。 
無料体験もありますので、 
お気軽にお問い合わせください。 
 

会場：笠原中央公民館 
日時：毎週水曜日 
     ・初級  9:30～10:20 
     ・中級  10:30～11:20 
お問い合わせ：各務(日本語対応) 090-6892-2869 
            ポーシャ   090-9184-5290 

リラックスした雰囲気のなか、 
ポーシャさんのつくったテキストを
使って、和気あいあいと学習して
います。 

たじみ子どもの権利の日 協賛事業 

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 

地域の子どもたちへさまざまな“体験“を提供します 
たじみ子どもの権利の日 協賛事業 たじみ子どもの権利の日 協賛事業 



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  
     『バランスくねくね人形』を作ろう！ 

だい １ どようび  11/7 

英語 DE 遊ぼう ！ 

だい 2 どようび  11/14 

  ※11月の笠原地域子育て支援センターでの 
    おはなしの会はお休みです。 

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   11/21 

おはなしの会 

オリジナル ミニたこづくり 
ミニ凧をつくって自分の絵を描いてみよう。 

だい 4 どようび   11/28 

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  11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  

11/21（土） 

11/16（月） 

受講料 500円 所要時間 約1時間 

     今月の休館日                   

2日（月） 16日(月) 19日（木） 30日（月） 9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。 

一般展示   講演会協賛 特集 大沢在昌                         
レッツ、もっと、きれいなママ！VOL.5  「let's travel!Part.2」 
たじみ健康マラソン応援展示 
一般、児童共通展示  動物と私たち   のりもの大好き 

  5日(木) 18:15～ 20日(金) 
18:15～ 
19:45～ 

10日(火) 18:15～ 25日(水) 14:00～ 

15日(日) 10:00～ 30日(月) 19:45～ 

スポレクかさはら2015  子どもから大人まで個人参加でも楽しめる！ 

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 
◆当日参加可 (賞レースへの参加はできません・参加賞なし) 

 
楽しくチャレンジコーナー 9:00～12:00 
◆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 
       雨天時は午後(13:00～16:00)から笠原体育館で。 
                
 

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  

笠原体育館会場 笠原小学校会場 

ソフトバレーボール 9:00～12:00 
 

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) 
個人・親子での参加可  
 

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人以内(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 
 

NARUTO (各種ミニゲーム） 9:00～12:00 

小さいお子様から誰でも参加できるミニゲームを行います。 
 

11/8(日) 9:00～16:00  開会式：8:30笠原体育館にて。 

 ■ 当日参加無料(参加賞なし) 

保健センターコーナー 
・インボディ測定  他 



 

 リフレッシュ講座 「3B体操」 

 3B器具を使って体操をします。短い時間ですが子どもと離れて心も体も 

 リフレッシュしてください。(託児有) 

 11/11(水) 10：00～11：00 

 場  所：笠原保育園 遊戯室 

 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 

 対  象：大人  託児定員20名まで。  ※要申込 

    

なかよしあそび  リズム遊び ～保育園児とともに～ 

 笠原保育園1、2歳児と一緒にリズム遊びを楽しみます。 

 11/17（火） 10：00～11：00 

 場  所：笠原保育園 遊戯室 

 持ち物：動きやすい服装(裸足になって遊びます)、タオル、お茶 

 対  象：未就園児親子 15組      ※要申込 

 
 申込み：いずれも1ヶ月前より受付(市内)  

        ２週間前より受付(地域不問) 

問合せ・申込み  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 
 

しめ縄づくり   講師 老人会     

縁起物の正月しめ縄づくりです。 

11/11(水) 10:00~11:30   ※要申込・下記まで 

受講料: 無料  材料費：実費500円程度  持ち物： 飲み物   

 

公開医療講座 
 

冬のウィルス対策     講師   木村 圭祐    
~インフルエンザ・ノロウィルスなどの感染対策について~ 

秋から春にかけて、ウィルス感染による病気の予防がとても大切。 

11/9(月) 14:00~ 

受講料: 無料  申込み不要    

会場はいずれも 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 

ウォーキングチャレンジ 情報 
 

           information    ☎43-6285  

 

 ダンボールコンポスト講習会のお知らせ 

 問合せ・申込み   
 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 

 

山崎まさよし 
YAMAZAKI MASAYOSHI 20th Anniversary 
Tour 2015～2016 

聴く人すべての心をぐっとつかむ山崎まさよしの、デビュー20周年の 
コンサートツアーです。 

11/22(日)  17:30開演 

チケット：全席指定6,000円   発売中 

 

≪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 
使用不可。展示室と会議室は通常どおり利用可。 

 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 

ダンボールコンポスト講習会 

 うれしいことがいっぱい！生ゴミが堆肥に変わる。 

 コンポストで暮らしを変えてみませんか。 

11/30(月) 13：30～15：30 

  講  師：小境和久 (ダンボールコンポストアドバイザー) 

 場  所：笠原中央公民館 会議室1 

 定  員：20名(先着順) 

 参加費：無料 ※希望者には受講後材料を販売 

 申込み：下記へ電話又は笠原中央公民館設置の申込書にて 

笠原の森とセラタウンコース 
距離 約5.0ｋｍ 所要時間 約120分 
スタート地点  笠原向島運動広場  
笠原町1651番地1 (東鉄バス「上原」下車) 

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） 



  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 日 笠原児童館まつり             

2 月 交通安全日 【図書館休館日】           

3 火 多治見まつり             

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~        ②       

5 木 笠原小学校修学旅行（6日まで）        ① ① 

6 金    ○         

7 土 ほのぼのあそびパーク(図笠分)11:00~  エリコ先生のおいしいパン教室（笠中公）9：30～             

8 日 スポレクかさはら2015  大人の元気ごはん教室（笠中公）11:00～             

9 月 お茶のいただき方（笠中公）9：30～ 【図書館休館日】           

10 火 
PC講座年賀状づくり編（笠中公）9：30～ 夜のお菓子教室19：00～     
パーツ集中筋力トレーニング（笠中公）19：00～ 

  ○         

11 水 リフレッシュ講座：笠原地域子育て支援センター             

12 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 

13 金 ○        

14 土 笠原校区一貫教育の日  英語で遊ぼう！ (図笠分)11:00~                

15 日              

16 月   【図書館休館日】           

17 火     ○         

18 水 お薬師  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       

19 木   【図書館休館日】    ①     

20 金 
たじみ子どもの権利の日えいごdeえほん10:00～                
PC講座オフィスワーク編（笠中公）19：00～ 

  ○        

21 土 
青少年まちづくり市民大会：バロー文化ホール                 
絵手紙講座 (笠中公) 9:30~  おはなしの会 (図笠分) 11:00~ 

            

22 日 誰でも参加できる音楽会(笠中公)14:00～             

23 月               

24 火 笠原小学校・中学校振替休業日   ○         

25 水               

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~  えいごdeえほん10:00～
PC講座オフィスワーク編（笠中公）19：00～  

  ○        

28 土 
多治見市農業祭  たこ作り (図笠分)11:00~                   
フラワーアレンジ教室（笠中公）10：00～ 

            

29 日 笠原中学校資源回収             

30 月 お茶のいただき方（笠中公）9：30～ 【図書館休館日】           

交通安全日 歌のひろば楽しくうたおう(笠中公)9:30~     えいごdeえほん10:00～ 
PC講座オフィスワーク編（笠中公）19：00～   


