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    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/ 

笠原版笠原版笠原版笠原版    

＜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 

夢 

2月19日(金)  開場18:30  開演19:00 

を持つことの大切さ 

加賀屋克美 講演会 未来予想図を描くシリーズ 
笠原クリーン大作戦 2016 

「「「「笠原未来予想図笠原未来予想図笠原未来予想図笠原未来予想図をををを描描描描くシリーズくシリーズくシリーズくシリーズ」」」」    とは・・・ 地域の方々が集い、結びつきを生む機会をつくることで、 笠原町の課題や未来をともに考えたいという企画です。 
3月13日(日) 開始 8:30  終了9:30予定 エリア：笠原中央公民館周辺   集合：笠原中央公民館 持ち物：  飲み物、帽子、軍手、ゴミばさみ(お持ちの方) 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いたします         ので、笠原中央公民館(TEL43-5155)までお電話でご連絡         ください。 
ただのゴミ拾いでなく「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を作ることができるか」等を皆様と考えたい。 そんな想いで企画しました。 “みんなの力で笠原の町を綺麗にしたい” 

100人のプレミアムなセカイ  Vol.36  
März Quartetｔ ～メルツ カルテット～ 
３月26日(土) 15:30開場 16:00開演 【チケット】全席自由 2,200円 (たじとも会員2,000円)  発売中          ※未就学児童の入場不可。 

100人のプレミアムなセカイ  Vol.37  
土岐祐奈＆加納裕生野 デュオリサイタル 

～ 珠玉の名曲・ロマン派の森 ～  ４月24日(日) 15:30開場 16:00開演  【チケット】全席自由 1,000円  発売中          ※未就学児童の入場不可。 



あの『夢を現実にする男』 がアザレアに登場！！ 

香取貴信著 書籍「社会人として大切な事はみんなディズニーランドで教わった パート２」で夢を現実にする男として紹介された 加賀屋克美氏による講演。  
2月19日(金) 開場18:30  開演19:00  

入場無料・申込み不要 
加賀屋克美 講演会 

「夢を持つことの大切さ」 

笠原地区幼保小中連合PTA (NPOまいて) 多治見市スポーツ少年団 共同開催  

アザレアホール情報   
夢を持つことの大切さと加賀屋流 「夢を叶える方法」について熱く語ります。 

 市営豊岡駐車場からのお知らせ 
市営豊岡駐車場のお知らせ  入学・就職・転勤などで駐車場をお探しの方、「屋根付き」    「24時間営業」「職員常駐」 「多治見駅から約500ｍ」 の  豊岡駐車場をぜひご利用ください。 

・利用料金は30分ごとに80円、月ぎめ料金は月額6,500円から ・24時間以内なら最大800円 ・便利に使える共通利用券は1枚2,000円で2,200円分使え  ます。 ・講座参加者、来店者にも便利な30分80円の回数券(11枚綴り) ・月ぎめ駐車料金の支払いは口座振替や会社請求もOKです。 ・ヤマカまなびパーク利用者は1時間無料     問問問問合合合合せせせせ・・・・申申申申込込込込みみみみ        多多多多治治治治見見見見市市市市豊豊豊豊岡岡岡岡駐駐駐駐車車車車場場場場        TTTTEEEELLLL    22223333----7777111111116666        

100人のプレミアムなセカイ  Vol.35   ごんぎつね 新美南吉の名作が間瀬の歌舞伎調の語り、 安藤のパフォーマンスで変わる  
３月６日(日) 13:30開場 14:00開演  【チケット】全席自由 1,000円  

100人のプレミアムなセカイ  Vol.36  
März Quartetｔ ～メルツ カルテット～ 
地元出身の谷口若菜と若き音楽家たちが集う 【プログラム】 モーツァルト ピアノ四重奏第２番 変ホ長調 K.493 ほか 出演：徳田真侑(Vn.) 樹神有紀(Vla.) 蟹江慶行(Vc.)  谷口若菜(Pf.) 
３月26日(土) 15:30開場 16:00開演  【チケット】全席自由 2,200円 (たじとも会員2,000円)  発売中          ※未就学児童の入場不可。  語り：間瀬礼章  パフォーマンス：安藤鮎子 フルート：安藤よしの ハープ：小川真騎子 コントラバス：伊藤玉木  パーカッション：三弥沢信 

こんな「ごんぎつね」、みたことない・・・ 
 歌と音楽と圧倒的なパフォーマンスで魅せる！  

100人のプレミアムなセカイ  Vol.37  
土岐祐奈＆加納裕生野 デュオリサイタル 
～ 珠玉の名曲・ロマン派の森 ～ 【プログラム】  シューマン：ヴァイオリン・ソナタ第1番 イ短調 作品105  イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番《バラード》作品27-3  シューマン＝リスト編曲：献呈（ピアノ・ソロ）  ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第3番 二短調 作品108  …etc 
４月24日(日) 15:30開場 16:00開演  【チケット】全席自由 1,000円  発売中          ※未就学児童の入場不可。 土岐祐奈 (Vn) 加納裕生野 (Pｆ)   かつて美濃国を治めた土岐氏一族の末裔である土岐祐奈と 岐阜県出身の加納裕生野による“ゆかりの地への凱旋” コンサート。           後援：瑞浪市 美濃源氏フォーラム 

完 売 間 近  



笠原中央公民館 冬講座   

2月18日・25日、3月 3日・10日(木) 全4回10:00～12:00  対象･定員:  一般20名  参加費： 2,080円  持ち物：スマートフォン。 タブレット、ノートパソコン可    ポケットWi-Fiなど。 ※Wi-Fiは繋がっていません 

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 2月13日（土） 9：30～13：00  ・たっぷりチーズのフーガス ・アーモンドシリアルチョコレート 3月12日（土） 9：30～13：00  ・チーズクリームロール ・ヨーグルトムース 対象・定員：親子・一般 各20名 ※親子参加は４歳以上小学生以下の子ども2名まで 参加費：各1,850円  ※親子1組で1人前の材料 

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 2月9日（火） 19：00～21：00 ・オレンジチョコケーキ 対象・定員：一般 20名 参加費：1,520円 
プロが伝授！魚さばき講座 鯛を素材に、プロがウロコの上手な取り方や包丁の入れ方など魚をさばく技を伝授。 身はお造り、あらを汁物にして夕飯のおかずに持ち帰り。 講師：本田和人 (マルナカストアー) ２月21日（日） 13：00～16：00 対象・定員：一般 20名 参加費： 2,200円 

バレンタインに！！ 
アイシングクッキー講座 バレンタインに向けてかわいいアイシングクッキーを作ります。 講師：吉田淑恵 2月3日（水） 10:00～12：00  対象・定員：成人 20名 参加費：1,320円 

県立多治見病院主催 健康づくり講座 
もっとよく知る認知症のお話 講   師：高田知二 (岐阜県立多治見病院 精神科部長)  認知症にはどんな病気があるのでしょうか？その症状や 対応について最新の情報をお伝えします。 また、身内に認知症を発症した際の対応等についてもお話いたします。  

太
鼓

 

2月25日(木)  15:00～ 参加無料  申込不要 会  場：笠原中央公民館 お問い合わせ：岐阜県立多治見病院 医療連携室              棚村 TEL 0572-22-5311 内線2485   
冬場は体調が変化する季節です 

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 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！ 講師：洞谷多美江 
参加費：1,520円   対象･定員：一般24名   3月8日（火） 19:00～21:00 ・赤ワインとトマトジュースで作るあっさりハヤシライス  ・オクラとチーズのミニお好み焼き ・フルーツのローズヒップジュレがけ  など 

健康講座開講！ 

    ＫＡＳＡＨＡＲＡ Cooking  Club                             
２月24日（水） 10：00～15：00 ・ちりめん細工 うさぎ ・からすみ 対象・定員：一般 20名  参加費： 2,020円 

笠原町で旧暦の4月に催されてきた「桃の節句」にちなみ、「からすみ」と ちりめん細工のうさぎを作ります。 おばさんの知恵袋シリーズ ～桃の節句～  講師：加納鞆音・谷口玲子 情報伝達手段としてのチラシや冊子では限界があります。ネット情報（特にSNS＝ソーシャルネットワーク）を上手く使えば、普段つながることができない人ともつながることができます。 ビジネスだけでなくプライベートでも活用できるSNSの活用講座。 特にFaceBookとLINEを取り上げて、初歩からステップアップ。  初心者やお店経営の方大歓迎！ 
 ネットワークを広げるSNS講座 

     ～ F Bフェイスブック・LINEラ イ ン＠活用術～   講師： 横岡みどり 

たたく ! ひびく ！ 

はじめてふれる太鼓講座 講 師：かさはら和太鼓ＩＳＡＭＩメンバー ・木村勇介(ＧＯＮＮＡ) 2月6日・13日・20日・27日(土) ９：００～10:00 3月3日・10日(木) 18:3０～19:30   全6回 対象・定員：子ども(年中から)・親子・一般 15名 参加費：1,800円 親子3,000円(子ども1名まで) 
かっこよく太鼓を叩いてみませんか？ 

まずさわることからはじめます。 



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     毎週土曜日 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ほのぼのあそびパークほのぼのあそびパークほのぼのあそびパーク        

        『『『『手手手手ぶくろでぶくろでぶくろでぶくろで鳥人形鳥人形鳥人形鳥人形をつくろうをつくろうをつくろうをつくろう』』』』    だいだいだいだい    1111    どようびどようびどようびどようび        2/62/62/62/6      ※笠原地域子育て支援センターでの     おはなしの会は1/19(火)11:15から行います。 かっぱの会のメンバーが素敵な絵本を紹介。 だい だい だい だい 3333    どようびどようびどようびどようび            2/202/202/202/20    

おはなしのおはなしのおはなしのおはなしの会会会会    
だい だい だい だい 4444    どようびどようびどようびどようび            2/272/272/272/27    

トレーニング室利用講習会  2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  2/20（土） 
2/15（月） 

受講料 500円 所要時間 約1時間 
                    今月今月今月今月のののの休館日                  休館日                  休館日                  休館日                   1日(月) 15日(月) 22日（月） ２9日(月) 8日(月) 18日(木) 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。 

※18日(木) 館内整理日のため休館 

  5日(金) 18:15～ 19:45～ 20日(土) 10:00～ 10日(水) 14:00～ 25日(木) 18:15～ 15日(月) 18:15～ 19:45～   

・ごんぎつね応援企画 新美南吉の世界 ・Let’s！もっときれいなママ  Vol.8 「Let’s！ 北欧」 ・日本のシンドラー 杉原千畝 企画展示企画展示企画展示企画展示    

やれば楽しい。絆を生み出す！ 

キンボール講習会＆たじみキンボール大会 キンボールは４人１組、３チームがコート内で直径122cm、重さ約1kgのボールを打ったり、レシーブしたりするゲームです。メンバー全員でボールを落とさないように触れる必要があり、協調性や感動の共有ができるゲームです。 今回はじっくり講習会を行い、大会を実施します。４人での参加ではなくてもかまいません。親子で、仲間でぜひご参加ください。 
2月7日(日) 9:30～12:00講習会 13:00～15:00 大会 講習会参加の方は 弁当持参  参加費：無 料 対象・定員：どなたでも 講  師    ：多治見市スポーツ推進委員 

おひなさまをおひなさまをおひなさまをおひなさまを作作作作ろうろうろうろう    ！！！！    ひままつりにちなんだ簡単工作です。 だいだいだいだい    2222    どようびどようびどようびどようび    
    2/132/132/132/13    

英語英語英語英語 de  de  de  de あそぼうあそぼうあそぼうあそぼう      子どもたちと一緒に英語に親しみます。 
 いずれも無料 

申込不要 

からだ目覚める ぽかぽかフラ体験講座 寒い季節。ハワイアンフラで体を目覚めさせ春を楽しみに待ちましょう。基礎から丁寧に説明しますので、初めての方でも安心です。おしゃべりタイムも楽しみにぜひ、参加して下さい。  2/5・12・19(金) 13:30～15:00 全３回 参加料：１，５００円 講   師：毛利恭枝 (アロハケイフラスタジオ所属) 問合せ・申込み：毛利 090-1631-4608 

パソコンを使いこなすための初めの一歩 

基礎から学ぶパソコン教室 パソコン初心者向けの個別レッスン教室。習熟度に合わせた学習で少しずつ確実にレベルアップ。わからないところはどんどん質問してください。  ※パソコンの基礎やエクセル、ワード、パワーポイントを学びます。  月曜10:00～ 水曜11:00～  火・木・金曜は19:00～ 50分/回 講  師：安藤攻 問合せ・申込み：安藤 090-1751-9465 
仲間募集中 !! 



  
おとうさんと遊ぼう  大好きなおとうさんとふれあい遊びをします。当日は裸足になるので、  タイツ等はご遠慮ください。  2/21(日) 10:00～11:00  定員：10組    場所：笠原保育園 ２階きらきらルーム   対象：未就園児と父親   持ち物：運動しやすい服装、お茶、タオル    申込：多治見市内の方 1ヶ月前より受付        地域を問わずどなたでも 2週間前より受付 問合問合問合問合せ・せ・せ・せ・申込申込申込申込みみみみ        笠原地域子育笠原地域子育笠原地域子育笠原地域子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター                                                                    （（（（笠原保育園笠原保育園笠原保育園笠原保育園2222階階階階））））        TEL/FAXTEL/FAXTEL/FAXTEL/FAX    44444444－－－－1971197119711971        

 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  
体  操   講師 笠原包括支援センター     認知症予防と脳トレを行います。 2/10(水) 10:00~11:30   受講料: 無料   持ち物： 飲み物 ※講座終了後、健康相談を無料にて実施。お茶タイムもあり。 

 笠原地域福祉協議会からのお知らせ 

問合問合問合問合せせせせ        笠原地域福祉協議会笠原地域福祉協議会笠原地域福祉協議会笠原地域福祉協議会        TELTELTELTEL    43434343----6822682268226822    

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  

 
第第第第49494949回 多治見市市民文化祭 出場団体募集回 多治見市市民文化祭 出場団体募集回 多治見市市民文化祭 出場団体募集回 多治見市市民文化祭 出場団体募集     
    邦楽邦楽邦楽邦楽のののの部部部部                         5/8( 5/8( 5/8( 5/8(日日日日))))・・・・15(15(15(15(日日日日))))    

    ダンスのダンスのダンスのダンスの部部部部                    5/29(5/29(5/29(5/29(日日日日))))・・・・6/12(6/12(6/12(6/12(日日日日))))    

    器楽器楽器楽器楽・・・・合唱合唱合唱合唱のののの部部部部     7/2( 7/2( 7/2( 7/2(土土土土))))・・・・3(3(3(3(日日日日))))    会  場  ：笠原中央公民館アザレアホール          ※ホール工事のため、会場を移して行います。 申込締切：2月14日(日) バロー文化ホール窓口、郵便、ＦＡＸ、          Ｅメールにて          申込用紙はバロー文化ホール、ヤマカまなびパーク、          多治見市立公民館にて配布中。          ※出演時間、参加料、募集数は各部門で異なります。     ことばのことばのことばのことばの劇場劇場劇場劇場    
気持気持気持気持ちをちをちをちを伝伝伝伝えるためのセリフえるためのセリフえるためのセリフえるためのセリフ術術術術    

～～～～市民劇市民劇市民劇市民劇のワークショップのワークショップのワークショップのワークショップ技法技法技法技法からからからから～～～～    演技の基礎を体験することは「コミュニケーションスキル」の向上に とても役立ちます。気持ちよい人間関係を築くためのヒントにも なります。 2/27(土)、28(日)  13:30～15:30   講  師 ：みつ輪りん（俳優/脚本・演出家） 定  員 ：中学生以上20名（申し込み順） 参加料 一般1,000円 高校生以下500円 申込方法 電話またはＥメール、窓口で 

 バロー文化ホールからのお知らせ 

        問合問合問合問合せせせせ        バローバローバローバロー文化文化文化文化ホールホールホールホール        TELTELTELTEL    23232323----2600260026002600    

公開医療講座  
『不整脈って？』 ～脈の乱れだけではありません～ 講師 加藤千雄 (名古屋徳洲会総合病院 循環器内科部長)     不整脈は、脈の乱れや動悸といった、自覚症状ばかりでなく、息切れや倦怠感をきたすことも稀ではなく、脳梗塞に至ることもあります。今回は症状や治療法についてご説明します。 2/22(月) 15:00~  入場無料・申込不要 会場  かさはら福祉センター 笠原万治地蔵コース 距離 約4.5ｋｍ 所要時間 約1時間30分 スタート地点  笠原中央公民館 多治見市笠原町2081-1  滝呂町5丁目 (東鉄バス「笠原役場前」下車) 

  NPOまいてからのお知らせ 資源回収にご協力ください  本活動の収益は笠原小学校新入生に配布する帽子、中学校新入生に配布する腕章、保育園と幼稚園の演劇鑑賞会、NPOまいて生涯学習講演会など、笠原地区の子ども達に還元しております。  2/21（日） ９:０0～ ※小雨決行  雨天の場合は2/28（日）  当日の午前９時までに、ご自宅前または近くの道路にだしてください こちらで回収をさせていただきますが、積み込みにご協力いただける場合はお願いします。 ※企業、各種団体で事前回収、個別回収を希望される方は遠慮な   くお申し出ください。  【回収させていただくもの】 新聞紙・雑誌・ダンボール・ボロ(古着）・アルミ缶・牛乳パック ジーンズ 問合問合問合問合せせせせ    NPONPONPONPOまいてまいてまいてまいて事務局事務局事務局事務局（（（（笠原中央公民館内笠原中央公民館内笠原中央公民館内笠原中央公民館内））））    TELTELTELTEL    43434343----5155515551555155        



  かさはら カレンダー    2016. 

｢｢｢｢ああああししししすすすすとととと｣｣｣｣はははは、、、、笠笠笠笠原原原原地地地地区区区区文文文文化化化化・・・・体体体体育育育育施施施施設設設設のののの指指指指定定定定管管管管理理理理者者者者・・・・公公公公益益益益財財財財団団団団法法法法人人人人多多多多治治治治見見見見市市市市文文文文化化化化振振振振興興興興事事事事業業業業団団団団がががが発発発発行行行行編編編編集集集集ししししてててていいいいまままますすすす。。。。    ※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。  燃やすごみ      破砕ごみ 金属・紙・布類 
ビン・ペット・発砲類 

有害ごみ・天ぷら油 

※（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 交通安全日 【図書館休館日】           2 火     ○         3 水 笠原保育園豆まき ことぶき学級ペン習字(笠中公) 9:30~  アイシングクッキー講座（笠中公）10:00~   スッキリ疲れがとれるヨガ(笠中公)19:00~       ②       4 木 ファン先生の韓国語レッスン(笠中公) 19:00~ 20:10~          ① ① 5 金     ○         6 土 太鼓講座（笠中公）９：００－  ほのぼのあそびパーク(図笠分)11:00~              7 日 第11回たじみキンボール大会（笠体）9:30~（講習会）、13:00－（大会）              8 月  【図書館休館日】           9 火 夜のお菓子教室（笠中公）19：00~   ○         10 水 健康づくりルームリンパめぐりヨガ体験（笠体）19:45~              11 木 名歌を歌おう(笠中公)10:00~         ② ② 12 金 笠原小学校授業参観 歌のひろば楽しくうたおう(笠中公)9:30~   ○         13 土 笠原幼稚園生活発表会                                      太鼓講座（笠中公）９：００－  英語ｄｅあそぼう！ (図笠分)11:00~                14 日               15 月 交通安全日 【図書館休館日】           16 火 笠原保育園保育参観・懇談会（２５日まで）   ○         17 水 笠原小学校入学説明会 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       18 木 FB・LINE＠活用術（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~  【図書館休館日】     ①     19 金 NPOまいて講演会（笠中公）19:00~   ○         20 土 太鼓講座（笠中公）９：００－  絵手紙講座 (笠中公) 9:30~              おはなしの会 (図笠分) 11:00~             21 日 ＮＰＯまいて資源回収 魚のさばき方講座（笠中公）13:00~ お父さんと遊ぼう：笠原地域子育て支援センター             22 月                                                            【図書館休館日】           23 火     ○         24 水           25 木 名歌を歌おう(笠中公)10:00~ FB・LINE＠活用術（笠中公）10:00~ もっとよく知る認知症のお話（笠中公）15:00~       ②     26 金 歌のひろば楽しくうたおう(笠中公)9:30~   ○         27 土 太鼓講座（笠中公）９：００－   おひなさま作り（笠図分）11:00~             28 日 多悠連笠原校区連合芸能祭             29 月   【図書館休館日】           
おばさんの知恵袋～桃の節句～（笠中公）10:00~  健康づくりルームリンパめぐりヨガ体験（笠体）19:45~    


