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 CATCH   
 THE NEWS 

１ 100人のプレミアムなセカイ 
Vol.31、Vol.32 チケット好評発売中 

2 アザレアホールオリジナル企画2公演 
4月4日（土）チケット発売 

笠原に縁のあるピアニスト加納裕生野出演コンサート、 
笠原中央公民館と旧笠原庁舎がロケ地となった 
映画「長い散歩」。オリジナル企画同時発売。 

3 生涯学習講座 
春のラインナップ その数19 

「春からはじめるマナビGUIDE！」 
参加される人々の顔を思い描きながら担当者が企画した
講座 —。 様々な世代がイキイキする教室をつくりました。 

木が芽吹き 自然と心躍る季節 
平野佳恵 爽やかなワルツを歌う 

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。 

新緑とワルツ ～ das frische Grün und Walzer ～ 

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 

100人のプレミアムなセカイ Vol.32 
             子供とこどもの心を忘れない大人のために 

バッハと宮沢賢治の出逢い「セロ弾きのゴーシュ」 
バイオリニスト加藤菜津子と女優髙橋和子がお届けする 心のサプリメント 

加藤菜津子と髙橋和子が 
お届けする 心のサプリメント 

バイオリニスト加藤菜津子と女優髙橋和子のコラボレーション
企画がアザレア100プレに登場。 

4 毎週土曜日 図書館笠原分館が 
面白くなる 

赤ちゃんや未就園児、園児の小さな子どもたちへ向けて 
図書館でイベントを開催していきます。 

5 かさはら探検隊2015 
“まちのタカラをつくりだせ” 参加者募集 

地域が持つチカラを活用して、子どもたちの感性と創造性
を育むかさはら探検隊。 
楽しいメニューがてんこもり！キミも探検隊員にならないか。 

息遣いのわかる距離で人とヒトとを結ぶ100プレの舞台 
「平野佳恵によるソプラノコンサート」、「加藤菜津子＆髙橋
和子によるバッハと宮沢賢治の出会い『セロ弾きのゴー
シュ』」好評発売中。 



ジャズ・チャンツ 
カラダでおぼえる英会話 
講師 中司順子 

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 
 

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？ 

4月14日（火） 19:00～21:00 

料金 1,320円 
「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」 

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。 

5月9日（土） 
9:30～13:00  
料金 1,850円 
クッキーパン、 
トゥロン（スペインのあめ菓子） 

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 
 

日本へ観光に来日した外国人人気NO.1ス
イーツの「どら焼き」を餡子からつくります。 

６月４日（木） 10:00～13:00 料金 1,520円 「朴葉もち、朴葉すし」 

おばさんの知恵袋  端午の節句 
講師 加納鞆音 

季節の移り変わりを愉しんできた地域の風習、
優しく教えてくれるおばさんの知恵袋。 

 ＫＡＳＡＨＡＲＡ Cooking Club 

５月1２日（火） 19:00～21:０0 料金 1,320円 

 

6月9日（火） 19:00～21:00 

料金 1,320円 
「チンメンジャン、麻婆豆腐丼、もやし豚骨風
スープ、春雨サラダ、香り春巻き」 

元気な子どもを育てる 森裕子先生の元気ごはん料理教室  
講師 森裕子 
 

「親子で挑戦！ ぽっちゃりさんのダイエット大作戦」 

笠原中央公民館 情報 
 

        information    ☎43-５１５５  

6月28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 

4月4日（土）チケット発売 

映画 長い散歩 

「人生は長い散歩 愛がなければ歩けない」 
奥田瑛二監督、2006年モントリオール世界映画祭で 
3冠を獲得した名作を上映。 

ケルンの風～山崎伸子を迎えてのピアノ五重奏～ 

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

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 

あしすと読者特典   笠原中央公民館窓口で、「あしすと
をみた」とお伝えください。 
映画チケット500円にてご提供します。 

6月13日（土） 
9:30～13:00  
料金 1,850円 
ピザパン、 
オレンジプリン 

6月14日（日） 11:00～13:00 料金 2,580円 

○食事編 「押し麦入りカミカミごはん、豆腐団
子入りのまんぷくスープ、ノンオイルのマカロニ
サラダ、揚げない！春巻きスティック」 

7月19日（日） 11:00～13:00 料金 2,580円 

○おやつ編 「豆腐団子のきなこかけ、バナナ
ミックスジューズ、はちみつとごまの黒糖サンド、
かぼちゃとチーズのおやつサラダ」 

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

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） 

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 

ジャズの4ビートのリズムに乗せて、通じる英語を身につける。 
 

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 

2回シリーズ親子講座 

あしすと3月号で開催日を6月21日とご案内しましたが、 
6月28日の誤りです。お詫びして訂正します。 



笠原文化・体育施設、笠原地区の 「今」 をお伝えします 

eport — Talk R 

たじみオープンキャンパス 

たじみオープンキャンパス（OC）の特色とは 
 

 OCのアドバイザーは、市民からの登録制度になっ 
 ています。資格や肩書にとらわれず熱い思いを持っ 
 た人たちが集っています。 
 

 受講生の学習を支援するのがアドバイザーです。 
 受講生の声を聞きながら、プログラム（内容）は無 
 限に広がります。 
 

ウクレレを始めましょう 
アドバイザー 
     ケンシュウ 竹橋 
 

ウクレレを始めましょう。 
夏にぴったりのカワイイ楽器！ ポロロン♪と弾きがたり
ができるようになりましょう。 
５/9・5/16・5/23・5/30・6/6・6/13・6/20・6/27 
7/11・7/18（土） 14:00～16:00 料金 5,000円 
※ウクレレの貸出あります（4台まで、有料） 
※別途教材費500円要 
 
 

茶道  アドバイザー 西尾圭い子 
 

お抹茶を静かに一服いただく…とてもステキな時間
です。 
５ /2・5/9・5/16・5/23・5/30・6/6・6/13・6/20（土） 
19:00～21:00 料金 4,000円 
※別途教材費2,400円要 
 
 

今より楽に！ からだセルフケア講座 
アドバイザー 高田祐美子 
 

「自分で楽に動ける動きを見つける」がテーマ。マイ
ペースで優しくカラダを動かし、自然治癒力を高めま
す。関節痛、生理痛、不眠症の改善やスポーツを長く
楽しみたい方にもおススメです。 
5/9・5/16・5/23・5/30・6/6・6/13・7/4・7/11・
7/18（土） 10:15～11:45 料金 4,500円 
 
 

リンパ体操とセルフマッサージ 
アドバイザー 立木優子 
 

女性の体調不良の原因 骨盤のゆがみを整え、体の
ツボマッサージを行います。 
5/1・5/15・5/29・6/12・6/26・7/10（金） 
10:00～11:30 料金 2,500円 
 
 

頭が良くなる囲碁教室  アドバイザー 谷口静雄 
 

盤上のマス目の交点などどこに打っても良いという
自由なルールで「かたち」を作り上げていくのが囲碁
です。そこには自由な発想と創造性があります。古来
から親しまれてきた囲碁で頭を鍛えよう。 
5/17・5/24・5/31・6/7（日） 10:00～12:00  
料金 2,000円 
 

   OCのお申込みは、   
４月2日（木）～4月15日（水） 9:00～21:00 

まなびパークたじみ 
    ※4月3日（金）から笠原中央公民館でも可（17：00まで） 

 

1年間のカリキュラム 仲間と過ごす「マナビ」の時間 
 

かさはらHAPPYスクール 

ことぶき学級 ペン習字クラス  
講師：佐藤碧山 

ゆっくりとペン習字を学びます。 
毎月第1・3水曜日（5/6～3/16） 全20回  
9:30～11:30  
料金 8,200円 ※ 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 
作品制作を通じて、陶芸の技巧をじっくりと学びます。 
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 
ゆったりやさしいヨガで、日ごろの疲れをリセット 
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 

声を出して歌えば、ココロもカラダも元気いっぱい。 
毎月第2・4木曜日（4/23～3/24） 全20回  
10:00～11:30 料金 6,800 円 

アトリエかさはら陶芸部 講師：高橋義孝 
自分の「つくりたい」が カタチになる。 
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 

ファン先生の韓国語レッスン 入門コース  
講師：黄載和 
初めての方やビギナー向けのコース。基礎から始めます。 
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 
ハングルが読めて、単語もわかるという方向けのコース 
毎月第2・4木曜日（4/23～3/10） 全20回 
19:00～20:00 料金 10,500円 

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 
ゆっくりと楽しく合唱を学びます。 
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 

素敵な絵手紙を描いてみませんか。 
毎月第3土曜日 （5/16～3/19） 全11回 
9:30～11:30 料金：6,850円 



 

           5日（日） 10：00～     20日（月）   19：45～ 

        10日（金） 
18：15～ 
19：45～ 

   25日（土）   1８：１５～ 

        15日（水） 18：15～    30日（木）   14：00～ 

4月から 
はじまる 

受講料 500円 所要時間 約1時間 

 予約制  笠原体育館  TEL43-6285 

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。 

体操の日 体操の苦手を克服する     
4/20（月）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。 

4/18（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には卓球の先生からアドバイスを受けることができます。 

6日（月） 13日（月） 16日（木） 20日（月） 27日（月） 

今月の休館日                   

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 

多治見の街並み散策と史跡巡りコース 
距離 約3.8ｋｍ 所要時間 約80分 

スタート地点 多治見市役所 日之出2-15 

親子ほのぼの推進ネットワークの
メンバーが、ふしぎな科学実験や
工作遊びを届けてくれます。 

[おはなしの会] 
笠原地域子育て支援センター 
4/21（火）11:15～11:30 

ママのための図書タイム 毎週土曜日10:00～12:00 
 

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。 
 

お母さんへのにがおえ 
似顔絵や感謝のメッセージを書いていただけるよう 絵本コーナーに
画用紙、クレヨンなどを用意します。 

図書館笠原分館 情報 
 

           information    ☎43-5155  

笠原体育館 情報 
 

        information    ☎43-６２８５  

ウォーキングチャレンジ 情報 
 

           information    ☎43-6285  

赤ちゃんから大人、おじいちゃん、おばあちゃん…  
みんなが集える図書館を目指します。             
 

                         図書館笠原分館が面白くなる 
    園児や未就園児、親子で楽しめるイベントを毎週開催します 

                    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 
子どもたちと本との素敵な出会いを   おはなしの会  

ジャズチャンツキッズ体験会 
ジャズの4ビートのリズムに合わせて 
英会話を体験 

 だい １ どようび  4/4 

 4/11 

 4/18 

カッパの会のメンバーが素敵な絵本を
紹介してくれます。 

なぞときバトル 
図書館に秘められた謎を解き明かせ 

お楽しみきかく ②  
月替わりで楽しい催しを企画します 

お楽しみきかく ①  
月替わりで楽しい催しを企画します 

 だい 2 どようび 

 だい 3 どようび 

 4/25  だい 4 どようび 



 ぬりえで自己紹介 ＆ みんなで“のぼり”を作ろう！ （5/1６（土）） 
 自分たちだけのオリジナル米づくり！  田植え編（5/30（土）） 
 あなたのゆめかなっちゃわんをつくろう（7/18（土）） 
 かさはらの伝説をかみしばいにしよう！（8/22（土）） 
 君こそ伝説の語り部！かみしばいを披露しよう！！（９/26（土）） 
 自分たちだけのオリジナル米づくり！ いね刈り編（９月） 

 春うららさくらまつり＆かさはら陶器まつりのお知らせ 

 

きらきらサーキット 
 

4/24（金） 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 

問合せ 笠原町商工会 
TEL 43-3241 

問合せ・申込み  笠原歌謡愛好会 会長 倉橋 武 
TEL 43-4342 

 子どもたち みんなが主役 
  

2015子ども対象事業 新しいテーマを設け NEW START  

相手の行動を気持ちよく変化させる心理テクニック 
～やさしい人間関係を築くために～ 

 

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 

                         生涯学習講演会 

心理カウンセラー  衛藤信之講演会 

6月3日（水） 開場18:00 開演18:30  

入場無料  共催：NPOまいて 

かさはら探検隊 隊員募集開始 

かさはら探検隊２０１５～まちにタカラをつくりだせ～ 
 

探検隊はさらに内容がグレードアップ 
地域が持つチカラを活用して、子どもたちの感性と創造

性をのびのびと育む楽しいメニューがてんこもり！ 
さぁ、君も探検隊の一員にならないか！？ 

  

  第１回 5月16日（土）9:30～ 

 対象 小学校1年生～4年生 

 どの小学校の方でもご参加いただけます 

 料金：7,000円 

笠原中央公民館 情報 
 

        information    ☎43-５１５５  

ご当地キャラと旅しよう！（１０/31（土）・１１/２１（土））  
自分たちだけのオリジナル米づくり！ しめ縄づくりとごはんづくり（１２/１２（土）） 
親子参加可！音であそぼう！こう・みん・か～ん！！（１/２３（土）） 
ちゅうこみ観光スポット化計画発動！顔出しパネルづくり（２/２０（土）） 
マイ・グラジュエーション！ ～わたしのメモリアル・卒業証書づくり（3/１４（土）） 
 

※天候等により予定は変更する場合があります 

かさはら和太鼓クラブISAMI 参加者募集 
 

プロの和太鼓奏者が直接指導します。 

伝統的な音楽から現代的な楽曲まで多彩なレパートリーに 

取り組み、各地で演奏会なども開催。 

  練習日 月3回程度 

  ※木曜日の夜を中心に練習 19:00～21:00 

  【講師】木村勇介（GONNA) 【料金】2,000円/月 

アザレアホールで自慢の歌声を披露しませんか 
 

毎年たくさんのご参加をいただいている笠原チャリティ歌の祭典、今
年も6月21日（日） 笠原中央公民館アザレアホールにて開催しま
す。主催の笠原歌謡愛好会では出場者を募集しています。出場希
望の方は、下記までお問合せください。 
 

出場者募集締め切り 4月15日（水） 
 

 

第30回笠原チャリティ歌の祭典 
6/21（日） 12:30開演 

会場：笠原中央公民館 アザレアホール 
主催：笠原歌謡愛好会 FMA 
後援：多治見市教育委員会・中日新聞社・東濃新報 

 「歌の祭典」出場者募集のお知らせ 

クラウンも登場！！ 餅投げも開催！！ 
 

春の笠原のお祭り！春うららさくら祭りとかさはら陶器まつりを同時開催します。 
フードコーナー、昔遊びコーナー等様々なブースが出店します。ぜひご参加ください。 
 

4/19（日） 春うららさくらまつり 9:00～13:00 
            かさはら陶器まつり 9:30～16:00  

今年は会場を変更します 
笠原中央公民館 裏駐車場及び笠原保育園裏駐車場 

※餅投げ15:00開始予定 
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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 水     ①       

2 木  笠原児童館進級お祝いお楽しみ会    ①     

3 金   ○        

4 土  ほのぼのあそびパーク（図笠分）11:00～           

5 日  トレ室利用者講習会（笠体）10:00～           

6 月   
 交通安全日  笠原保入園式・育友会総会                                  【図書館休館日】 
 らくらく筋力アップ体操（福祉センター）13:00～                               

          

7 火 
  

 笠原小学校始業式  笠原中学校始業式・入学式 ○         

8 水 
 笠原幼稚園始業式・入園式  笠原小学校入学式 
 スッキリ疲れがとれるヨガ（笠中公）19:00～ 

          

9 木       ②     

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

11 土 
 たじみ陶器まつり（12日まで）  市之倉陶祖祭（12日まで） 
 ジャズチャンツキッズ体験会（図笠分）11:00～ 

         

12 日             

13 月                                                                       【図書館休館日】           

14 火  洞谷式時短レシピ（笠中公）19:00  ○         

15 水  交通安全日  トレ室利用者講習会（笠体）18:15～   ②       

16 木                                                                       【図書館休館日】      ①   

17 金  笠原幼稚園育友会総会 ○         

18 土 
 笠原小学校授業参観・ＰＴＡ総会  笠原中学校授業参観・ＰＴＡ総会 
 おはなしの会（図笠分）11:00～  卓球の日（笠体）13:00～                      

          

19 日  かさはら陶器まつり  春うららさくらまつり           

20 月 
 体操の日（笠体）1４:00～  らくらく筋力アップ体操（笠体）13:30～              【図書館休館日】 
 トレ室利用者講習会（笠体）19:45～        

          

21 火  おはなしの会（支援センター）11:15～ ○         

22 水  笠原幼稚園家庭訪問（30日まで）  スッキリ疲れがとれるヨガ（笠中公）19:00～           

23 木  名歌を歌おう（笠中公）10:00～  ファン先生韓国語レッスン（笠中公）19:00～ 20:10～        ②   

24 金  笠原保育園春の遠足 ○         

25 土  なぞときバトル（図笠分）11:00～  トレ室利用者講習会（笠体）18:15～            

26 日             

27 月                                                                      【図書館休館日】           

28 火   ○         

29 水     ①       

30 木  トレ室利用者講習会（笠体）14:00～           


