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笠原版 

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～ 

心理カウンセラー 

   衛藤信之講演会 

100人のプレミアムなセカイ Vol.32 

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 

映画 長い散歩 
～人生は長い散歩 愛がなければ歩けない～ 

6月開催のラインナップ 
アザレアホールから目が離せない 



笠原中央公民館 情報 
 

        information    ☎43-５１５５  

ケルンの風 ～山崎伸子を迎えてのピアノ五重奏～ 

日本を代表するチェリスト 山崎伸子 
笠原に縁のある加納裕生野 等 凄いメンバーが勢揃い。 

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

6月13日（土）  
開場13:30 開演14:00  
全席自由 1,000円 
※座席は舞台上です。 

100人のプレミアムなセカイ Vol.32 

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 

子供とこどもの心を 

忘れない大人のために 

目前で繰り広げられるバイオリニスト 加藤菜津子と 

女優 髙橋和子の共演。 

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 

映画 長い散歩 ～人生は長い散歩 愛がなければ歩けない～ 

2006年モントリオール世界映画祭で3冠受賞した名作 

奥田瑛二監督の名作を上映します。撮影の舞台は笠原中央公民館と 

旧笠原庁舎。「変わりゆくまち」過去から現代への変化を心に・・・ 

 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。 
 

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 
ベートーベン：弦楽四重奏曲第３番op18-3 
ドヴォルザーク：ピアノ五重奏曲op81b ほか 

100人のプレミアムなセカイ Vol.33 

SHARE THE ORCHESTRA  
share the soul！!ｓhare the music!?  
SHARE THE ORCHESTRA in多治見! 

名古屋の実力者7人が集まる 

ソウル、ファンクバンド。 
多彩な魅力は、聞く人を 
飽きさせない音を紡ぎだす。 

知る人ぞ知るジャズナンバー
やソウルナンバー、ファンク

ナンバー、誰もが知っている
耳なじみの名曲を熱く演奏！ 

 

9月19日（土） 開場15:30 開演16:00  全席自由1,000円 

100人のプレミアムなセカイ Vol.34 

音楽クラコ座  
 ~今様音楽旅行～                   

東海地方で唯一の新しい 

音楽を中心に演奏する 
グループ「音楽クラコ座」。 
さあ、現代音楽による、 

世界旅行をお楽しみ下さい。 
 

9月27日（日） 開場13:30 開演14:00  全席自由1,000円 

N.カスティリオーニ：「美しいヴェレーナ」のための11の舞曲 
J.M.ギッシ：3つの俳句     ほか 

Baｂy Boo  うたごえ喫茶音楽会 

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。 

 

10月25日（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 

ベイビー  ブー 

チケット発売  
    ７月４日(土)から。 

チケット発売  ７月４日(土)から。 

チケット発売  ７月４日(土)から。 

落語の世界 

三平・歌武蔵二人会 
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。 

落語のおもしろさをぜひ味わってください。 
 

1０月3日（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 チケット発売 
   ７月４日(土)から。 
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客席は舞台の上・・・ “100人のプレミアムなセカイ”  

※未就学児童入場不可 

※未就学児童入場不可 

※未就学児童入場不可 

※未就学児童入場不可 

※未就学児童入場不可 

※未就学児童入場不可 



６月４日（木）10:00～13:00  講師：加納鞆音 料金 1,520円  
・朴葉餅 ・朴葉寿司 

おばさんの知恵袋シリーズ ～端午の節句～      

季節の移り変わりを愉しんできた地域の風習を優しく教えてくれます。 

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 

 王道のスイーツを、「基本レシピ」で 
 作り上げます。 

 リクエスト多数の和菓子に挑戦! 
 

8月18日（火） 19:00～21:０0 

料金 1,320円 
・浮島 

笠原中央公民館 夏講座   

未来予想図を描くシリーズ 

夏休みクラフト教室 参加大募集！  

ダンボールでつくる水族館 
講師 大﨑智仁 

夏休み子ども陶芸講座 

ランプシェードづくり 
家～ィ！ 夢のおウチをつくランプ！  
 講師：斧内弥生・高橋義孝 

7月18日（土） 9:30～11:30 
小学生以上20名  料金1,000円 

家のカタチのラン プ

シェードをつくります。
みんなのお家はどん
な形？ キャンドルなど

を入れて光と影の模
様を楽しみましょう。 

夏休み子ども講座 

こども うどん塾 
講師：加藤のぶ子 

8月18日（火） 9:30～12:30 
小学生24名  料金500円 

粉からこねてうどんを

打とう!つゆもだしか
ら作ります。ひんやり
デザートもつくって楽

しいランチのできあ
がり!! 

水に住む生き物から

創造の動物まで何で
もＯＫ。ダンボールで好
きな海の生き物をつ

くって「ダンボールの
水族館」をつくろう！ 

7月26日（日） 13:00～17:00 
小学生20人 料金1,000円 

 ＫＡＳＡＨＡＲＡ Cooking Club        

○食事編 

 6月14日（日） 11:00～13:00 
 料金2,580円 
       ・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 ○おやつ編 

7月19日（日） 11:00～13:00 
料金2,580円 
 ・豆腐団子のきなこかけ 

 ・バナナミックスジュース 

 ・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 

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」 

洞谷式おいしい時短レシピ  講師 洞谷多美江 

すぐに作りたくなるおウチごはん  

7月7日（火）19:00～21:00 
 料金 各1,520円 
・チリソースの焼きパスタ 
・水菜サラダ 
・簡単黒糖蒸しパン  
・キャベツの新スープ                  

 夏休み子ども講座        

多治見市制75周年  多治見・笠原合併10周年記念事業 

かさはらいこまい祭2015 情報 Information 
 

「ここに来ることに価値がある」  会場：笠原中央公民館駐車場 
 

笠原の人々が大切にするこの場所に、人が集い、生まれる”特別な”時間  

模擬店・パフォーマンスステージ参加者募集 
 

【模擬店】   祭りを盛り上げる模擬店出店者を募集します。 
 

参加条件 ：  
 ・暑さによる食品の傷みなどを考慮し、保健所の指導に従える方 
 ・保健所への営業許可については各自でお願いします。 
 ※基本的に加熱する場合には、ガスを使用してください。電気を使用される 
   場合は電気代負担分として2,000円をお支払いいただきます。 
 

申込み用紙をご用意しています。  締切 6/15（月） 
 
 

【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 
 

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、多数の方がご来場していただ 
  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。  締切 6/29（月） 
 
  

「こころに、未来に残したい 笠原町の風景 」 
写真作品募集 

 

未来に残したい笠原のいまの風景を写真に撮ってお申込みください。 
いこまい祭会場で展示し、来場者に好きな写真を投票していただき 
その結果、上位3名に素敵な賞品を差し上げます。 

 
撮影対象：笠原町内の風景 ※撮影場所をご記入ください。 

大きさ：Ｌ版  お1人様1点のみ  作品はご返却いたしません。 
 

詳細は申込み用紙にて。  作品締切 6/29（月） 
 
    申込み・問合せ：笠原中央公民館 ＴＥＬ 0572-43-5155 
    主 催 ：かさはらいこまい祭実行委員会 

 

 
 

アトリエかさはら陶芸部 ビギナーコース 

６月10日～8月19日 水曜日 全9回  9:30～11:45 
講師 髙橋義孝   料金8,000円 

陶芸が初めての方へ。制作をしながら技法を学びます。 

 公民館講座  

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？

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！ 



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。 

予約制  笠原体育館  TEL43-6285 

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  
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。 

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だり、

楽しく読んでいただくことができる時間です。 

図書館笠原分館 情報 
 

           information    ☎43-5155  

笠原体育館 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…みんな集まれ ！             
図書館笠原分館がアツい 面白い ！  
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  

6/20（土） 

6/15（月） 

笠原各区対抗 
ソフトバレーボール大会  

恒例のソフトバレーボール大会です。 

開催日 ６/７(日） 

開会式10:00 競技開始10:30  

笠原体育館２階 第１競場 

 ※昼食は各自で持参。            
   
会場の都合上、大会開催日は多治見市の一斉清掃の日となって 

おります。開催時間が例年と異なりますのでご注意ください。 

受講料 500円 所要時間 約1時間 

   5日（金） 
18：15～ 

19：45～ 
20日（土） 10：00～ 

10日（日） 14：00～ 25日（木） 19：45～ 

15日（月） 18：15～ 30日（火） 18：15～ 

ママ、ゆっくり図書館行こうよ！ 

はじめてでも大丈夫 ! 野球体験  

              13：30～16:：30  

笠原小学校運動場 ※雨天時 笠原体育館 
講  師：多治見市スポーツ少年団指導者 

参加費：無料   対象 ：年中～小学３年 

申込み：笠原体育館 TEL 43-6285  または 笠原中央公民館 TEL 43-5155 

6/14（日） 

楽しく遊びながら、キャッチボールや 

ノックなどを体験！ 

今月の休館日                   

1日（月） 8日（月） 22日（月） 29日（月） 15日（月） 

お知らせ 

※16～19日は蔵書点検のため休館です。 

ふしぎな科学実験や工作遊び。 

※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。 

みて・さわって・かんがえる   

ほのぼのあそびパーク 『くるくるタコさん』を作ろう 

だい １ どようび  6/6 

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。 

動物のサンバイザーを作ってみよう 
動物の形をしたサンバーザーを作ります。 

おたのしみきかく① 

だい 3 どようび 

だい 4 どようび 

だい 2 どようび  6/13 

 6/20 
おはなしの会 

 6/27 

たのしい企画をご用意。お子様とぜひお越しください。 

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  

 
発会式  6月6日(土) 19:00から  
練習日  6月分 6月14日(日)・21日(日)・27日(土) 
        7月分 7月5日(日)・12日(日)・18日(土)・25日(土) 
        以降、週一回の稽古を行います。  
公演日  11月22日(日) 

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 

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） 
申込み：笠原中央公民館 TEL 43-5155 

CHECK  笠原中央公民館情報 



 

血管年齢測定と健康体操 

指先で簡単に血管年齢が測定できます。測定後はリンパの流れ

をよくするストレッチを中心に体を動かします。 

6/23（火）  10:00～12:00  会場：平園区公民館 

 講  師  ㈱コパンインストラクター 

 定  員  30名 ※定員になり次第締め切らせていただきます。 
 参加費  無料 

 持ち物  動きやすい服装、ヨガマットまたはバスタオル、水分 
 主  催  多治見市役所保険年金課 

 共  催  多治見市保健センター   笠原中央公民館  

 

申込み  笠原中央公民館 TEL 43-5155 

 

ベビーマッサージ 
 

6/2（火） 10：00～11：00 笠原保育園 遊戯室 

講  師 渡辺三保 (池田保育園子育て支援センター所長) 

対  象 未就園児親子 2０組 

申込み 1ヶ月前より受付(多治見市内) 

       ２週間前より受付(地域問わず) 

 

きらきらアスレチック 
 

6/24（水） 笠原保育園２階 きらきらルーム 

           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 

内  容 鉄棒、跳び箱、マットなどを使った運動遊び 

申込み 不要 ※年齢に合った遊びが安全にできるよう時間帯を分 

              けました。ご確認のうえ、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 

生きがい健康塾サロン受講生募集  会場：かさはら福祉センター 
 

ガーデニング教室 
多肉植物を楽しみましょう 

6/9(火)  13:00~ 参加料 1,500円  要申込   
 

医療講座 「糖尿病・透析と足病変」 
下肢切断1万人の衝撃：今日から始める足温存のためのセルフケア 

6/9(火)  15:00~ 参加無料  申込不要   
 

スマホ教室  講師：おりべ 

スマホを買いたいけど不安・・・買ったけど使い方がわからない・・・ 

もっと活用したい方へ  
 

6/10（水）  午前の部 10:00～11:30  午後の部 13:30~15:00 

             参加無料  要申込  ※スマホは用意します。   

  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 

安土桃山の里と東町大洞池コース 
              距離 約5.2ｋｍ 所要時間 約135分 

スタート地点 セラミックパークMINO 東町4-2-5 

問合せ  笠原歌謡愛好会 会長 倉橋 武  TEL 43-4342 

ウォーキングチャレンジ 情報 
 

           information    ☎43-6285  

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を 

開催します。 

 

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 
入場：無料 
主催：笠原歌謡愛好会 FMA 
後援：中日新聞社・東濃新報 

第30回笠原チャリティ歌の祭典 のお知らせ 

 

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  当日会場へお越しください。  

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。 
 

各地で大人気のインディアン・カウンセラー
による講演会。 

このチャンスをお聴き逃しなく！！ 

 笠原幼保小中連合PTA  NPOまいてからのお知らせ  

問合せ  笠原中央公民館 TEL 43-5155 

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～ 

 笠原中央公民館からのお知らせ 

多治見市国保健康づくり事業 



  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 月 交通安全日 筋力アップ体操(福祉センター)13:00~ 【図書館休館日】           

2 火     ○         

3 水 NPOまいて生涯学習講演会18:30~  ことぶき学級ペン習字(笠中公) 9:30~     ①       

4 木 アトリエかさはら陶芸部 (笠中公) 9:00~  19:00~   おばさんの知恵袋(笠中公)10:00~       ①     

5 金 笠原保育園端午の節句   ○         

6 土 笠原校区わたしの主張大会(笠中公)  ほのぼのあそびパーク(図笠分)11:00~             

7 日 各区対抗ソフトバレーボール大会(笠体)10:00~              

8 月   【図書館休館日】           

9 火 洞谷式時短レシピ(笠中公)19:00~   ○         

10 水 
笠原中学校１年名古屋研修   アトリエかさはら陶芸部ビギナー (笠中公) 9:30~  
スッキリ疲れがとれるヨガ(笠中公)19:00~ ジャズチャンツ英会話(笠中公)19:00~ 

          

11 木     ②     

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

13 土 
笠原幼稚園家族参観日  絵手紙講座 (笠中公) 9:30~  
100プレ「セロ弾きのゴーシュ」 (笠中公)14:00~  おたのしみ企画(図笠分)11:00~ 

         

14 日 ホタル見学会（20日まで）  元気ごはん料理教室(笠中公)11:00~            

15 月 
交通安全日  らくらく筋力アップ体操(笠体)13:30~ 
体操の日(笠体)14:00～ 

【図書館休館日】           

16 火 笠原保育園プール開き 
【図書館休館日】 

  蔵書点検のため 
○         

17 水 
ことぶき学級ペン習字(笠中公) 9:30~  
ジャズチャンツ英会話(笠中公)19:00~ 
アトリエかさはら陶芸部ビギナー (笠中公) 9:30~   

 【図書館休館日】 

  蔵書点検のため 
  ②       

18 木 アトリエかさはら陶芸部 (笠中公)9:00~ 19:00~   
【図書館休館日】 

  蔵書点検のため      ①   

19 金 笠原幼稚園プール開き 
【図書館休館日】 

  蔵書点検のため ○        

20 土 おはなしの会(図笠分)11:00~  卓球の日(笠体)13:00～             

21 日 笠原チャリティー歌の祭典12:30～             

22 月   【図書館休館日】           

23 火     ○         

24 水 
笠原小学校授業参観   アトリエかさはら陶芸部ビギナー (笠中公) 9:30~  
スッキリ疲れがとれるヨガ(笠中公)19:00~  ジャズチャンツ英会話(笠中公)19:00~ 

          

25 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~ 
アトリエかさはら陶芸部 (笠中公) 9:00~  19:00~  

      ②   

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

27 土 
わたしの主張多治見市大会：バロー文化ホール  
動物のサンバイザーづくり(図笠分) 11:00～   

          

28 日 映画「長い散歩」13:00~ 17:00~  笠原小学校資源回収             

29 月   【図書館休館日】           

30 火     ○         

笠原中学校2年琵琶湖研修（12日まで）  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~   


