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笠原版 

お待たせしました！ 
7月開催・チケット発売情報 

ケルンの風 
～山崎伸子を迎えてのピアノ五重奏～ 

落語の世界 

三平・歌武蔵二人会 
ベイビー・ブー 
うたごえ喫茶音楽会 

音楽クラコ座 
今様音楽旅行 

SHARE THE ORCHESTRA  

＜お知らせ＞ 
9月20日(日)・21日(月・祝)は、 

電気工事のため 
笠原中央公民館・笠原体育館 

多治見市図書館笠原分館は 
臨時休館となります。 



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 

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 

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、
誰もが知っている耳なじみの名

曲を熱く楽しく演奏します！ 

 

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。 
歌唱指導コーナーもあり。 

 

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。 

練習日  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) 

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 

※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 

100人のプレミアムなセカイ 座席は舞台の上。100人限定の特別な時間 

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 

アザレアホール イベント   ホールでの素敵なひとときを・・・ 

林家三平 三遊亭歌武蔵 

いよいよ7月。上質な時間をあなたに・・・ 

いよいよ始動！ 誰でも参加できる音楽会 
 
6月6日(土)約50名の参加者が一堂に会し、発会式が行われまし
た。今回の舞台の構想や想いを伝え、レコ大(レコード大賞)メド

レーから練習を開始しました。 
10才代～70才代まで幅広い参加者があるため、馴染のある曲と

いっても、世代によって知らない曲もあります。そのギャップも
また面白い取り組みとなっています。 
今回、曲間にはお芝居もあります。まだ、間に合います。 

気になった方、ぜひご参加ください。 

＜開催概要＞ 

 

演奏曲・スタンド・バイ・ミー 
      ・All you need is love 
      ・What a Wonderful World 他 



9月9日(水）10:00～13:00  講師 加納鞆音・谷口玲子 

料金 1,520円   ・お月見団子 ・栗ごはん 

おばさんの知恵袋シリーズ 

 重陽の節句とお月見      

季節の移り変わりと地域の行事をあわせ、 

愉しんできた地域の風習を学ぶシリーズ。 
十五夜・十三夜はそれぞれいも名月・栗名
月と呼ばれ、それにちなんだ食べ物を作り

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 

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  

8月 8日（土） 
9:30～13:00  
・コーンパン  ・ブラッドオレンジのゼリー 

大人も親子も楽しめる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。材料にもこだわっています。 

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!! 

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        

○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 

すぐに作りたくなるおウチごはん   講師 洞谷多美江 

7月7日（火）19:00～21:00 
・チリソースの焼きパスタ 
・水菜サラダ 
・簡単黒糖蒸しパン  
・キャベツの芯スープ                  

 夏休み子ども講座        

 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！ 

9月12日（土） 
9:30～13:00  
・しそ明太子パン  ・黒糖コーヒーゼリー 

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。 

9月8日（火）19:00～21:00 
・鶏みそ 
・焼売 
・大根めかぶサラダ 
・和風ミネストローネ                  

各回申込み  料金 各1,520円 

 夏、図書館へ行こう！  

おはなしの会 夏休みスペシャル      

夏休み恒例のおはなしの会スペシャル! 

絵本の読み聞かせのほか、ペープサート 
やパネルシアターもあるよ。 
どなたでも参加できます。 

お子さまとでぜひお越しください。 

7月26日(日）10:30～12:00 
参加無料  申込不要   会場 笠原中央公民館  

育ち盛りの子どもでも安心して食べられるヘルシーなおやつをご紹介します。 



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  

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 

子どもとママのための時間  毎週土曜日 11:00～12:00  

ふしぎな科学実験や工作遊び。 

みて・さわって・かんがえる   

ほのぼのあそびパーク 『紙皿けん玉』を作ろう 

だい １ どようび  7/4 

おたのしみきかく①  英語で遊ぼう ！ 

だい 2 どようび  7/11 

※笠原地域子育て支援センターでの 

  おはなしの会は7/21(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  7/18 

おはなしの会 

切り絵 で キララ 
かんたんな切り絵におやこで挑戦！ 

だい 4 どようび  7/25 

英語でのよみきかせなどを行います。 

トレーニングﾞ室利用講習会  7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  

7/25（土） 

7/20（月） 

受講料 500円 所要時間 約1時間 

   5日（日） 10：00～ 20日（月） 18：15～ 

10日（金） 
18:15～ 

19:45～ 
25日（土） 18:15～ 

15日（水） 14:00～ 30日（木） 19:45～ 

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 
 

「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」 
会場：笠原中央公民館駐車場・笠原中央公民館・笠原体育館 

 

 
 

今月の休館日                   

6日（月） 13日（月） 16日（木） 27日（月） 

お知らせ 

※7/20(月)は祝日のため開館です。 

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。 

8/1(土)   

加藤拓三 
和太鼓の夕べ 
 『感 謝』 

世界的に有名な 

加藤拓三による太鼓演奏 
心を打つ太鼓の音を 
ぜひお聴き逃しなく！ 

グレート家康公 
「葵」武将隊がやってくる 

17:00頃～ 

フィナーレ 20:30~ 

ゆかたで踊ろう！盆踊り ！ 

郡上踊りスペシャル  19:00～ 

    今年の盆踊りは一味違う。郡上踊りの 

     本場からお囃子と踊り手がやってきます。 

キミの描いた絵が泳ぐ！！ 

巨大水族館  
13:00～17:00 

・水鉄砲で遊ぼう！ ウォーターフェスティバル 

 ・かき氷の早食い対決 
  ・いこまいステージ  
   ・キミに解けるか！なぞときチャレンジ 

    ・こころに 未来に残したい 笠原の風景人気投票 
    ・いこまい大抽選会 

     ・各種体験ブース 

12:00~21:00 
入場無料  ※一部イベントは有料 

盆踊りの練習会 

7月28日（火）19:30～ 笠原体育館 第１競技場 
どなたでもご参加できます。 



 お父さんと遊ぼう ~プール遊び~ 

 水深1メートルの保育園のプールには、滑り台もついています。 

 まだオムツがはずれていない子は、大きなビニールプールで遊びます。 

7/26（日） 10：00～11：00 

 対  象 未就園児父子 15組 

        ※雨天の場合 きらきらルームで運動遊びをします。 

 持ち物  タオル・お茶  

    (保育園プール )水着、水泳帽(両方とも大人も着用) 

    (ビニールプール)水着(大人も着用)または水遊び用オムツ、帽子 

 

おから粘土 
 おから粘土をぎゅっと握ったり、踏んだり、容器に詰めたりして遊びます。 

8/4（火） 10：00～11：00 

 持ち物   汚れてもいい服装(水着可) 帽子、必要に応じて着替え、 

          タオル、お茶 

 対  象   未就園児親子15組  ※大豆アレルギーの方は参加不可 

 ◆申込みは上記いずれも必要 

       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  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 
 

リンパ・ドレナージュ     講師 コパン     

リンパを刺激し、リンパ液の流れを活性化して身体機能や美容効果を

高めます。  終了後、健康相談を無料で実施。 

7/8(水)  10:00~11:30  受講料 無料 

持ち物  飲み物、マット、バスタオル   
 

「心電図検査からわかる病気」 講師 名古屋徳洲会総合病院 
~心臓を12の視点からみてみよう~ 

7/13(月)  14:00~      受講料 無料 

  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 

星ケ台競技場から冒険公園コース 
              距離 約3.6ｋｍ 所要時間 約６０分 

スタート地点 星ケ台競技 星ケ台３丁目１９番地 

ウォーキングチャレンジ 情報 
 

           information    ☎43-6285  

 

 

 笠原校区わたし主張２０１５  受賞者発表 

小中学生の想いがホールに響き渡りました。 
 

 

小学生の部  

最優秀賞：水野愛子さん  
    （人が幸せになるすてきなあいさつ） 

優秀賞：長江素晴さん、加茂田翔馬さん、 
  水野歩夢さん、古谷晃彦さん、奥村世名さん 
 

中学生の部 
最優秀賞：成瀬亜希子さん（始まりの号令） 

優秀賞：釜倉未来さん、前田美里さん 

サポートスタッフ：今井千春さん、加藤さららさん、中澤杏海さん, 
                     中島春菜さん、水野由惟さん、佐藤純菜さん 
              笠原中学校吹奏楽クラブ 

 
 

 

男女混合の部   優勝 向島区   （稲葉チーム） 

               2位  平園区①（安藤チーム） 
                3位  上原区①（小川チーム） 

 

女子の部       優勝 上原区①  （柴山チーム） 
                2位 向島区② （安藤チーム）  

                 3位  平園区   （水野チーム） 
 

親睦の部       優勝  栄区 （くじらチーム）  
                2位  神戸区（ほのぼのチーム） 
                3位  栄区 （イルカチーム） 

 笠原各区対抗ソフトバレーボール大会  
 成績発表 

胃がんバス検診 

8/9(日)  笠原児童館  ※乳がん検診同時受診者用 

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 

乳がんバス検診 

8/9(日)  笠原児童館  ※胃がん検診同時受診可 

対象者 

  平成26年度乳がん検診を受けていない、40歳以上の市民(女性) 

自己負担 1,000円  

検診内容 乳房レントゲン(マンモグラフィ)検査と視触診 

注意事項 ペースメーカーやシリコンを挿入してみえる方、授乳中の方    

         はご遠慮ください。 

※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 



  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 水 
ことぶき学級ペン習字(笠中公) 9:30~  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~    
  ①       

2 木 笠原小学校家庭訪問（8日まで）  アトリエかさはら陶芸部 (笠中公) 9:00~ 19:00~        ①     

3 金     ○       

4 土 多治見市中学校総合体育大会（１日目）  ほのぼのあそびパーク(図笠分)11:00~            

5 日 
笠原児童館七夕フェスティバル 
多治見市中学校総合体育大会（2日目） 

            

6 月   【図書館休館日】            

7 火 笠原保育園七夕会   洞谷式時短レシピ(笠中公)19:00~   ○         

8 水 アトリエかさはら陶芸部ビギナー (笠中公) 9:30~              

9 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     

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

11 土 
多治見市中学校総合体育大会（3日目） 笠原幼稚園夏のお楽しみ会 
英語で遊ぼう！ (図笠分)11:00~   夏の交通安全県民運動 ２０日(月)まで 

         

12 日 多治見市中学校総合体育大会（4日目）             

13 月 交通安全日 【図書館休館日】           

14 火     ○         

15 水 
ことぶき学級ペン習字(笠中公) 9:30~  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~  

  ②       

16 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】      ①   

17 金 笠原幼稚園第1学期終業式  交通安全日   ○        

18 土           

19 日 市民野球祭開会式   元気ごはん料理教室(笠中公)11:00~             

20 月 ケルンの風(笠中公)16:00~ 体操の日(かさ)             

21 火    ○         

22 水 アトリエかさはら陶芸部ビギナー (笠中公) 9:30~              

23 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   

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

25 土 切り絵でキララ(図笠分)11:00~               

26 日 
お父さんと大プールで遊ぼう：笠原地域子育て支援センター   
おはなしの会夏休みスペシャル(図笠分)10:30~  
ダンボールでつくる水族館(笠中公)13:00~ 

          

27 月   【図書館休館日】           

28 火    ○         

29 水 スッキリ疲れがとれるヨガ(笠中公)19:00~     ①       

30 木 アトリエかさはら陶芸部 (笠中公) 9:00~ 19:00~         ①     

31 金     ○         

絵手紙講座 (笠中公) 9:30~ ランプシェードづくり(笠中公)9:30~ 
おはなしの会 (図笠分) 11:00~   


