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夏目漱石『吾輩は猫である』をベースに井上堯之氏の楽曲で紡がれる 

オリジナルな舞台。集まった皆さんが、約半年間、助け合い・協力しながら 

作品を創り上げ、かけがえのない仲間になっていく・・・ 

"誰でも参加できる”舞台があなたを待っています。 

5 
2018 

笠原地区の文化・体育施設催し物案内 

笠原版 あしすと 
『流れ』を生み出し、『接点』をつくる   “ひと・まち・もの”に絆が“芽吹く”場所づくり 

トーク＆ライブ 

歌がたり in笠原 

６月８日(金) 
全席指定 前売り 5,000 円／当日 5,500 円 

プレイガイド｜笠原中央公民館（43-5155） にて発売中！！ 

       チケットぴあ（0570-02-9999）Pコード：108-312 

あの加藤登紀子さんが笠原に！！ 

加藤登紀子による歌と語りの夕べ。 

素敵な時間をお楽しみください。 

18:30開場 19:00開演  

※未就学児入場不可 

市川太一テノールコンサート 

オペラ・ミュージカル・コンサートなどで 

名古屋を中心として全国で幅広く 

活躍する市川太一のテノールコンサート。 

イタリア人を彷彿させる力強くどこまでも 

澄み渡る歌声を是非感じてください。 

 

【出演】市川太一 

    市原実小代（ピアノ） 

５月２０日(日) 
13:30開場 14:00開演 

※未就学児入場不可 

全席自由 1,000円  発売中 

プレイガイド｜笠原中央公民館（43-5155）  

       チケットぴあ（0570-02-9999）Pコード：108-312 

「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。 

4/15（日）発売  全席自由 1,000円 

ピアノが流れる洒落たクラブ。大学卒業以来、久しぶりに集まった 

男女が 6人。互いに懐かしみ、近況を話すうちに…。   

 『誰でも参加できる音楽劇』を手掛ける江端智哉が放つ、 

サスペンス・コメディー! 名古屋をはじめ各地の舞台で活躍する 

後藤優子が主演を務め、集まった仲間たちとともに繰り広げる舞台。 

驚きの展開をぜひ、お楽しみください!! 

【出演】後藤優子・三宅恵理・小野愛加・山浦咲月 

市川太一・林周作・江端智哉・市原実小代 

【作・演出ほか】江端智哉 

サスペンス・コメディー 

黒い霊柩車 
 

７月１日(日) 
13:30開場 14:00開演 

※未就学児入場不可 

参加者募集!! 

誰でも参加できる音楽劇 Vol.7 

『吾が輩はネコである』 我らの 

発会式：6月 3日(日)10:00  
本番日：11月 25日(日) 開場 13:30 開演 14:00 (予定) 

【練習日】 土曜日(夜が基本)・日曜日(午前中が基本) 

【指  導】 水野妃佐子 江端智哉 市原実小代 

【対象・定員】小学生以上どなたでも  

【参加費】 参加費：5,000円 (資料代・チケット 1枚含む) 

【申込み】 受付中 5/31(木)までに笠原中央公民館へ申込み 

アザレアホール 公演情報 お電話でチケット取り置き可能です。    お申込み・お問い合わせ ☎43-5155 



 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講座情報 受付時間：9:00～21:30 

和太鼓を始めてみませんか？ 

プロの指導者によりしっかり学べます。 

日時：木曜日を中心に 

月 3回程度 19:00～21:00 

対象：小学生以上どなたでも 

講師：木村勇介(和太鼓×マリンバ GONNA) 

参加費：2,000円／月  

（3か月分ごと前納） 

和太鼓やろうぜ！ 

かさはら和太鼓クラブ 

ISAMI メンバー募集！ 

DOKI DOKI CLAY WORK 2018 

蚊やり作り  
～蚊やりとして花器として～ 

 講師：三尾忍 

オリジナルの模様や縄模様を付けて、 

ざっくりとした土器の風合いに仕上げます。 

夏以外も花入れや植木鉢カバーとして 

使える蚊やりです。 

6月 26日（火）19:00～21:00  

対象・定員：一般 20名  参加費：3,000円（材料費込） 

かさはらプレミアム講座  

お茶のお稽古と 

日本のしきたり 
講師：裏千家師範 三宅真由子 

6 月 25 日・7 月 23 日 

9 月 24 日 月曜・全 3回   

19:00～20:30 

参加費:５,700円 

対象・定員： 

一般 限定 5名 

  

6月 9日・16日 7月 7日 土曜・全３回  9:00～12:00  

対象・定員：一般・親子 15名    参加費:5,000 円（材料費込） 

村上さんと陶芸をたのしむ会 

うめ壺・豆皿づくり ＆うめ干しを漬ける 

講師：村上洋子（陶芸家）/丹羽聡子（栄養士） 

陶芸講座では、うめ壺 1つと豆皿２つを作り、 

栄養士の丹羽さんからうめ干しづくりも学びます。 

笠原各区対抗！ ソフトバレーボール大会 出場チーム募集！  5/20(日)まで！！ 
笠原町恒例の各区対抗ソフトバレーボール大会です！ 

各区でチームをつくって参加しよう！！ 

６月 10日（日） 笠原体育館 2 階 第 1 競技場 

開会式：8:30 ※6/3(日)の一斉清掃が順延になった場合は 10:00から。 

●競技部門（経験者向け） 男子（男女混合 OK）の部／女子の部    ●親睦部門（初心者向け） 男女フリー 

 1チーム 6人以内（出場は 4人）  ※変更点：今年は親睦部門もラリーポイント制(15ポイント先取・3セットマッチ)となります。 

☆ふらば～るバレー体験コーナーもあり！ 

申込は各区にて。申込先の詳細については 

笠原中央公民館までお問合せください。 

☏ 0572-43-5155 

お申込み・お問合せは多治見市笠原中央公民館まで｜Tel.0572-43-5155   Fax.0572-43-6511 

春、陶芸をはじめてみませんか！？ 

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  

5月 8日（火） 19:00～21:00 

チョコレートムース／おたのしみおまけレシピ 

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 

対象・定員：一般 20名    参加費：1,600円 

対象・定員：一般・24名     参加費：1,600円 

6月 12日（火） 19:00～21:00 

中華ちまき／皮から作る水餃子～ピり辛ダレ／春雨サラダ ほか 

Kasahara Cooking Club 

■ 

■ 

アトリエかさはら陶芸講座  昼の部/夜の部 

手軽に始められます！つくりたいものをカタチにできます。あなたの創造力が“開花”！？ 

前期：5月 17日～7月 19日 全 9回 / 後期：8月 23日～10月 25日 全 9回 

木曜日 ●昼の部：9:00～11:00   ●夜の部：19:00～21:00 

参加費：通期 12,000 円   半期：6,500円   対象・定員： 一般・各 20名 

【講師】高橋義孝 

■ ■ 

お
す
す
め
！ 

お茶のお点前を通して所作やしきたりを 

学びましょう。限定 5名のプレミアム講座。 

ハサミとボンドだけで 

お人形をつくろう 

７月２８日(土) 10:00～12:00 

講  師：kukaku_pitachi (クカク ピタチ) 

対  象：一般・親子  12組 

       親子は子ども 1名まで 親子 1組で 1人分の材料。 

参加費：2,000円（材料費込） 

6/1(金)から申込み受付開始 

糸や針は使わないので小さなお子様でも 

大丈夫。あたたくて、かわいい人形を作って 

みませんか 

ＮＥＷ 

夏休み子ども講座 

ポーシャとイングリッシュ 
子ども対象の英会話講座を開催。 

夏を活かして英語に親しんでみませんか 

 

講  師：ポーシャ・ボアテン 

対  象：各クラス 8名  

参加費：各 1,560円 

（3回分・資料代込） 

6/1(金)から申込み受付開始 

7 月 24・31 日 

8 月７日 火曜・全 3回   

①小 1～小 3クラス  9:00～ 9:50 

②小 4～小 6クラス 10:00～10:50 

ＮＥＷ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンビカーやショベルカーなどの乗り物をたくさん出して遊びます。 

5月 29日（火）  9:45～10:30 (H28.3月以前生まれの子) 

                 10:30～11:15 (H28.4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ください。 

場 所：笠原保育園 2階 きらきらルーム 

  

 笠原地域福祉協議会からのお知らせ 
問合せ：笠原地域福祉協議会 ☎43-6822 

生きがい健康塾サロン 

がんどちまんじゅうづくり  5/18(金) 10:00～13:00   

講師：笠原地域福祉協議会   場所：笠原児童館 料理教室 

参加費：500円 ※要申込み 

 笠原地域子育て支援センターからのお知らせ 

            問合せ：☎44-1971 

きらきらサーキット 

申込み不要 

  

朴葉寿司   5/25(金) 10:00～13:00   

講師：笠原地域福祉協議会   場所：笠原児童館 料理教室 

参加費：500円 ※要申込み 

終活セミナー  5/28(月) 10:00～11:30   

講師：多治見ストーリー    場所：福祉センター 研修室 

参加費：無料   ※申込み不要 

悠 遊 塾 

かさはらカレッジ 

ゆうゆうじゅく 

※内容は予告なく変更になる場合があります。 

① ５月 ８日(火） 苔玉づくり こけをさわって癒されながら楽しみましょう！！ 

悠遊塾とは・・・毎回四季を大切にしたいろいろなプログラムで、子ども連れのお母さんか

ら高齢の方までどなたでも楽しく、仲良く、三世代で過ごすことができることを目指して取

り組んでいます。毎回最後にはお茶を飲みながらのおしゃべりタイムもあります。 

途中参加でも OK！   参加すればきっと、ココロもカラダも元気！！ 

② ５月２５日（金） 豆腐づくり 大豆で豆腐作りにチャレンジ！！ 

時間：13:30～15:00  会場：笠原中央公民館 

参加費：①は 500円 ②は 300円 

お申込み：笠原中央公民館 TEL 0572-43-5155    

かさはらいこまい祭 2018  

中学生 祭プロデューサー始動！！ 

地域の祭を盛り上げたい！！・・・ そんな気持ちを持った中学生たちが企画から運

営まで関わる、『中学生プロデューサー』による『いこまい祭』は、一昨年からはじま

り、昨年も大きな反響を呼びました。今年も参加してくれる方を募集したところ、

中学１年生から３年生まで計１０名の応募がありました。 

その第１回目の会議が 4/7(土)に行われました。昨年度の様子を DVD で観なが

ら、それぞれの想いを語り合いました。今後、祭り本番に向けてさまざまなことに取

り組んでいきます。 

そして、昨年度のプロデューサーも含めた高校生の応募も１６名もあり、中学生のバ

ックアップを強力にしながら、いっしょになって祭りを盛り上げていってくれることに

なります。・・・とても楽しみです！！ 

地域の皆様、ぜひ応援をお願いします！！！ 

今年のいこまい祭は 

８月４日(土) 開催！！ 

地域からのお知らせ 

春のわくわくウォーキング 2018 

上高地を歩こう 

昨年度悪天候ですっきりしなかった 

上高地でのウォーキングにもう一度挑戦！ 

5/27(日) 
出発時間    ：7:00 

帰着予定時間：18:30 

行き先 ：上高地 

参加費 ：5,500円 

申込み ：5/8(火)9:00～ 

※笠原中央公民館へ参加料と共に直接 

定 員  ：80名  電話・FAX不可 

 ※先着順 定員になり次第締め切り 

詳細は笠原中央公民館へお問い合わせ下さい。 

TEL 0572-43-5155 

主催：KTS  笠原校区青少年まちづくり市民会議 

発行・編集｜多治市笠原中央公民館 〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町 2081-1    
      開館時間 9:00-21:30    Tel. 0572-43-5155 Faｘ. 0572-43-6511      

多治見市笠原中央公民館 

「のぼるこいのぼり」をつくろう！  5月 5日(土) 11:00～12:00  笠原中央公民館ロビー 参加費無料！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 火 交通安全日  

2 水 笠原校区 引取訓練  

3 木    

4 金    

5 土  ほのぼのあそびパーク(笠中公)11:00～  

6 日 弘法様  

7 月   図書館休館日 

8 火 
カラダが硬い人のためのヨガ (笠中公) 10:00~ 

はじめましてハングル (笠中公) 19:00～   

夜のお菓子教室 (笠中公) 19:00～ 

 

9 水 
 スッキリ疲れがとれるヨガ (笠中公) 19:00～ 

わくわく図書館体験 (図笠分) 14:00～ 
 

10 木 名歌を歌おう (笠中公) 10:00～  

11 金 
 歌のひろば (笠中公) 9:30～  

シアターリトミック(笠中公) 10:00～／11:00～ 

大人の美容バレエエクササイズ (笠中公) 19:30~ 

 

12 土   

13 日 笠原中 資源回収  

14 月   図書館休館日 

15 火 交通安全日  

16 水  おはなしの会(支援センター) 11:15～  

17 木  アトリエかさはら陶芸部 昼/夜 (笠中公) 9:00～/19:00～ 図書館休館日 

18 金  大人の美容バレエエクササイズ (笠中公) 19:30~  

19 土 
 絵手紙講座 (笠中公) 9:30～ おはなしの会(図笠分)11:00～ 

 エリコ先生のおいしいパン教室 (笠中公) 9:30～ 
 

20 日 
第 60回多治見市民総合体育大会 

市川太一 テノールコンサート (笠中公)  
 

21 月  らくらく筋力アップ体操（笠体）13:30～ 図書館休館日 

22 火 
 カラダが硬い人のためのヨガ (笠中公) 10:00~ 

はじめましてハングル (笠中公) 19:00～ 
 

23 水  スッキリ疲れがとれるヨガ (笠中公) 19:00～  

24 木 
 名歌を歌おう (笠中公) 10:00～  

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

25 金 
 歌のひろば (笠中公) 9:30～ 

大人の美容バレエエクササイズ (笠中公) 19:30~  
 

26 土    

27 日 わくわくウォーキング  

28 月   図書館休館日 

29 火    

30 水 笠原中 3年修学旅行(6月１ 日まで）  

31 木 アトリエかさはら陶芸部 昼/夜 (笠中公) 9:00～/19:00～  

５月のかさはらカレンダー 

笠原分館 おはなしの会 

5 月 19 日 (土) 11:00～12:00 

毎週土曜日は 

にこにことしょタイム 

パパやママがお子さんと会話しながら絵本 

を選んでいただけます。お子さんがひとりで

も過ごせるように、自由に使えるおりがみも

ご用意しています。 

笠原体育館 ☎43-6285 

図書館笠原分館 ☎43-5157    

トレーニング室利用講習会 5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。 

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  
☎ 43-6285     

笠原から妻木城跡・八幡神社コース  

距 離：約 5.3ｋｍ 所要時間：約 2時間 

スタート地点：花水樹ふれあいパーク 

(多治見市笠原町 991-1) 

㉕ 

※笠中公・・・笠原中央公民館  ※図笠分・・・図書館笠原分館 

 
受講料：500円 所要時間：約１時間 

5日（土・祝）18:15～ 

           19:45～ 
20日（日）18:15～ 

10日（木） 10:00～ 25日（金）19:45～ 

15日（火） 18:15～ 

          19:45～ 
30日（水）14:00～ 

カレンダーは｢2018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  


