


Bun　Bunねっと　No.952

バロー
文化ホール

多治見市十九田町2　―　8

☎（0572）23　―　2600
開館時間　9：00～21：30
火曜休館（祝日を除く）

←詳しくはホームページ
　をご覧ください

Pコード　198-435　　　　Lコード　72589

中島美嘉
MIKA NAKASHIMA CONCERT TOUR 2021 JOKER

HY  HANAEMI TOUR 2021

【全席自由】　一般　4,000円 （Club会員3,500円）
　　　　　　高校生以下　3,000円

【全席自由】
一般
2,000円
高校生以下
1,000円

【全席自由】
3,000円

【全席指定】　8,800 円
※3歳以上有料
※ 2歳以下のお子様は保護者 1
名につき 1名まで膝上鑑賞可
(但し座席が必要な場合は有料)

【全席指定】
 7,700 円
※3歳以上有料
※2歳以下保護者1名に
つき1名まで膝上鑑賞可
（ただし座席が必要な
場合はチケットが必要）。
※当日券を販売する場合
500円増

・ 本コンサートは、お客様による座席の指定はできません。
・ ご購入時には、番号付きの「チケット引換券」をお渡しします。
・ 「チケット引換券」は公演当日の開場時間2時間前より会場入口付近にて、「座席番号入り
チケット」と引換をお願いします。

・ チケットの発券は予約受付順となり、支払い順及び引換時の先着順ではございません。

【主催】たじみ音楽でまちづくり市民協議会
【共催】多治見市文化会館

約4ぶりの全国ツアー。
ニューアルバム「JOKER」
を提げた本ツアーはアル
バム収録曲に加え、デ
ビュー 20周年にふさわ
しい歴代シングル曲も披
露予定！

2年ぶりの多治見
公演決定！ 会場 :大ホール

開場 13:00/ 開演 14:00

会場 : 小ホール
開場 13:30/ 開演 14:00

会場 : 小ホール
開場 13:30/ 開演 14:00

会場 : 大ホール
開場 17:00/ 開演 18:00

会場 : 大ホール
開場 17:30/ 開演 18:30

7月24日㊏

8月27日㊎

【振替公演】

9月12日㊐

10月3日㊐

11月21日㊐

〈プログラム〉
ピアノソナタ第8番ハ短調Op.13「悲愴」
（ベートーヴェン）
映像第2集より（ドビュッシー）
ほか

2021年エリザベート王妃国際音楽コンクール（ブリュッセル）ファイ
ナリスト。“世界一のリスト”と絶賛される演奏をお楽しみください。
〈プログラム〉
幻想曲 ハ長調　Op.17（シューマン）
巡礼の年第2年「イタリア」S.161/R10bより第7曲「ダンテを読んで～ソナタ風幻想曲」
（リスト）　ほか

〈出演〉長谷川彰子（チェロ）
           兼重稔宏（ピアノ）
〈プログラム〉
無伴奏チェロ組曲第1番BWV1007
（バッハ）
チェロとピアノのためのソナタ 作品 65
（ショパン）
ほか

谷口若菜
ピアノリサイタル

阪田知樹　ピアノリサイタル

長谷川彰子
チェロリサイタル

たじみ中之郷音楽祭

Pコード　192-878

Lコード　41472

［発売日］　 7 月 4 日 (日)

©HIDEKI NAMAI

好評
発売中

好評
発売中

託児サービス
託児を受付いたします。
公演日の一週間前までにお申込ください。
お一人様 1回 1,000 円 ( 当日はキャンセル不可）

団体・グループでのご予約特典
10 名様以上でのお申込で、一般発売に先駆けて
ご予約いただけます。
一般発売日、およびその前3日間は受付できません。
50名以上で 10%割引
100名以上で 15%割引

駅北立体駐車場 2時間サービス
イベント当日に限り駅北立体駐車場の 2時間無料
サービスを実施します。駐車券をバロー文化ホー
ル窓口へご持参ください（2時間を超える分は有
料）。

託

児あ
り要申

込

チケットのご購入方法 マークの説明

※表記のない場合、未就学児入場不可

★発売日に限り、原則お一人様 4枚まで
★バロー文化ホール友の会「たじとも Club」は、各発売
日の一週間前までにご入会手続きが必要です（有効期限
2022 年 3 月 31 日）。先行販売は原則 4枚まで、うち割
引は 1公演につき 2枚まで

★チケット郵送サービス、チケット代引きサービス有り

■バロー文化ホール
　・インターネット（初日は 7:00 ～）
　・電話（初日は 10:00 ～）
　・発売初日の窓口販売はありません

■その他のプレイガイド（10:00 ～）
　・チケットぴあ　☎0570-02-9999
　・ローソンチケット　https://l-tike.com/
　・イープラス　https://eplus.jp/

当館主催公演
のチケットは
インターネッ
トで購入でき
ます
〈登録無料〉



2～3ページのイベントのお問合せは
バロー文化ホール　☎（0572）23　―　2600

Bun　Bunねっと　No.95 3

Lコード　41905
【全席自由】　1,500円
                 （Club会員1,300円）

大きな水族館をつくろう!!
元気キッズあつまれ！
バロー文化ホールの夏恒例ファ
ミリーイベント！  子ども達の創造
力、表現力をシゲキする一日♪

ワークショップ
　　　＆ゲームコーナー
ここでしかできない、ワクワク楽しい体験が
盛りだくさん。予約不要で参加できます。

0 才からのおんがくかい
～さぁ出かけよう！海のぼうけんへ～
舞台は海の中。
みんなも海の生き物になっ
て、広い海を冒険しよう。

〈出演〉
ポピンズシアター（後藤優子、三宅恵理）　ピアノ：辻彩花
〈プログラム〉
第1部 ： さぁ、出かけよう！海のぼうけんへ 「アンダー・ザ・シー」
第2部 ： おはなしミュージカル 「スイミー」
第3部 ： うたっておどろう！海のおともだち 「エビカニクス」
ほか

【全席自由】未就学児200円
　　　      小学生以上500円

海も水族館もない多治見のまちに、みんな
の水族館をつくっちゃおう！ 
講師：おのうちやよい

★ Part1：7月 11日（日）
身近にある素材で海の生き物を作ろう。
※ワークショップは定員に達しました。
　作品は「こどもパーク」で展示します。

★ Part2：7月 22日（木・祝）
水族館の仕上げ！「こどもパーク」当日は 中庭のガラ
ス面にドローイング♪ “ ばえ写真 ”も撮れちゃう。
※参加無料、申込不要

わくわくわくわく
チャレンジチャレンジ
エリアエリア

うきうきうきうき
ステージステージ
エリアエリア

るんるんるんるん
お店やさんお店やさん
エリアエリア

にこにこにこにこ
グルメグルメ
エリアエリア

〈こんな体験できるよ〉
・マジック　・射的
・レザークラフト　・UVレジン
・新聞スクラップ遊び！　・ハーバリウム　ほか

生活雑貨
やアクセサリー、キッズ
用品など、オリジナルの
一点ものが並びます。

口コミや
メディアで話題のキッチン
カーが多数来場します。

実力十分の二ツ目落語家が二人登場！二席ずつたっぷりお届けしま
す。あなたも落語の面白さに吸い寄せられる !!
〈出演〉春風亭一蔵、入船亭小辰

全館　10:00 ～ 15:00

会場 : 小ホール
開場 13:00/ 開演 13:30

7月22日㊍㊗

10月13日㊌
※未就学児入場可
※申込不要

会場 :大ホール　開場 18:30/ 開演 19:00

7月16日㊎ 9月30日㊍
NY在住の箏奏者による、日本の心
の琴線に触れる演奏会。
〈出演〉石榑雅代（箏）ほか

瀬戸市出身のヴァイオリニストが奏で
る、彩り豊かな秋の音色。
〈出演〉
牧野葵
（ヴァイオリン）
大崎奈々
（ピアノ）

誰もが気軽に音楽を楽しんでいただける入場無料の演奏会。

vol.42
日本の心を奏でる

vol.43
秋の夜長に寄り添う音色

ふらっとコンサート二ツ目ふたり会 ～すい寄席～其の五

こども
  パーク

入場無料

入場無料

会場 :大ホール
1回目  開演 11:00 
2 回目  開演 15:00
（各 30分前開場）

新型コロナウイルスの状況により、掲載イベントが変更または
中止となる場合があります。また、ソーシャルディスタンスの
観点から販売座席を限らせていただく場合があります。

おかあさんといっしょ　
ガラピコぷ～がやってきた!!　　
7月25日（日）から2022年3月21日（月・祝）に延期

お
知
ら
せ

手づくり
マルシェ

テイクアウト
コーナー

好評
発売中

延期

好評
発売中



専用のスペースでは
焚き火台の持ち込み
利用OK。揺らめく炎
を眺めると、心がと
ても落ち着きますよ。

1日（9：00～17：00）又は1泊（13：00～翌12：00）2,420円 ※市内料金1区画

参加無料・申込不要

参加無料
申込不要

【対象・定員】小学生（2年以下は保護者同伴）・15名
【講　師】多治見昆虫会　【参加費】600円
【持ち物】弁当、水筒、虫取り網、虫かご
【申込み】7月3日（土）9：00～ 電話または窓口で

7月18日（日） 10：00～15：00

空いているテニスコートを
1グループ1時間まで無料
でご利用いただけます。
※当日先着受付、予約の場合

は有料。
予約利用が優先となります。

7月3・17日、8月7・21日、
9月4・18日（土）

7月4日、8月1日、9月5日（日）

各日　10：00～12：00
13：00～15：00

【講　師】多治見峰遊会
【持ち物】運動できる服装

昆虫の標本が地球村にやってくる！
地球村の虫蟲展　
7月12日（月）～9月3日（金）

昆虫採集＆標本つくり教室 ボランティア指導者による

フリークライミング体験会テニスデー

スラックライン体験会

【対象・定員】①小学1年～3年生 5名　②小学4年～6年生 5名
【講　師】波多野雄哉（日本スラックライン連盟公認Ｂ級インストラクター）
【参加費】800円　【持ち物】運動できる服装
【申込み】7月31日（土）9：00～ 電話または窓口で

【定　員】各回12組　【会　場】三の倉体験農園（駐車場：三之倉神社）
【参加費】1口600円（さつま芋1口5株、里芋1口2株）

※1組につき計5口まで
【持ち物】農作業できる服装、持ち帰り用の袋等
【申込み】9月4日（土）9：00～電話または窓口で

10月2日（土）　 雨天決行

①10：00～　②10：45～　③11：30～　④15：30～

【定　員】各回15名　【講　師】浅田英夫（天文研究家）
【申込み】8月28日（土）9：00～ 電話または窓口で

【定　員】各回30名　【講　師】地球村星倶楽部
【申込み】電話または窓口で

9月11日（土） 19：00～20：30 ※開場18：45～
①講演 19：00～　②講演 19：50～

8月12日（木） 21：00～　 雨天・曇天中止 参加無料

サタデースターナイト
7月31日（土） 20：00～21：30
8月28日（土） 19：30～21：00
9月18日（土） 19：00～20：30

8月18日（水）
①10：00～10：50　②11：00～11：50

新感覚の綱渡りスポーツ

【会　場】地球村キャンプ場　【定　員】100名
【持ち物】ピクニックシート又は寝袋、飲み物、虫よけなど
【申込み】7月17日（土）9：00～ 電話または窓口で

みつけよう 夏の思い出 流れ星

ペルセウス座流星群観測会

雨天・曇天中止

参加無料

参加無料星のお話
＆

観望会

星の
観望会

秋の星見世

月のミステリー

【講師】地球村星倶楽部

ラケット・ボール無料貸出

テニスコート

無料開放

【対象・定員】5歳までのお子様4名まで
※必ず保護者同伴でご利用く

ださい
【利用料金】1時間 2,000円
【申込み】電話または窓口で

【協力】（有）池田南営農

8月7日（土）～15日（日）

　　　　　　①10：00～11：00
②14：00～15：00

利用時間

　　 ファミリープール貸し切り

涼しく遊ぼう

ゆったり過ごす

地球村

オリエンテーリングで遊ぼう
キャンプ場からスタートする

森の中のコースを
周りながらクイズ
に挑戦しよう！

ネコ編
時間目安：30分

昆虫クイズ編
時間目安：45分

観覧
無料

スポーツクライミング普及のための体験会です。

※中止の際は当日17時までにホームページ上で告知いたします。

9月21日は中秋の名月。その由来や月の謎に迫ります。

キャンプを
快適に

初めてでも 貸
出
中

秋の食べ物 ほれとれ祭り
NEW　！

NEW　！

定員40人の区画を、１家族貸切で
使えるキャンプ場がオススメです。
隣を気にせず広々使えますよ。

家族で

キャンプ
タープテント貸出
１張１日 500円

清潔な
水洗トイレ

キャンプ場専用大型水鉄砲
４台１セット
１日 1,000円

カレー鍋 １個１日 100円

飯ごう  １個１日
　　　 110円

NEW
　！

専用スペースで焚き火もOK

子
ど
も
を
見
な
が
ら

大
人
も
く
つ
ろ
げ
ま
す

三の倉市民の里
地球村

多治見市三の倉町猪場37

☎（0572）24　―　3212
開館時間　9：00～17：00
火曜休館　※7/27、8/10は臨時開館
　　　　　　いたします

←詳しくはホームページ
　をご覧ください

Bun　Bunねっと　No.954



100人のプレミアムなセカイ

市原実小代 ピアノコンサート
～ 紡ぐ旋律の世界 ～

かさはらいこまい祭2021プレゼンツ

親子でたのしむ k
カジー

ajii コンサート

8月7日（土） 　　 10：00　　　 10：30開場 開演 9月23日（木・祝） 　　 13：00　　　 14：00開場 開演

誰でも参加できる音楽劇 Vol.9
我らの アザレア高原ホテル殺人事件　名探偵アガサ姉妹の事件簿

アートのセンスは子どもたちみんなが持っ
ているもの。個性と感性をもっと表現して
みませんか。この夏から本格的なアート教
室を始めます。
第１回は、石膏で自分の手型を作ります。

笠原にある狐塚古墳に埋葬されていた勾玉
を、自分のオリジナルでかわいく・かっこ
よく作ってみよう！

【対象・定員】小学生・10名
※小学1・2年生は保護者同伴

【講　師】水野豊
【参加費】500円（材料費込み）

日本伝統芸能の一つ「日本舞踊」を、楽しく
体験！お稽古で礼儀作法、立ち居振る舞
いを学びます。浴衣も着られる
ようになるかも。最終回には
ミニ発表会で夏の思い出を
つくろう！

おうちで楽しめるクラフトアイディア！プヨ
プヨボールと精油で作るナチュラル芳香剤
とアロマ虫よけスプレーづくりを親子で楽

しみましょう。天然素材がいいですね。

癒しのアロマシリーズ

今年の“誰でも”は参加人数限定での開催。（オーディションにより30名を決定）
誰でも“挑戦”できる舞台へあなたもぜひ！
　　　　　　　　　

10月2日（土） 18：00～
  　3日（日） 10：00～
　　　　　10月10日（日）

10：00～
　　　　　R4.3月20日（日）

オーディション

発会式

本　番

【対象・定員】小学生以上・30名
【練習日】原則 毎週 土曜日 19：00～21：00
 日曜日 10：00～12：00

【参加費】7,000円
（参加決定者のみ・資料代含む）

【指　導】水野妃佐子　江端智哉　市原実小代
【申込み】受付中～９月19日（日）
※新型コロナウィルス感染拡大の状況によっては

中止・延期となる場合があります。

参加者募集

独奏のみならず伴奏法の研鑽を積
み、各地のコンサート、笠原中央
公民館“誰でも参加できる音楽劇”
など、ピア二スタとして活躍し続
ける市原実小代。その指が紡ぐ“旋
律の世界”をぜひ、お楽しみくだ
さい。

「音楽と楽器をもっと身近に」と
いう願いから、茶碗などを並べた
オリジナル楽器「食琴」をメイン
に、100種類以上の日用品楽器を
創り出し音楽を奏でるkajiiのふ
たり。お子さまのコンサートデ
ビューにもおすすめです。

vol.51

【プログラム】トルコ行進曲
ディズニーソングメドレー

【チケット】全席自由
大　人　1,000円（高校生以上）
子ども　  500円（3歳～中学生）
※0歳～2歳は入場無料

プレイガイド：笠原中央公民館　☎0572-43-5155

君はもう古代人！？

自分だけの 勾
ま が

玉
た ま

を作ろう！

日
に

本
ほ ん

舞
ぶ

踊
よ う

プヨプヨフレグランス＆ 虫よけスプレー

子ども本格アート教室 ナンダコレハ！！

石
せ っ

膏
こ う

手
て

型
が た

【対象・定員】小学4年生～中学生・8名
【講　師】おのうちやよい（アトリエピッピ）
【参加費】1,600円（材料費込み）

C
ha

lle
nge Summ

er

Kasahara 8月5日（木）
9：30～12：00

7月18日（日） 
10：00～12：00

8月1日（日） 10：00～11：30

【対象・定員】小学生・8名（男女とも大歓迎！）
【講　師】西川柚李（西川流師範）　【参加費】4,800円

【対象・定員】 年長園児以上
の親子・12組

【講　師】山田啓子（彩心香）
【参加費】1,820円

（材料費込み）

はじめまして

夏の
子ども・親子
講座
7月1日（木）
9：00～申込

　　　　　7月23・30日、8月6・13・20日（金）
21日（土） 10：00～11：30

　　　　　　　8月21日（土） 13：30～

お稽古

ミニ発表会

【チケット】全席自由 1,000円
※未就学児入場不可

【ゲスト出演】長瀬心優　江端智哉
【プログラム】ショパン「幻想即興曲」ほか

好評
発売中

好評
発売中

窓口または電話にて

「洞谷式おいしい時短レシピ 9月14日（火）・10月12日（火）」「パンとお菓子とチャチャッとパスタ 8月21日（土）」
7月1日（木）9：00～ 申込受付！お気軽にお問合せください。

笠原中央公民館
Azalea　Hall

アザレアホール
多治見市笠原町2081-1

☎（0572）43　―　5155
開館時間　9：00～21：30

←詳しくはホームページ
　をご覧ください

挑戦
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古典文学講師

勝典子の年間講座

江戸時代、子ども
たちに読み書きや
そろばんを教えて
いた寺小屋。当時
の資料から、尾
張・美濃地方や多
治見における寺子
屋教育に迫ります。

現代にも通じる平安絵巻の世界、作者の紫式部のメッセージを読み
解きます。
※継続講座のため、巻の途中から「若菜（上）」始まります。

歴史を動かし、翻弄された
人物たちの生き方を振り返
り、現代に生きる私たちの
生き方と照らしてみたいと
思います。

【受講料】1,800円　※1回のみの受講も可　700円／回
【会　場】5階学習室501

1000年を生きる女 源氏物語

時代の扉をあけた人

恋する万葉集

【講　師】安田直幸
【受講料】1,800円
【会　場】5階学習室501

人々の想いや自然が優しく歌われている日本最古の歌集「万
葉集」。講師オリジナルのテキストとテンポのよい語り口で
楽しく読んでいきます。

身近にあるかわいい
紙がアクセサリーに
大変身！

10：00～16：00
【会場】1階サンルーム

折り紙でメダルを作って表彰
台のフォトスポットでハイ！
ポーズ

来館イベント♪

←詳しくはホームページ
　をご覧ください 9月4日（土）～9月26日（日）7月7日（水）～8月29日（日）

7月16日、8月20日、9月17日
（金曜・全3回）13：30～15：30

夏期　7月1日、8月5日、9月2日
（木曜・全3回）13：30～15：30
【受講料】1,800円　別途書籍代2,860円が必要となります
【会　場】7階多目的ホール

7月29日、　8月26日、　9月30日
（木曜・全3回）10：00～11：30

飛鳥万葉

いつでも

　　楽しい

参加無料
申込不要

表記のない場合
申込受付中

時代シリーズ　第三弾

7月　善
よ
か人　天草四郎

8月　富士の巻き狩り　曽我兄弟
9月　万能の天才　空海

【講　師】いのぐち泰子
【受講料】3,000円
【会　場】5階学習室501

いまなお多くの謎が残され、人々を魅了し
てやまない古代史。その中でも特に魅力的
なトピックを取り上げ初心者向けにわかり
やすく解説します。

7月7日・21日、9月15日・22日・29日
（水曜・全5回）13：30～15：00

古代史ハイライト
「古代最大の英雄　ヤマトタケル②」

【定　員】40名
【講　師】各務嘉洋
【受講料】600円

実在が不確かな古代の天皇において、雄略
天皇は中国書に記される倭の五王の「武」
とされ、また5世紀の鉄剣に記された「獲

加多支鹵大王（ワカタケル
オオキミ）」も雄略ではな
いかといわれるなど、実
在を見なしうる最古の天
皇です。今回は、そのエ
ピソードを解説していき
ます。

9月4日（土）10：30～12：00

猛る天皇
（たけるすめらみこと）
～雄略天皇～

【定　員】60名
【講　師】理学博士・名古屋大学非常勤講師

深川英俊
【受講料】300円

【定　員】各回30名
【講　師】多治見市文化財保護センター

学芸員　岩井美和
【受講料】各回300円
【申込み】8月3日（火）10：30～

10月2日（土）、12月11日（土）
令和4年2月26日（土）
①10：00～11：30　②13：30～15：00
※①②の講座内容は同一です。どちらかにお申込みください。

7月31日（土）10：00～11：30

多治見市に残る古文書を
テキストにしてくずし字
や文体などを学ぶ人気講
座。今回は、幕末の多治
見の人々の暮らしを紐解
きます。

激動の幕末を読む読み・書き・そろばん
タジミ学 古文書講座

学習館×図書館共催企画 学習館×図書館共催企画

welcome1welcome1

多治見市豊岡町1　―　55
ヤマカまなびパーク

☎（0572）23　―　7022
開館時間　9：00～21：30
月曜休館（祝日を除く）

多治見市
学習館

ペーパーアクセサリー
オリンピック表彰台にのぼろう 花びらコサージュ
メダルは何色？

Bun　Bunねっと　No.956



「ヨガは女性の運動」そんなことはありません。朝一から男性だ
けで汗かいて朝活しましょう。男性ならではの　“力強い”　ヨガ体
験しませんか。

セミパーソナルトレーニングでカラダを変えてみませんか。少人
数で運動のお悩み解決します。食生活のアドバイスも受けて生活
習慣を変えていきましょう。

【講　師】ユキ（ぺルヴィス〇Ｒ　ワーク認定講師）
【定　員】24名　　【受講料】4,800円　　【持ち物】ヨガマット、飲み物

【定員】6名　【受講料】10,000円【定員】24名　【受講料】5,400円

全身を緩めて姿勢改善！

朝活して　いい週末過ごしませんか

偉大な作曲家の関係性から生まれた音楽やエピ
ソードを紹介する講座とコンサート。名曲の魅力
を堪能できる贅沢な時間をお届けします。

初開催！市内5施設共同展示
各施設イチ押しの収蔵品が大集合。施設の特
徴と陶磁器の多様性についてご紹介します。
ギャラリートークでは各施設の担当者が施設
や作品について解説します。

【講師・出演者】古田友哉（ピアノ）　三井静（チェロ）
【受講料】1,500円（コンサートチケット代含む）
　　　　　講座のみ受講の場合は600円
【会　場】7階多目的ホール

【会　場】オープンギャラリー

シューベルト　×　シューマン

た・じ・ミュージック

7月8日・29日、8月19日・26日
9月9日・30日
（木曜日）13：15～14：30

7月24日
8月7日・21日・28日
9月11日・18日
(土曜・全6回）　9：15～10：30

7月24日
8月7日・21日
9月11日・18日
(土曜・全5回）　10：45～12：00

7月17日（土） 【講座】　11：00～12：00
 【コンサート】　14：00～15：00

レクチャー＆コンサートたじミュージック

第2回

内面からキレイになれる
ヘルシー骨盤調整

“漢
オトコ

”　を目指す　！　メンズヨガ まなびトレーニングクラブ

東海地方でも屈指の歴史がある多治見市美術展を
今年度も開催します。
会期　令和３年11月12日（金）～14日（日）
時間　9：00~17：30（最終日は16：00）
会場　セラミックパークMINO
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、美術
展の中止など運営方法が変更になる場合があります。

第79回

多治見市美術展

音楽の轍
わだち

古田友哉 三井静

た・じ・ミュージアム

やきもの
再発見

美濃焼ミュージアム　モザイクタイルミュー
ジアム　文化工房ギャラリーヴォイス
陶磁器意匠研究所　文化財保護センター

令和２年度文化庁芸術祭
新人賞受賞！
上方落語の若手
注目株。気負わ
ず飄々とした語
り口で笑いを誘
います。

9月17日（金）13：30開演
【チケット】800円（自由席）
【会　場】7階多目的ホール
※桔梗大学教養講座の一環として行うた
め、販売は若干数となります。

全身のバランスを整え、日々の生活の姿勢のゆがみを直します。
姿勢改善で全身スッキリ！さまざまな不調を改善します。

一般の部　作品募集
【部　　門】　日本画・洋画・工芸・彫塑・写真・書道・デザイン
【応募資格】　中学生以上

子どもの部（公募展）
【部　　門】　絵画デザイン・書（半紙・条幅）
【応募資格】　市内に在住または在学・在園の年少～中学3年生
詳細は募集要項をご確認ください。
募集要項はヤマカまなびパーク、バロー文化ホール、各市立公民館にて7月中旬（予定）
より設置します。

【講　師】アツシ（パーソナルトレーナー）
【持ち物】ヨガマット、飲み物、タオル

申込み
7/3（木）10：30～

女 性 限 定男 性 限 定

共　催

8月18日（水）～8月29日（日）
9：00～21：00

展示

8月21日（土）
10：30～11：30

ギャラリートーク

笑
しょう

福
ふく

亭
てい

喬
きょう

介
すけ

落語会

桔梗大学公開講座

【定員】15名（要申込）　　【受講料】無料

6～7ページの講座のお問合せは
多治見市学習館　☎（0572）23　―　7022

・講座開講２時間前に多治見市に気象警報が発令されている
場合には、講座は中止といたします。
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トショカンフェス　2021

多治見市常盤町 1番地

☎（0572）25　―　0341子ども情報センター 開館時間　10：00～20：00（土日祝は18：00まで）
月曜（祝日を除く）・第３木曜休館

赤ちゃんと一緒に参加できる
お母さんのためのヨガです。
運動が苦手な方にも、無理な
く始められるのが特長です。

ニットなアイツのガーナ先生とサバイバルブ
レスレットをつくろう！

ノートまとめが得意になる！新聞作
りを通して文章まとめのコツやポイ
ントを身につけよう！

【わくわく親子講座】
ママヨガプラス

朝日学生新聞の社員が教える
文章・ノートまとめ術

【対象・定員】8月25日時点で、2カ月～12カ月の親子　10組程度
【講　師】森あかね　　【参加費】2,500円（5回分）
【持ち物】飲み物、タオル、動きやすい服装、 

　ヨガマット（プレイマット貸出有。大判バスタオルでも可）
【申込み】7月21日（水）10：00～窓口にて　11：00～電話にて

※参加人数により時間変更の場合あり
【定　員】32名（各回8名）　【講　師】ガーナ先生
【参加費】500円（1回分）
【申込み】7月4日（日）10：00～窓口にて　11：00～電話にて

【対象・定員】小学生～高校生（小学生は保護者同伴）20組
【講　師】朝日学生新聞社　市野修平
【参加費】800円
【持ち物】筆記用具、色ペンまたは色鉛筆、定規、のり、写真（3枚程度）
【申込み】受付中

8月25日、9月1日・8日・15日・22日(水曜・全5回）
14：00～15：00

8月9日（月・祝）
10：00～10：50　11：10～12：00
13：10～14：00　14：20～15：10

8月11日（水）13：00～15：00

「図書館」って本を借りるだけじゃないんです！図書館をよく利用
される方でも知らない事があるかも。ぜひ足をお運びください。

土からできた染料「ベンガラ」を使っ
て、やさしい染め物体験をしよう！
おうちでも楽しめるキット式です。

子どもとはじめる
ベンガラ染め体験

【定　員】各回５名
【参加費】500円（キット購入のみ可）　
【持ち物】汚れてもいい服装
【申込み】7月25日（日）10：00～窓口にて　11：00～電話にて

9月5日（日） 10：00～10：40
 11：30～12：10

ニットなアイツのガーナ先生とつくろう　！
クレイジーパラブレスレット

多治見市豊岡町 1-55　ヤマカまなびパーク

☎（0572）22　―　1047多治見市図書館 開館時間　10：00～20：00（土日祝は18：00まで）
月曜（祝日を除く）・第３木曜休館

【対象・定員】どなたでも　　【申込み】不要

・　手作り絵本展　　　　　　・　図書館クイズラリー
・　録音図書紹介ブース　　　・　郷土に関する人コーナー
・　小さなおともだちのためのおはなしの会　11　：　00～11　：　30

図書館にはよみきかせしやすい英語絵本が沢山あるんです！
選び方やよみきかせのコツをお話します。英語の歌や手遊びも
楽しみましょう♪

～多読へのはじめの一歩～
きっぱ先生と今日からはじめる
英語絵本のよみきかせ

Zoomで参加・オンライン講座

【対象・定員】どなたでも（乳幼児向けに
よみきかせをしたい方）

【講　師】NPO多言語多読正会員
　　　　　鈴木祐子
【受講料】500円
【申込み】受付中　7月18日（日）まで
　　　　　窓口またはメールにて

7月24日（土）11：00～12：00
12：00～質疑応答（約30分）

7月24日（土）10：00～18：00
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まなびブリッジ事業

VIVA!
あなたの教えたいと、あなたの学びたいをつなぐ

・電話予約は7月6日のみで専用回線だけの受付となります。
（窓口・メール・専用ダイヤル以外の番号では受付できません）
・9：00～10：00の時間帯は、おひとり様１講座のみの受付になります。
2講座目以降は10：00以降にお掛け直しください。
・受講料のお支払いは7月13日（火）までにヤマカまなびパークにてお願い致します。
（※予約分のお支払いは他施設ではできません）
13日までにお支払いがない場合は予約が取消されますのでご注意ください。

１．教材費、注文品の代金は講座初日にアドバイザーに直接お支払いください。
２．受講は申込者本人に限ります。
３．キャンセルは販売期間内（7月7日～21日）に限ります。
４．受講券販売期間終了後も成立講座に限り、ヤマカまなびパークにて販売致します。
詳しくはヤマカまなびパークまでお問合せ、またはホームページにてご確認ください。

【電話予約についてのご注意】

【お申込みと受講についてのご注意】

お問合せ／ヤマカまなびパーク　☎（0572）23-7022　9：00～17：00（月曜休館）

分類説明

Ａ…クラフト
Ｂ…教養・ビジネス
Ｄ…ダンス
Ｅ…趣味
Ｈ…健康
Ｊ…和道
Ｋ…子ども
Ｍ…音楽
Ｐ…パソコン
Ｒ…リラクゼーション

－販売期間中にお申込みいただいた講座はすべて開講！－

教えたい人と、学びたい人が出会い、市民で作り上げる学習の場を応援します！

定員が２名までの個別対応の
講座になります。

個別授業

7月7日（水）～21日（水）受 講 券 販 売 期 間

ヤマカまなびパーク 5階　9：00～21：30 ※月曜休館（ヤマカまなびパークの開館時間に準じます）
市立公民館　　　　　　　9：00～17：00
ヤマカまなびパーク5階または市立公民館窓口でお買い求めください。電話での取り置きはできません。

電話予約 7月6日㈫  9：00～15：00  支払締切日7月13日㈫

予約専用ダイヤル（0572）23-7035
お申込みの際は講座番号（例・A1）をお伝えください。

ま
な
び
ブ
リ
ッ
ジ
　

マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

ま
な
ぶ
り
く
ん

マナビバ !
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VIVA! マナビバ！　夏～ Summer ～
・講座開講 1時間前に多治見市に気象警報が発令されている場合は
休講となります。詳しくは P14をご覧ください。
・会場へはできるだけ公共交通機関をご利用ください。
（ヤマカまなびパーク駐車場は有料です）

A クラフト
講座
番号 講座名 講座紹介 日程・時間 曜日

回数
受講料
教材費

定員
対象 持ち物

A1 着物でリメイク
林みどり　ヤマカまなびパーク

着物の布を使い手軽に体に合わせて洋
服を作ります。
帽子、袋物などお好きな物が作れます。
※着物生地希望者別途500円～

8/12、9/9、10/14
10：00～12：00

木曜
3回 1,800円 10名

成人

裁縫道具
ミシン（あれば）
ほどいて洗いアイロン
をかけた着物の布

B 教養・ビジネス
講座
番号 講座名 講座紹介 日程・時間 曜日

回数
受講料
教材費

定員
対象 持ち物

B1
愛のある相続対策を！
民事信託！
岩田章裕　ヤマカまなびパーク

近年、注目を浴びている民事信託を活
用した「もめない相続」「認知症対策」
を紹介します。
民事信託の基礎から活用事例までを一
緒に一から学びましょう！

8/28
10：15～11：45

土曜
1回

600円
1,000円

4名
どなたでも

筆記用具
（シャープペンか鉛筆、
消しゴム）

D ダンス
講座
番号 講座名 講座紹介 日程・時間 曜日

回数
受講料
教材費

定員
対象 持ち物

D1
お試しバレエ

〈昼の部〉
寺本ゆかり　小泉公民館

大人のための入門クラスです。ステキ
なバレエ音楽で体を動かす習慣をつけ、
体幹を鍛えましょう。体の硬い方、ス
ポーツが苦手な方でも大歓迎です。
実は、脳トレになるかも⁈
※バレエシューズ希望者別途2,400円

  8/23
  9/13・27
10/11

12：00～13：00

月曜
4回 2,400円 16名

女性
動きやすい服装
バレエシューズ

D2
お試しバレエ

〈夜の部〉
寺本ゆかり　精華交流センター

女性のためのクラシックバレエ入門クラ
スです。体の硬い方、スポーツが苦手
な方、大歓迎です。ステキな音楽で体
を動かす習慣をつけましょう。
実は、脳トレになるかも⁈
※バレエシューズ希望者別途2,400円

  8/23
  9/13・27
10/11

19：00～20：00

月曜
4回 2,400円

16名
中学生以上
の女性

動きやすい服装
バレエシューズ

D3 はじめてのフラ
ＮＡＯ　ヤマカまなびパーク

フラは体幹を鍛える運動としてダイエッ
トにも最適です。やさしいウクレレの音
色で楽しく踊りましょう。基本のステッ
プからゆっくりお伝えしていきます。
※パウスカート無料貸出有り

  8/6・27
  9/3・24
10/1・22

10：00～11：30

金曜
6回 3,600円 7名

どなたでも
動きやすい服装
飲み物
パウスカート（あれば）

D4
JAZZ DANCEで
体と心に喜びを
Saryu　ヤマカまなびパーク

ダンスは身体と心を解放してくれる。
身体がほぐれると心も反応するよ！
ダンスを通して喜びの波動をいっぱい
にしていきましょう。

  9/1・15・29
10/6・20

10：15～11：30

水曜
5回 3,000円 8名

成人女性
ヨガマット、飲み物
室内シューズ

Ｅ趣味
講座
番号 講座名 講座紹介 日程・時間 曜日

回数
受講料
教材費

定員
対象 持ち物

E1 手ぶらで水彩画
天野登功広　笠原中央公民館

筆だけでなくスポンジや霧吹きなどを
使い、水の流れやぼかし等を活かして
描く本格水彩画を体験してください。

8/16・30
9/13・27

14：00～16：00

月曜
4回

2,400円
600円

8名
成人 なし

E2 楽しく木版画
阿部正枝　小泉公民館

現代木版画です。
我流で自分を表現してみてください。
楽しさはそれからです。絵具も中性版
画絵具でローラーを使います。
一度ご参加ください。楽しさがあふれ
てきます。

  8/16・30
  9/13
10/4・18

13：00～15：00

月曜
5回

3,000円
800円

5名
成人

印刀（浅丸9㎜・キワ
刃7.5㎜）、鉛筆
細めのボールペン
新聞紙、ごみ袋
セロハンテープ
木工用のり

Bun　Bunねっと　No.9510
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※申込みに関する注意事項は
P9をご覧ください

受 講 券
販売期間 7月7日㈬～21日㈬ ヤマカまなびパーク	 9：00～21：30（月曜休館）

市立公民館	 9：00～17：00

H 健康
講座
番号 講座名 講座紹介 日程・時間 曜日

回数
受講料
教材費

定員
対象 持ち物

H1
太極拳で、
健康な体を目指そう
荒木真奈美　勤労者センター

深い呼吸をしながら、ゆっくりと動くこ
とにより、バランス力や心肺機能を高
めます。
免疫力アップを目指しましょう。

10/2・9
10：00～11：30

土曜
2回 1,200円 15名

成人
動きやすい服装
飲み物

H2
心と体にやさしい
呼吸法と体操
けいこ あすか　ヤマカまなびパーク

正しい呼吸法は健康の基礎。簡単にで
きる呼吸法の基本とコツを紹介します。
呼吸法にあわせた体操も紹介します。
これを機会に呼吸法に関心をもってい
ただければと思います。

8/25、9/1・8
13：00～15：00

水曜
3回 1,800円 6名

女性
動きやすい服装
筆記用具
ヨガマット（あれば）

H3
40代からの
エアロビクス

HANA　旭ケ丘公民館

なんとなく体調不良、疲れがとれない、
体が重い。そんな方はもしかして運動
不足？エアロビでも激しい動きはあり
ません。楽しく体を動かし、元気を取
り戻しましょう。

  8/4・18・25
  9/1・8・15・22・29
10/6・13

18：30～20：00

水曜
10回 6,000円 15名

成人

動きやすい服装
タオル、飲み物
室内シューズ
ヨガマットまたはバスタオル

H4
体調改善！
ヘルスアップ体操
長野ますみ　勤労者センター

セルフマッサージや全身を動かす体操
で血行を良くし、生活習慣病予防、肩・
膝・腰等の不調や更年期による不調改
善を目指します。個人に合った身体の
ケアが習得できます。

  8/6・13・20
  9/3・10・17・24
10/1・15・22
14：00～16：00

金曜
10回 6,000円 16名

成人

動きやすい服装
タオル、飲み物
ヨガマットまたはバスタオル
500ｇ～1㎏のダンベル
（あれば）

H5
バランスボールで
楽しく健康に・養正

近藤加奈　養正公民館

バランスボールはどなたでも無理なく
できる関節に負担の少ない有酸素運動
です。肩こり・腰痛・体のゆがみ・尿
漏れの改善、自律神経を整えるなどた
くさんの効果があります。
リフレッシュしましょう‼
※ボール貸出希望者別途300円

  8/11・25
  9/8・22
10/13

13：30～15：00

水曜
5回 3,000円 8名

成人

動きやすい服装
飲み物、タオル
ヨガマットまたはバスタオル
バランスボール（あれば）

H6
バランスボールで
楽しく健康に・南姫

近藤加奈　南姫公民館

バランスボールはどなたでも無理なく
できる関節に負担の少ない有酸素運動
です。肩こり・腰痛・体のゆがみ・尿
漏れの改善、自律神経を整えるなどた
くさんの効果があります。
リフレッシュしましょう!!
※ボール貸出希望者別途300円

  8/5・19
  9/2・16
10/7・21

13：30～15：00

木曜
6回 3,600円 8名

成人

動きやすい服装
飲み物、タオル
ヨガマットまたはバスタオル
バランスボール（あれば）

H7
安眠＆体力維持！
50分ヨガ
稲垣千枝子　根本交流センター

運動不足を解消して動作を軽やかに変
化させます。
安眠により免疫力もアップ！
運動習慣も自然に身に付きます！

8/25
9/1・8・15・29
19：00～20：00

水曜
5回 3,000円 10名

成人
ヨガマット、飲み物
動きやすい服装

Ｊ和道
講座
番号 講座名 講座紹介 日程・時間 曜日

回数
受講料
教材費

定員
対象 持ち物

J1
伝統楽器
尺八演奏入門
大重西園　精華交流センター

日本の伝統楽器尺八の吹奏に興味があ
る人。尺八の構造、歴史を学び音の出
し方、唱歌、民謡、歌謡曲で吹奏技術
を学び尾張地方の尺八伝統曲を習得し
ます。
※尺八の無料貸出あり

  8/7・14・21・28
  9/4・11・18・25
10/2・9・16・23
13：00～15：00

土曜
12回 7,200円 5名

どなたでも 尺八（あれば）

J2 茶道（表千家）
山本宗甫　ヤマカまなびパーク

一服の茶を心静かにいただき、日本の
伝統文化を楽しんでみませんか？
初心者の方、歓迎いたします。

  8/6・20
  9/3・17
10/1・8・22

10：00～12：00

金曜
7回

4,200円
2,450円

6名
成人 白のソックス

J3 細字・写経の書道
日置濤雲　ヤマカまなびパーク

私達が普段書く大きさに近い文字の練
習をすることで、生活の中でも役立つ
講座です。写経を始めてみたい方、お
待ちしてます。

  8/4・18・25
  9/1・8・15・22・29
10/6・13・20

18：00～20：00

水曜
11回

6,600円
100円

16名
高校生以上

書道道具、半紙
新聞紙
墨を拭くもの

Bun　Bunねっと　No.95 11
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VIVA! マナビバ！　夏～ Summer ～
・講座開講 1時間前に多治見市に気象警報が発令されている場合は
休講となります。詳しくは P14をご覧ください。
・会場へはできるだけ公共交通機関をご利用ください。
（ヤマカまなびパーク駐車場は有料です）

D1・2 K1A1 D4

J4 きものをきましょう
大竹幸子　ヤマカまなびパーク

ご自分の着たい着物と帯で、着付けを
してみませんか。
美しい着物で晴れやかな気分になりま
しょう。

  8/7
  9/4・18
10/2・16

13：00～15：00

土曜
5回 3,000円 8名

女性

ゆかた、長襦袢
下着、足袋、衿芯
帯板、帯（名古屋、袋）
帯揚げ、帯〆
ひも6本、伊達〆2本
帯枕、タオル2枚

J5
筆文字を書く
はじめの一歩・火曜
福田凌華　ヤマカまなびパーク

少しの時間、日常から離れて集中して
書く作業をしてみませんか。
毛筆の基本から半紙4文字と進み、あ
わせて希望の方は小筆での文字練習も
行います。

  8/3・24
  9/7・21
10/5・19

18：00～19：30

火曜
6回

6,000円
500円

2名
成人

書道道具（あれば）
新聞紙、タオル
※初回は筆、紙、墨液
の準備がなくてもOK
です。

J6
筆文字を書く
はじめの一歩・水曜
福田凌華　ヤマカまなびパーク

少しの時間、日常から離れて集中して
書く作業をしてみませんか。
毛筆の基本から半紙4文字と進み、あ
わせて希望の方は小筆での文字練習も
行います。

  8/4・18
  9/1・15
10/6・20

10：00～11：30

水曜
6回

6,000円
500円

2名
成人

書道道具（あれば）
新聞紙、タオル
※初回は筆、紙、墨液
の準備がなくてもOK
です。

J7
筆文字を書く
はじめの一歩・木曜
福田凌華　ヤマカまなびパーク

少しの時間、日常から離れて集中して
書く作業をしてみませんか。
毛筆の基本から半紙4文字と進み、あ
わせて希望の方は小筆での文字練習も
行います。

  8/5・19
  9/2・16
10/7・21

10：00～11：30

木曜
6回

6,000円
500円

2名
成人

書道道具（あれば）
新聞紙、タオル
※初回は筆、紙、墨液
の準備がなくてもOK
です。

J8 いけばな　草月流
浦野忍花　ヤマカまなびパーク

いけばなを学びませんか？
好きな花器にいけて飾ってみたい方ま
たは免状取得を目指したい方、一歩踏
み出してみませんか。
（初めての方は教科書をご注文ください）
※免状取得希望者は別途テキスト代1,700円

8/5、9/2、10/7
10：30～12：00

木曜
3回

1,800円
3,000円

16名
成人

花器、剣山、雑巾
花ばさみ、ごみ袋
持ち帰り袋

K 子ども
講座
番号 講座名 講座紹介 日程・時間 曜日

回数
受講料
教材費

定員
対象 持ち物

K1
コロコロテーブル
を作ろう
村田祐一郎　ヤマカまなびパーク

ダンボールで、キャスター付きのテー
ブルを作ります。
高さは約30㎝です。

8/8
10：00～12：00

日曜
1回

600円
500円

15名
幼児～小学生

はさみ、木工用のり
新聞紙
プラスドライバー

K2
ダイナミック
イングリッシュ
チャーリー　ヤマカまなびパーク

体を動かしながら英語を楽しく覚えま
しょう。

  8/1・15・22・29
  9/5・12・26
10/3・10・17・24

9：30～10：15

日曜
11回

6,600円
300円

13名
年長～小4 飲み物、タオル

K3
ジュニアいけばな
草月流
浦野忍花　ヤマカまなびパーク

日本の伝統文化を体験しましょう。
いけばなの基本から家に飾るいけばな
を学びます。
高学年から免状取得も目指せます。
※申込時に教材費を集めます
※免状取得希望者は別途テキスト代1,700円

8/7、9/4、10/9
10：30～11：45

土曜
3回

1,800円
3,000円

10名
小学生～高校生

花器、剣山、雑巾
花ばさみ（あれば）
ごみ袋、持ち帰り袋

K4
夏休み
いけばな体験　草月流
浦野忍花　ヤマカまなびパーク

夏休み！日本の伝統文化いけばなに挑
戦してみよう。自分でいけた花をお家
に飾ってみませんか。

8/21
10：30～11：45

土曜
1回

600円
1,000円

10名
小学生～高校生

花ばさみ、筆記用具
雑巾、ごみ袋
持ち帰り袋

個別授業

個別授業

個別授業

Bun　Bunねっと　No.9512
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※申込みに関する注意事項は
P9をご覧ください

受 講 券
販売期間 7月7日㈬～21日㈬ ヤマカまなびパーク	 9：00～21：30（月曜休館）

市立公民館	 9：00～17：00

M 音楽
講座
番号 講座名 講座紹介 日程・時間 曜日

回数
受講料
教材費

定員
対象 持ち物

M1
鳴らせてみよう

「セラリーナ」
竹下孝昭　ヤマカまなびパーク

セラリーナは多治見に生まれた縦型の
オカリナです。従来のものに比べて吹
き易く、指使いも楽で、短時間で優し
い音色を奏でられます。
仲間と合奏を楽しみましょう。
※セラリーナの無料貸出あり

  8/12・26
  9/9・23
10/14

10：00～11：45

木曜
5回

3,000円
200円

4名
成人

卓上本立て
セラリーナ

M2
楽しく上達

「ピアノレッスン」
国枝直子　バロー文化ホール

美しい音色で楽しく練習ができるよう
に、その道筋を丁寧にアドバイス致し
ます。

8/16、9/6、10/4
12：30～13：30

月曜
3回 3,000円 2名

どなたでも

弾きたい曲の楽譜
（あれば）

M3
はじめてみましょう
ピアノ♪
丹羽美穂　ヤマカまなびパーク

音符の読めない初心者の方でも安心し
て受講していただけます。レベルに合
わせた個人レッスンを行います。ピアノ
を弾く楽しさを体験してみましょう。
※新規受講者のみテキスト代別途880円

  8/24
  9/14
10/12

12：30～13：30

火曜
3回 1,800円 3名

成人 弾きたい曲の楽譜

M4
基礎から学ぶ
クラシックギター

中塚道雄　勤労者センター

音楽や楽器の好きな男女、40代～60
代の方歓迎（70代の方は少しギター経験要）。
弾ける楽しさ、上達の喜びをご一緒に！
※クラシックギターをお持ちでない方は
ご相談ください。

  8/29
  9/5・19・26
10/3・10・17

10：00～11：30

日曜
7回

7,000円
1,500円

2名
成人

クラシックギター
（ナイロン弦のもの）
譜面台、足台
チューナー
筆記用具

P パソコン
講座
番号 講座名 講座紹介 日程・時間 曜日

回数
受講料
教材費

定員
対象 持ち物

P1
パワーポイントを使って
動画作成
兼松夕起雄　勤労者センター

主に写真を使って動くアニメーション加
工の学習。パワーポイントの基本操作、
スライドの考え方から動画加工を学習
する基礎コースです。

8/7・14・21・28
9/4
10：00～12：00

土曜
5回

3,000円
1,000円

6名
成人

PowerPoint2019
か Microsoft365が
搭載のノートパソコ
ン・筆記用具

P2
シニア向ワード
四季のはがき写真
小林正治　ヤマカまなびパーク

高度な文書作成機能を使い、罫線、画
像、写真の編集等を行います。写真入
りはがき、フォトアルバム作り、宛名印
刷、住所録作成なども学びます。
※テキスト希望者別途550円
※マイクロソフトワードでの基本的な文
書作成ができる方向けです

  8/18・25
  9/1・8・15・22・29
10/6・13

10：00～12：00

水曜
9回

5,400円
1,000円

10名
パソコン・
ワードの
基本操作が
できる方

Windows10/8
Office2019/16/13
搭載のパソコン
筆記用具（Office2010不可）

P3
ワード・エクセル・10
機能習得
小林正治　ヤマカまなびパーク

Windows10の使用方法を習得しま
しょう。エクセル・ワードのどちらかし
か使ったことのない方が、両方を使え
るようになるための講座です。マイクロ
ソフトオフィス以外の表計算ソフト・ワー
プロソフトでも歓迎です。
※テキスト希望者別途550円

  8/25
  9/8・22・29
10/13

13：00～15：00

水曜
5回

3,000円
1,000円

10名
シニア

Windows10/8
Office2019/16/13
搭載のパソコン
筆記用具（非Office可）

P4
シニアワード
フォトアルバム葉書
小林正治　ヤマカまなびパーク

高度な文書作成機能を使い、罫線、画
像、写真の編集等を行います。写真入
りはがき、フォトアルバム作り、宛名印
刷、住所録作成なども学びます。
※テキスト希望者別途550円
※マイクロソフトワードでの基本的な文
書作成ができる方向けです

  8/19・26
  9/2・9・16・30
10/7・14
13：00～15：00

木曜
8回

4,800円
1,000円

9名
パソコン・
ワードの
基本操作が
できる方

Windows10/8
Office2019/16/13
搭載のパソコン
筆記用具（Office2010不可）

個別授業

個別授業

K2 M4 R3・4・5
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VIVA! マナビバ！　夏～ Summer ～
・講座開講 1時間前に多治見市に気象警報が発令されている場合は
休講となります。詳しくは P14をご覧ください。
・会場へはできるだけ公共交通機関をご利用ください。
（ヤマカまなびパーク駐車場は有料です）

現在、新型コロナウイルス感染拡大が続いており細心の注意を払っての開催となり
ます。「新しい生活様式」をご理解いただき、下記の感染防止対策へのご協力をお願
いいたします。

▪受講当日はご自宅で必ず検温をお願いいたします。発熱または体調に不安のある場
合は参加をお控えください。

▪開講中はマスクの着用をお願いいたします。また、隣の人との間隔は1m～2m空
けるようにしてください。

▪各施設、消毒用品の用意がありますのでアドバイザーと受講生の皆様で、利用前後
に消毒をお願いいたします。

講座開講１時間前に、多治見市に気象警報が発令されている場合には、
休講となります。その場合、受講生の方々へ事務局からご連絡はいたしま
せんので、ご了承ください。ただし警報が発令されていない場合でも、天
候状況により危険が伴うなど、事務局で休講判断をした場合はご連絡を差
し上げます。また、アドバイザーの都合による突然の休講の場合もござい
ます。何卒ご理解いただきますよう、お願いいたします。

気象警報が発令されたときは

体調を万全に
受講されるみなさまへ

R リラクゼーション
講座
番号 講座名 講座紹介 日程・時間 曜日

回数
受講料
教材費

定員
対象 持ち物

R1 らくらく ヨーガ
磯谷淳子　根本交流センター

心身の若返り・バランス・免疫力等、
自分で整えます。呼吸とともにひねっ
たり曲げたり、素直な自分に。手・足・
顔などのリンパも流してスッキリ‼
健康管理、楽しくね。

  8/1・29
  9/12・26
10/10・17

13：30～15：00

日曜
6回 3,600円 8名

女性
ヨガマットまたは敷物
タオル、飲み物
動きやすい服装

R2 ストレッチ ヨーガ
磯谷淳子　根本交流センター

「うーん」うめき声は自分。
さあヨガでゆがみを整えて「コリ」を取
り、姿勢を正して、胸はって。足・手・
指をほぐし、リンパを流します。
楽しく無理なく、私の青空うれしいね。

  8/3・10・17・24
  9/7・14・21・28
10/5・12・19
13：30～15：00

火曜
11回 6,600円 13名

女性
ヨガマットまたは敷物
タオル、飲み物
動きやすい服装

R3
マイナス10歳目指す！
陰ヨガ１時
下山真穂　ヤマカまなびパーク

静かにゆっくりと心身をゆるめていきま
しょう。心地よくリラックスしながら自
然治癒力を引き出しましょう。
運動不足気味の方、体の硬い方にも◎。
夏も笑顔で健やかに

  8/5・12・26
  9/2・9・16・30
10/7・14・21
13：15～14：45

木曜
10回 6,000円 16名

どなたでも

ヨガマットまたは敷物
タオル、ブランケット
飲み物
動きやすく体温調整
しやすい服装

R4
マイナス10歳目指す！
陰ヨガ３時
下山真穂　ヤマカまなびパーク

肩こり・腰痛・睡眠・冷房による冷えな
ど、気になる不調を心地よく脱力しな
がらケアしていきましょう。
夏も健やかに 笑顔がいっぱい、体の
硬い方にもおすすめです。

  8/5・12・26
  9/2・9・16・30
10/7・14・21
15：15～16：45

木曜
10回 6,000円 16名

どなたでも

ヨガマットまたは敷物
タオル、ブランケット
飲み物
動きやすく体温調整
しやすい服装

R5
夏の不調を
ケアしましょう
下山真穂　ヤマカまなびパーク

心地よくリラックスしながら内側から
色々なバランスを整え、巡りをよくして
いきましょう。
体が硬い方・肩こり・腰痛・夏バテ・
冷房による冷え対策にも♡夏も健やか
に♫

  8/6・20・27
  9/3・10・17・24
10/1・8・15
18：30～20：00

金曜
10回 6,000円 16名

どなたでも

ヨガマットまたは敷物
タオル、ブランケット
飲み物
動きやすく体温調整
しやすい服装
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体組成や血管年齢などの測定や全身体操、食生活改善のためのクイズやレ
シピの展示をします。健康づくりをはじめてみましょう。
日時●7月11日（日）

13：00～15：30
定員●40名（展示は自由参加）
講師●小池久司

養正・滝呂校区健康づくり推進員
食生活推進員協議会養正支部

参加費●無料
申込み●受付中
共催●多治見市保健センター

養正健康フェスティバル2021

ひよこのひろば　はじめての体操

わくわくDIY教室

親育ち4・3・6・3・たじみプラン協賛事業

オアシスカレッジ

親子で参加できる体操教室と読み聞かせです。親子でスキンシップをとり
ながら、楽しく体を動かしましょう。

座ってもよし、寄せ植えを飾ってもよし、オリジナルの椅子を作ってみま
せんか。コロナ禍で自宅でDIYにチャレンジする方も多いはず。是非この
機会に、DIYのコツを学びましょう。

日時●9月28日、10月26日、11月23日、12月21日（火曜・全４回）
10：30～11：30

対象・定員●0～３歳の未就園児とその保護者・20組
講師●小池久司　ぽかぽかこっこ
参加費●1,600円
持ち物●運動ができる服装、体育館シューズ

飲み物、タオル
申込み●8月1日（日）

10：00～ 窓口にて
11：00～ 電話にて

日時●7月25日（日）　9：00～12：00
定員●10名程度
講師●小木曽建築
参加費●3,500円（材料費込み）
持ち物●のこぎり、かなづち、軍手

インパクトドライバー（あれば）
飲み物

申込み●受付中

みんなでスカイウォッチャー
オアシスカレッジ

大ホールでクイズ大会を楽しみ、その後で屋外に出て夜空を見上げてみよ
う。天体望遠鏡を覗くと土星と木星がみえます。
日時●8月29日（日）　19：30～
対象●どなたでも（小学生以下は保護者同伴で）
講師●地球村星倶楽部
参加費●無料
申込み●7月3日（土）

　9　：00～ 窓口にて
10：00～ 電話にて

庭木の手入れ　秋
プロの庭師の技と知識を習得しましょう。
秋から冬にかけてのお手入れのポイントなど丁寧な講義と実技が好評で
す。
日時●9月25日（土）　9：30～11：30
定員●20名
講師●安藤秀章
参加費●400円
持ち物●軍手、タオル、剪定鋏（あれば）
申込み●8月21日（土）

　9　：00～ 窓口にて
10：00～ 電話にて

健康は足元から～足と靴のお話・子ども版
子どもの足の成長に合った靴選びは、子どもの集中力と成長に影響すると
いわれています。お子さんの足と靴について一緒に学びましょう。親子で
参加大歓迎。
日時●8月17日（火）　10：00～11：30
定員●30名
講師●上級シューフィッター宮木良朗
参加費●300円
持ち物●筆記用具
申込み●7月10日（土）

　9　：00～ 窓口にて
10：00～ 電話にて

市之倉なかよしひろば　英語で親子ヨガ

笑み満開！椅子に座ってらくらく体操

親育ち4・3・6・3たじみプラン協賛事業

お子さんと一緒にヨガと英語を楽しみましょう。人形劇もありますよ♪

椅子に座って誰でも簡単にできる体操をします。腰痛、肩こりの予防と
緩和に効果があります。

日時●9月13日（月）　10：00～11：30
対象・定員●未就園児親子・15組
講師●中嶋あさこ
参加費●500円（お菓子のお土産付き）
持ち物●ヨガマット、お子さんに必要なグッズ

飲み物、タオル
申込み●受付中

日時●8月9日、9月13日、10月11日、11月8日
（第2月曜・全4回）
13：30～15：00

定員●20名程度
講師●丹羽恵美
参加費●2,000円
持ち物●室内シューズ、飲み物、タオル
申込み●受付中

親育ち4・3・6・3たじみプラン協賛事業

養正公民館養正公民館
陶元町135-3　☎25-3622

小泉公民館小泉公民館
小泉町8-80　☎29-1377

旭ケ丘公民館旭ケ丘公民館
旭ケ丘8-29-99　☎27-6826

市之倉公民館市之倉公民館
市之倉町8-138　☎22-3776
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星空観望会＆ミニコンサート
夏の夜の天体観測とスライドショーで宇宙の美しさをご覧ください。ミニ
コンサートではクラリネットの生演奏にうっとり…
日時●8月1日（日）　19：00～20：30
対象・定員●どなたでも（小学生以下は保護者同伴）

50名
講師●地球村星倶楽部　演奏/平野藍
参加費●無料
持ち物●飲み物
申込み●7月1日（木）

10：00～ 窓口または電話にて
その他●雨天曇天の場合スライドショー・クイズ

など行います

食材の働きや薬膳の知識を学ぶ…
からだが喜ぶ「おうち薬膳」
人気薬膳カフェオーナーで中日文化センター講師として活躍する堀輝余子
氏をお招きし薬膳料理について学びます。
日時●7月15日、8月19日(木曜・全2回)

10：00～13：00
定員●12名
講師●国際中医薬膳師

薬膳茶SoybeanFlour　堀 輝余子
参加費●3,800円(材料費込)

ランチ・薬膳茶付き
持ち物●エプロン、三角巾、マスク、布巾
申込み●受付中

平家物語・前期
人気講師安田先生独自の視点でおなじみの古典文学を楽しく読み解いてい
きます。
日時●8月3日、9月7日

10月5日、11月2日
12月7日、1月11日
（火曜・全6回）
13：00～14：30

対象・定員●50名
講師●安田直幸
参加費●2,400円（資料代込）
持ち物●筆記用具
申込み●受付中

ふぁみりー卓球部！
家族で卓球を楽しみましょう。（必ず1人は保護者がついてください。）
日時●8月12日（木）・13日（金）・19日（木）・20日（金）

①10：00～11：00　②11：00～12：00
対象・定員●どなたでも（未就学児は保護者同伴）

各時間4組
参加費●1台1時間100円
持ち物●室内シューズ、飲み物、タオル
申込み●7月3日（土） 

9時～ 窓口にて
空きがあれば10時～ 電話にて

ラジオ体操だよ！全員集合
夏の朝は皆でラジオ体操をしましょう！頑張って参加して、暑い夏を乗り
切ろう！
日時●7月26日（月）～8月20日（金）

（月曜～金曜開催・全19回）
※8月9日（月・祝）はお休み
9：30～9：40

参加費●無料
申込み●不要

楽しく踊ろう♪Let’s mama Dance
ママテラス

365日がんばるママたちへ。ストレッチで体をほぐしてから、軽快な曲に
合わせてダンスを踊りましょう。
日時●7月15月（木）　10：30～11：30
対象・定員●未就学児を持つ保護者（子どもを連れての

参加可）・15組
講師●永井亜紀
参加費●500円
持ち物●飲み物、運動できる服装、ヨガマットまたは

バスタオル、室内シューズ
申込み●受付中

音とともだち♪リトミック
ねもとすくすくスクール

歌やリズムにあわせて親子でスキンシップ！音を身近に感じながら楽しい
時間を過ごしましょう。
日時●9月3日・17日、10月1日・15日・29日(金曜・全5回）

①10：00～10：45　②11：00～11：45
対象・定員●①Ｈ31.4.2～Ｒ2.4.1生まれの親子

②Ｈ30.4.2～Ｈ31.4.1生まれの親子
各15組

講師●髙須しおり　堀江千穂
参加費●2,500円
持ち物●飲み物、お子さんに必要な物
申込み●7月25日（日）

　9　：00～ 窓口にて
10：00～ 電話にて

Happy Cooking Day!（家族で料理の日）
今年の夏休みも家族の絆を深めましょう。親子で、家族みんなでお菓子や
お料理を作ってみませんか？
日時●7月25日（日）、8月5日（木）、8月21日（土）

①9：30～12：30　②13：00～16：00
対象・定員●家族単位　各日2組
参加費●1組500円（冷房費別途）
持ち物●食材等
申込み●受付中

脇之島公民館脇之島公民館
脇之島町6-31-3　☎25-5611

精華交流センター精華交流センター
上野町4-23-1　☎25-1533

南姫公民館南姫公民館
大針町283-1　☎29-4880

根本交流センター根本交流センター
根本町3-55-1　☎27-5500
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開　館  9：00～17：00（入館は16：30まで）
観覧料  一般 320円、大学生 210円

※高校生以下、身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳の交付を受けて
いる方とその付添いの方1名は無料

休館日  月曜（祝日の場合は翌平日）

コロナの時代はweb配信でイベントや団体PRをしよう！始めたいけれど
足踏み状態の団体をイケメン講師がサポートします。
日時●8月22日（日）　13：00～16：00
会場●6階視聴覚室
対象・定員●市民活動に関わる方で

YouTube初心者（高校生以上）・6名
講師●ボードゲームフェスタまいたーん！

代表 高橋雄蔵、webデザイナー 太田大鷹
参加費●500円（ぽると登録団体は300円）
持ち物●Wi-Fiがつながるスマートフォンまたは

タブレット
申込み●受付中（1回の申込みにつき1名まで）

NPOのYouTubeデビュー応援します！

NPOの資金集め
クラウドファンディングにチャレンジしてみよう

NPOカフェ

市民活動にも活動資金が不可欠。クラウドファンディングや助成金の上手
な活用について情報をGetしましょう。
日時●8月29日（日）　13：30～15：30
会場●6階視聴覚室
定員●20名
講師●（特非）ぎふ NPOセンター事務局長　野尻智周
参加費●無料
申込み●受付中

～カラーセラピー～
色が心に与える影響を楽しく学びましょう

呼吸中心ヨガでスッキリとした毎日を！

日常をゆったりと過ごすために色の持つ特色を知りましょう。紙芝居を使
ったプチワークもあります。

体の歪み、コリ、痛みなどをヨガで整えましょう。体のクセはポーズと
呼吸で整えて代謝も免疫力もアップ！

日時●7月31日（土）　13：00～14：30
対象・定員●女性・6名
講師●細井敬依子（TCマスターカラーセラピスト）
参加費●300円
持ち物●飲み物、筆記用具
申込み●7月1日（木）

　9　：00～ 窓口にて
10：00～ 電話にて

日時●9月21日、10月5日（火曜・全2回）
10：00～12：00

定員●15名
講師●磯谷淳子
参加費●600円
持ち物●飲み物、ヨガマットまたはバスタオル

タオル、動きやすい服装
申込み●7月1日（木）

　9　：00～ 窓口にて
10：00～ 電話にて

かんさつ館講座
①昆虫　昆虫から親しむ生態系
地元で見られる昆虫から生態系と進化を紹介します。

②カメ　カメと学ぶ生物多様性
カメの視点から多治見の生物多様性を考えます。

土岐川で釣り
①川の達人　親子釣り教室
親子で参加、釣りの楽しさを勉強します。

②釣るぞ！第16回多治見市「子ども釣り大会」
子どもだけの釣り大会

日時●①7月9日（金）　②8月6日（金）
18：30～20：00　受付18：00～

対象・定員●どなたでも（小4以下保護者同伴)
10名

講師●①横井洋文　②田村ユカ
参加費●無料
持ち物●筆記用具
申込み●受付中 電話または窓口にて

日時●①7月3日（土）　②7月18日（日）　9：30～11：30　受付9：00～
対象・定員●①親子・子ども（小4以下保護者同伴）・定員20名

②小学生で1人で釣りが出来る子
　（小4以下保護者同伴）・15名

参加費●無料
持ち物●濡れてもよい靴、帽子、タオル、飲み物

持ち帰り容器、釣り道具、エサ
申込み●受付中 電話または窓口にて

西浦焼
ー世界の巨人に挑んだ器たち・加納コレクションー

多治見市文化財保護センター移動展
信長朱印状と陶祖の窯

世界の名窯、ルックウッドやロイヤル・コペン
ハーゲンの作品を、西浦焼と対峙させて展示し
ます。19世紀末頃の世界の巨大な陶磁器会社の
動向をひもときながら、果敢に挑んでいった西
浦焼の姿をお楽しみください。

多治見市有形文化財「信長朱印状」やそれにまつわる由来状、陶祖の窯であ
る久尻および大平、多治見（平野）など、窯出土品から各地の陶祖が製造し
たやきものを紹介します。

日時●4月24（土）～8月29日（日）

日時●7月7日（水）～
 9月20日（月・祝）

ルックウッド　釉下彩鷺図花瓶　加納コレクション

多治見市有形文化財　信長朱印状
多治見市教育委員会蔵

市民活動交流支援センター市民活動交流支援センター
豊岡町1-55 ヤマカまなびパーク6階　☎22-0320

勤労者センター勤労者センター
幸町1-54　☎29-2283

美濃焼ミュージアム美濃焼ミュージアム
多治見市東町1-9-27　☎23-1191

土岐川観察館土岐川観察館
平和町6丁目84-3　☎21-2151
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えにっきを
かきわすれた
3マスもどる

スタート 夏休み子ども講座

のびのびお絵かきの会
自由に絵を描いて、
描き方の相談もでき
ます。絵具や色鉛筆、
ペンなど使いたい画
材を持ってきてくだ
さいね！

期　　日  7月27日（火）、8月10日（火）
 10：30～11：45
対象・定員  小学生・10名
参　加　費  300円
持　ち　物  描画用具、汚れてもいい服装
 飲み物、タオル、描きたいもの

やその資料があれば持参
申　込　み  受付中

子どもの大学

多治見工業高校共催
夏のオープンキャンパス
工業高校で“ものづくり体験”をしませんか？
講師の高校生と交流を図りながら作品を作り
ます。4科で同時開催します。
期　　日  7月27日（火）　9：30～12：00
対象・定員  小学生全学年…セラミック科15人
 　　　　　　　デザイン科15人

低学年…電子機械科10人
　　　　電気システム科10人

講　　師  多治見工業高校 生徒の皆さん
参　加　費  700円
持　ち　物  上履き、飲み物、持ち帰り袋
場　　所  集合解散：養正公民館
 会場：多治見工業高校
 　　　（陶元町207)
申　込　み  受付中
共　　催  多治見工業高校

リトルカレッジ

楽しく踊ろう☆ヒップホップ！
憧れのダンサーのようにカッコよく踊ってみよう！
9月19日（日）に開催する「ふれあい広場」で発表する
よ！
期　　日  8月6日（金）・14日（土）・20日（金）
 9月4日（土）
 10：00～11：30
対象・定員  小学生・20名
講　　師  大野綾太
参　加　費  1,200円
持　ち　物  室内シューズ、飲み物
 タオル、動きやすい服装
申　込　み  受付中

一日まるっとまなパー探険隊
まなパー探険隊になってヤマカまなびパークで遊びつくそう。
盛りだくさんのメニューを用意してお待ちしています。

地球村の大望遠鏡で
夏の星空を見よう！
ご家族で夏の星空を観察しましょう。
雨天の場合は、南姫公民館で星の説明や
クイズを楽しみます。
期　　日  8月7日(土)　19：30～20：30
対象・定員  ご家族15組
講　　師  地球村星倶楽部
参　加　費  無料
場　　所  地球村
申　込　み  受付中

おいしい
かき氷を
たべて

1回やすみ

なつやすみを
たのしもう

期　　日  8月8日（日）　9：30～15：30 対象・定員  小学1年生～4年生・15名
参　加　費  2,000円＋昼食代500円 持　ち　物  室内用シューズ、飲み物、タオル
申　込　み  7月3日（土）　10：30～ 電話にて
共　　催  多治見市陸上競技協会、ボードゲームまいたーん！

市民活動交流支援センター、NPO法人 Mama’s Café
 村田祐一郎、多治見市図書館

2マス
すすむ

ここどもイベ夏夏休休みみ
各施設イチ押しの子どもイベントをすごろく形式でご紹介。
他にも楽しいイベントもりだくさん♪ 詳しくは各施設ホームページをチェックしてね。

わいわい
ボードゲーム

かけっこ
教室

わくわく
ランチ

ダンボール
工作

図書館
地下探索

メ
ニ
ュ
ー

精華
センター交流 養正 館公 民

南姫 館公民

小泉 館公 民

ヤマ
なびパーカ ま ク
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まいにち
あつくて
1回やすみ

ねもとぐんぐんスクール

おやこdeらん・ラン・RUN
走ることが好きになりたい！カッコよく
走るようになりたい。親子で走ることを
楽しみましょう。
期　　日  7月29日、8月19日
 （木曜・全2回）　10：30～11：30
対象・定員  園児親子・15組
講　　師  市原まゆか
参　加　費  500円
持　ち　物  飲み物、運動できる服装(ジーパ

ン不可）、タオル、室内シューズ
着替え

申　込　み  受付中

～夏休みの思い出作りに～
夏の手形アートを作ろう！
手形を押して花火やカニなどの形にして、写真や折り紙
でかわいくデコってアート作品を作っちゃおう！
期　　日  8月6日（金）　10：00～12：00
対象・定員  小学生・15名
講　　師  土岐ひとみ（petapeta-artⓇインストラクター）
参　加　費  600円
持　ち　物  飲み物、タオル、はさみ、

ペンまたは色鉛筆、の
り、ある人はマスキン
グテープ、貼りたい人
は写真2、3枚

申　込　み  7月1日（木）
 9：00～ 窓口にて（電話10：00～）

子どもガサガサ探険隊
①土岐川（瑞浪市）
土岐川の上流でガサガサ探険をします。

②大原川
土岐川の合流点でガサガサをします。

③土岐川　本流編
普段入れない土岐川本流でガサガサをします。

期　　日  ①8月7日（土）、②9月5日（日）
 ③9月26日（日）
 9：30～11：30
対象・定員  一般・子ども（小4以下は保護者同伴）
 定員20名
参　加　費  無料
持　ち　物  着替え、濡れてもよい靴
 帽子、水筒、タオル
申　込　み  ①7/1～、②8/1～
 ③9/1～ 電話または
 　　　　窓口にて

いまどき…
おしゃれしましょ！
小学生だっておしゃれした
い！イヤリングを作ってこの
夏おしゃれを楽しみましょう。
期　　日  8月3日（火）
 10：00～12：00
対象・定員  小学生8名（親子での参加OK。3年

生以下は親子同伴）
講　　師  今井青花
参　加　費  800円
申　込　み  7月2日（金）
 10：00～ 窓口にて
 （電話11：00～）

ゴール

うながっぱが
あらわれた
2マスすすむ

やったね!!
たのしい思い出が
たくさんできたね

寺子屋杯
囲碁将棋大会
自分の実力を試してみよう！寺
子屋ボランティアさんも待って
います。
期　　日  8月25日（水）
 16：00～17：00
講　　師  寺子屋ボランティア
参　加　費  無料
申　込　み  不要要

2マス
もどる

ふりだしに
もどる

プロから学ぶ
ヒップホップダンス！
有名アーティストのバックダンサーを務め
た講師から教わってカッコよく踊ろう！
期　　日  7月27日、8月3日・17日・24日
 （火曜・全4回）
 16：00～17：00
対象・定員  年中～小学3年生・20名程度
講　　師  大野綾太
参　加　費  1,200円
持　ち　物  室内シューズ、タオル、飲み物
申　込　み  受付中

ントすごろく
根本

センター交流 脇 之 公民館島

勤 労 センター者
市 之 公民館倉

土 岐 観察館川
旭 ケ 公民館丘
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公民館コンサート

多治見市を中心に活躍する音楽家が集まり、この日だけの編
成でお送りします。特別な演奏会をお楽しみください。

ハンガリーの複雑な歴史にまつわる作曲家たちの作品を演奏
します。

「親しみやすい日本の歌」「心に残るイタリアの歌」を中心に
長年練習を重ねた歌声をお楽しみください。

生きる　それは歌！

水野昌枝　うたのコンサート
養正公民館コンサートVol.75

養正ヴィルトゥオーゾコンサート

心にビタミン 2じコンサート Vol .5

日　　時  8月8日（日）　開場13：30　開演14：00
定　　員  70名
出　　演  水野昌枝（歌）
 市原実小代（ピアノ）
入　場　料  500円
チケット  発売中

日　　時  9月4日（土）　開場13：30　開演14：00
定　　員  70名
出　　演  鈴木信輝(フルート）、平野藍(クラリネット）
 加藤菜津子(ヴァイオリン)、齊藤順子(ソプラノ）
 古田友哉（ピアノ）
入　場　料  1,000円
チケット  7月１日（木）　13：00～ 窓口にて発売

日　　時  9月12日（日）　開場13：30　開演14：00
定　　員  70名程度
出　　演  アンサンブル　ジョカーレ（吉積光二/ホルン、芦田修/ヴァ

イオリン、藤掛幹奈子/ピアノ、柳河瀬亜由子/フルート）
入　場　料  500円
チケット  発売中

小泉公民館　☎29-1377養正公民館　☎25-3622

市之倉公民館　☎22-3776

アノ）

岐阜県現代陶芸美術館 多治見市東町4-2-5（セラミックパークMINO内）☎28-3100
開　館 10：00～18：00（入館は17：30まで）
休館日 月曜（祝日の場合は翌平日）

近代日本ガラス工芸史の礎を築いた岩田藤七、長男の久
利、その妻の糸子の作品を紹介します。

岩田藤七、久利、糸子の日本のガラス工芸史に
おける位置付け等についてお話しいただきます。

いつもは見ることのできない美術館の舞台裏
見学や、学芸員体験を通して、美術館のおし
ごとに迫る一日です。

7月10日（土）～8月29日（日） 7月31日（土） 8月11日（水）

町田市立博物館所蔵 岩田色ガラスの世界展
― 岩田藤七・久利・糸子 ―

日本のガラス工芸史における
岩田藤七、久利、糸子

こども見学デー
～MoMCAでおしごと体験～

観覧料  一　般 900円
 大学生 700円
 高校生以下無料

時　間  14：00～15：30
定　員  40名
講　師  齊藤晴子氏（町田市立博物館学芸員）
参加費  無料
申込み  6月19日（土）～、電話またはメールにて

時　　間  10：30～15：00（昼休憩あり）
対象・定員  小学生～中学生・10名（保護者同伴可）
講　　師  美術館職員
参　加　費  無料
申　込　み  7月3日（土）～、電話またはメールにて

岩田藤七《貝「波の響」》
1976年　町田市立博物館蔵

えっ！ハンガリーに蒙古襲来？ ～ハンガリーと周辺国～

懐かしい歌で、若き日の1コマが ります。日々の喧騒を忘れ、
楽しみましょう。

吾林寿（ありんす）フォークソングコンサート

なつかしのフォークソングで
青春にComeBack

日　　時  ７月25日（日）　開場13：00　開演13：30
定　　員  60名
出　　演  おやじバンド吾林寿
入　場　料  300円
チケット  発売中

南姫公民館　☎29-4880

Museum of Modern Ceramic Art, Gifu. (MoMCA)

特別展 講演会

発行：多治見市学習館（ヤマカまなびパーク）
企画／編集：公益財団法人 多治見市文化振興事業団
住所：多治見市豊岡町１丁目 55番地
電話：（0572）23-7022広報誌の発行は多治見市学習館指定管理者の公益財団法人多治見市文化振興事業団が多治見市との協定により実施しています。
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来館の際は、新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みにご理解とご協力をお願いいたします。
感染状況によっては掲載イベントが中止もしくは変更となる場合があります。詳しくは各館にお問合せください。




