
多治見市文化情報誌

秋BunBunねっとぶ ん ぶ ん

2021年10月1日

96号―　目次　―
Contents

2 － 3 	 ●バロー文化ホール情報	
4 	 ●三の倉市民の里「地球村」情報	
5 	 ●笠原中央公民館「アザレアホール」情報	
6 － 8 	 ●ヤマカまなびパーク情報	
9 －15	 ●VIVA！マナビバ！	
16－19	 ●公民館・施設催し物情報
20	 ●コンサート等催し物情報



Bun　Bunねっと　No.962

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）
年末年始（12/28～1/4）は休館です

Lコード　73384

Lコード　43445 Lコード　41905

森高千里 「この街」TOUR 2020-22

ベリーグッドマン
“必ず何かの天才”TOUR 2021-2022

令和3年度公共ホール音楽活性化支援事業

Buzz Fiveコンサート

【全席指定】　8,800 円
※本コンサートはお客様による
座席の指定はできません

※ 1公演につき おひとり様 2枚
まで

※ 4歳以上有料
※ 3歳以下は保護者 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有料）

※ 1ステージ 80分

【全席指定】6,800 円　※当日 7,300 円
※本コンサートはお客様による座席の指定はできません
※おひとり様4枚まで　※3歳以上有料

助成：（一財）地域創造
制作協力：（一社）日本クラシック音楽事業協会

【共催】たじみ音楽でまちづくり市民協議会

※出演者の都合により、松山萠（トランペット）に代わり、野呂紀之が出演いたします

【全席自由】
 一般　1,000 円
 高校生以下　500円

【全席自由】 1,500円 （Club会員1,300円）

【全席自由】 3,000円 
歴代のヒット曲のオンパ
レード！

〈出演〉春風亭一蔵
　　　入船亭小辰

〈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）ほか

多くのプロ野球選手の登場曲でおなじみ。背中を押してく
れるような応援歌を間近で見られるチャンス！

FIFAワールドカップなど、数々のイベントに招かれ活躍
する金管五重奏団。日本を代表する金管アンサンブル、迫
力のサウンドをお聴き逃しなく！

会場 :大ホール

会場 :大ホール
開場 17:00/ 開演 18:00

会場 : 小ホール
開場 16:00/ 開演 16:30

会場 : 小ホール
開場 13:00/ 開演 13:30

会場 : 小ホール
開場 13:30/ 開演 14:00

10月30日㊏

12月3日㊎ 12月4日㊏

10月13日㊌

11月21日㊐

二ツ目ふたり会 ～すい寄席～其の五

長谷川彰子チェロリサイタル

1 回目  開演 15:00
2 回目  開演 18:00
（各 30分前開場）

好評
発売中

好評
発売中

好評
発売中

好評
発売中

好評
発売中

託児サービス

現在、主催公演における託児は休止しています。

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/←詳しくはホームページ

　をご覧ください

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〉

多治見市文化会館40周年記念事業



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.96 3

Lコード　43620

Lコード　43621

谷口若菜ピアノリサイタル　9/12㊐ → 12/5㊐　14：00開演

第12回スーパー手づくりマーケット
出店者募集！

12月11日㊏

3月5日㊏・6日㊐

10月17日㊐

11月14日㊐

12月22日㊌

1 回目  13:30 ～ 15:00
2 回目  15:30 ～ 17:00
3 回目  17:30 ～ 19:00　※１回目は学生優先

みんなで集まって演奏する楽
しさを提案。一人でも初心者
も大歓迎！

【会　場】　大ホール舞台上
【出演料】　各500円（当日各600円）　※観客無料

クリスマス/アヴェ・マリア
～サンクトペテルブルグ室内合奏団～

情熱のタンゴ＆愛のシャンソン

藤木大地 with 荘村清志
いま聴きたい日本の歌

【全席指定】
4,800円
（Club会員4,300円）

【全席指定】
4,500円（Club会員4,000円）

指定席  4,000円（Club会員3,500円）
自由席  3,000円　　高校生以下  1,000円（指定・自由とも）

豊かな弦楽器のハーモニーと幻想的なハープの響き、透き通ったソプ
ラノの歌声が聖夜を彩る。

〈プログラム〉
三大アヴェ・マリア
（J.S. バッハ、シュー
ベルト、カッチーニ）
ほか

フランスのパリから南米のパリ ブエノスへ…
思い出の名曲で綴ります。
〈出演〉
アクセル＆ナナ（ダンス）
KaZZma、松城ゆきの（歌手）
鈴木崇朗（バンドネオン）　ほか
〈プログラム〉
枯葉、愛の讃歌、バラ色の人生
リベルタンゴ  ほか

思わず口ずさみたくなる
日本の名曲を奏でます。

〈プログラム〉
花（瀧廉太郎）
早春賦（中田章）
時代（中島みゆき）
いのちの歌（村松崇継）
ほか

会場 :大ホール
開場 13:15/ 開演 14:00

会場 : 小ホール
開場 15:30/ 開演 16:00

会場 : 大ホール
開場 13:15/ 開演 14:00

12月12日㊐

1月15日㊏

2月13日㊐

［Club会員先行発売］　 10月10日(日)
［一般発売］                 10月24日(日)

［Club会員先行発売］　 10月10日(日)
［一般発売］                 10月24日(日)

［Club会員先行発売］　 10月31日(日)
［一般発売］                 11月 7 日(日)

©hiromasa ©Hiromichi NOZAWA

※未就学児入場可会場:大ホール　（各30分前開場）

〈出演〉加藤あや（ピアノ）
　　　  戸島さや野 (ヴァイオリン）

〈出演〉めいおん☆フルートカルテット

〈出演〉手嶋莉子（マリンバ）
　　　  酒井黎子（ピアノ）

10:00 ～ 15:00

大人も子どもも楽しめるマル
シェ、3年ぶりの開催！

【募集ブース】
①ハンドメイド作品の販売
②ワークショップ

【応募締切】10月17日（日）17:00

vol.44　音で巡る世界

vol.45　フルートオータムコンサート

vol.46　はじけるリズム！木の音色

ふらっとコンサート

ワンコインバンドセッション2021

14:00 開演

13:00 開演

19:00 開演

入場無料

Pコード　202-134

Lコード　35343

TAJIMI CHOIR JAPAN 
多治見少年少女合唱団とシニアコア  クリスマスコンサート
【日　時】12月19日（日）16：30開演
【入場料】全席自由　一般1,000円、学生500円
【発売日】11月3日（祝・水）
主催：TAJIMI CHOIR JAPAN  　共催：多治見市文化会館

申込受付中

延期

各イベントの詳細については、必ず当館ホームページをご確認ください。



参加無料・申込不要

10月2日、11月6・20日、12月4・18日（土）
各日　10：00～12：00、13：00～15：00

ボランティア指導者による

フリークライミング体験会

11月20日（土）　①10：00～　②10：45～

11月13日（土）　①10：00～　②10：45～

10月23日、11月27日（土）
※雨天中止　各日10：00～11：30

スポーツクライミング普及のための体験会です。

【講　師】多治見峰遊会　【持ち物】運動できる服装

【定　員】各回10組
【受付・駐車場】三の倉神社
【参加費】１口（10本）600円　※１組様２口まで
【持ち物】農作業できる服装、持ち帰りの袋等
【申込み】11月6日（土）9：00～　電話または窓口で
※１件の電話で１組様まで

【定　員】各回10組
【受付・駐車場】地球村グラウンド
【参加費】１口（200g）400円　※１組様２口まで
【申込み】10月30日（土）9：00～　電話または窓口で
※１件の電話で１組様まで

【対象・定員】家族・親子・各回５組
【講　師】安江務（NACS-J自然観察指導員）
【参加費】無料　【申込み】電話または窓口で

抜き抜き秋だいこん 　　　　サタデースターナイト星の観望会

部分月食観望会

星景写真撮影講習会

もぎもぎ原木しいたけ

　　　フィールドツアー地球村

冬に楽しい！焼きマシュマロのクラッカーサンド

だんろでサモア
暖炉の稼働に合わせて
スタートします
（11月中旬ごろから）

10月2・16・30日（土） 19：00～　※雨天、曇天中止
11月13・27日（土）、12月4・11日（土） 18：00～

※中止の際は当日17：00までに、ホームページ上で告知します
【定　員】各回30名　【持ち物】防寒着など　【申込み】電話または窓口で

※中止の際は当日15：00までに、ホームページ上で告知します

11月19日（金）　16：30～20：00　※雨天、曇天中止

11月6日（土） 19：00～21：00

【定　員】30名　【持ち物】双眼鏡（あれば）、防寒着など
【申込み】10/23（土）9：00～　電話または窓口で

【定　員】10名
【持ち物】デジタル一眼カメラ、ミラーレスカメラ、
カメラの説明書（あれば）、三脚（あれば）、防寒着など

【申込み】10月9日（土）9：00～　電話または窓口で

月の欠ける様子を観望してみよう！

星空と景色をきれいに収めた「星景写真」の撮り方を教えます。

秋の天文イベント

収穫体験

収穫体験

参加無料【講師】地球村星倶楽部

ログハウス
地球村は多治見市街から車で10分。
気軽に来れる「ちょうどいい感じ」の自然体験施設です。
ログハウスでのお泊りはちょっぴりリゾート気分ですよ。

室内はエアコン完備。
冬季シーズンはこたつ、
ホットカーペットをご用意。
※11月中旬ごろから

協力：池田南営農

協力：池田南営農

料金一例
ログハウスA
（定員４名）
１泊 5,500円
（市内料金）

地球村
自然観察会

【対　象】家族（3～5人）　【参加費】1人800円（材料費込み）
【持ち物】木登りのできる靴や服装、お弁当（おにぎりなどの軽食）、

飲み物など
【申込み】10月２日（土）9：00～　電話または窓口で

“清流の国ぎふ森林・環境税”を活用しています

ロープやハーネスを装着して、木登りができちゃうよ！
昼食には、ダッチオーブン料理にチャレンジ！
斧を使っての薪割りや、のこぎりで丸太の輪切り、
着火剤を使わない火おこしをやってみよう。

10月24日（日） 10：00～15：00　※雨天延期：11月14日（日）

３個セット 150円
※予定数に達し次第終了

エアコン完備！
６歳以下の
お子さん対象

（保護者同伴）

３～９歳の
お子さん対象

使用料│無料　利用時間│9：00~16：45

“たきろ里山クラブ”とは
地球村をはじめとした、
地域の山林整備を行って
いるボランティア団体で
す。

ファミリー限定！

本格木登りあそび＆アウトドア体験
ファミリー限定！ 　　　　おやこキコリ塾 by たきろ里山クラブ第１回

※小雨決行

５組
限定

NEW　！

家族でレジャー ゆったり過ごす

冬はこたつで
あったまろ

小さなお子さんの
遊び場が充実！

森っこの庭

地球村の自然を楽しむウォーキングツアーです。

ちびっこルーム

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
年末年始（12/28～1/4）は休館です

←詳しくはホームページ
　をご覧ください

NEW　！

Bun　Bun ねっと　No.964



詳しくはお問合せください

11月28日（日） 　　 13：00　　　 14：00開場 開演 12月12日（日）  　　 13：00　　　 14：00開場 開演

12月11日（土） 10：00～12：00

11月4・18日、12月9・23日
（木曜・全4回） 10：00～11：30

11月27日（土） 10：00～12：00

2022年2月5日（土）
　　 12：30　　　 13：30開場 開演

11月28日（日）
発売開始

落語の世界　春風亭一之輔独演会

観客を魅了してやまない春風亭一之輔の落語を
ぜひお楽しみください。

【チケット】全席指定　一般 S席 3,000円　A席 2,500円
※高校生以下 各席500円引　※未就学児入場不可　※座席数を減らして開催します

【チケット販売】11月28日（日）発売開始
窓口発売 9：00～　チケットぴあ 10：00～　電話予約 12：00～

【プレイガイド】笠原中央公民館　☎0572-43-5155
　　Ｐコード：508-338　☎0570-02-9999

100人 のプレミアムな セカイ
ふたりの世界２
～声楽家にもいろいろあるんです～

稲葉晶子『スペインの風』
～魅惑のスペイン音楽・情熱のフラメンコ～

気取らない二人が贈る、
気取らないコンサートを
あなたに。
いつか聞いたあの曲・こ
の曲、思わず口ずさんで
しまう名曲の数々をお届
けします。

【出　演】水野妃佐子（メゾソプラノ）・江端智哉（テノール）・市原実小代（ピアノ）
【チケット】全席自由 1,000円　※未就学児入場不可
【プログラム】いのちの歌・CORE 'NGRATO（CATARI，CATARI） ほか

歌い　奏で　踊る。
情熱の中に秘めた哀しみ、そして歓び。
本場スペインで学んだフラメンコをお楽しみください。

【出　演】
第１部 Ámata

稲葉晶子（カスタネット）・石川真奈美（ピアノ）
牧野貴史（ギター）

第２部 アマネセール舞踊団
牧野貴史（ギター）・山下祐見江（歌）
稲葉晶子（舞踊） ほか

【チケット】全席自由 1,000円　※未就学児入場不可

洞谷式おいしい時短レシピ
⃝12月14日（火） 
⃝2022年１月11日（火）

クリスマススペシャル
パンとお菓子と
チャチャッとパスタ
⃝11月20日（土）

スッキリ！疲れがとれるヨガ
⃝10月20日（水）～

カラダが硬い人のためのヨガ
⃝10月19日（火）～

【定　員】12名　【講　師】柴田光子
【参加費】900円（材料費込）

季節を感じるお菓子を手作りします。
和菓子のサンタやツリーで大人のクリスマスを！
クリスマスモチーフを3種類作ります。

イスを使いますので、ひざ、腰、股関節に負担を
かけずに動けます。
深い呼吸をしながら全身をゆっくり動かすことで
心と体を元気にしましょう。

天然素材の木の実などを飾り付けて、クリスマスリース
の壁飾りを作りましょう。

【対象・定員】小学生・20名　【講　師】小川多津子
【参加費】700円（材料費込）※材料費の一部は（公社）NFDからの助成

和菓子日和  わがしびより

～ クリスマスを和菓子で ～

【定　員】14名　【講　師】横光亜由美
【参加費】2,400円

シニアのイスヨガ

クリスマスフラワーデザイン教室
クリスマスリースの壁飾り

MEDETAI CLAY WORK 2021

～迎える年が良い年でありますように～
植木鉢作りと迎春の植込み

たじみ子どもの権利の日協賛事業

全２回講座　各13：00～15：00
　　　　10月19日（火）作陶
縁起の良い柄を付けた楽しい植木鉢を作ります。

　　　　12月 7日（火）植込み
焼き上がった植木鉢に新しい年を迎えるための植物を
植込みます。

1回目

２回目

【定　員】10名　【講　師】Studio Clay Live 三尾 忍
【参加費】4,100円（材料費・焼成代込）

秋の講座はじまります！ 10月１日（金）９：00～受付開始

プレイガイド：笠原中央公民館
　　　　　　　☎0572-43-5155

秋・冬 秋・冬

※通常の客席での公演となります

大 人 の シ ュ ミ カ ツ

©photo by キッチンミノル

好評
発売中

好評
発売中

vol.49 vol.52

Kasahara cooking club かさはらプレミアム講座

【振替公演】

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
年末年始（12/29～1/3）は休館です

←詳しくはホームページ
　をご覧ください
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古典文学講師　勝典子の年間講座

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

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

9：00～16：00
【会場】1階ロビー

ミニツリー＆松ぼっくりのオーナ
メントを作って皆で飾ろう♪

←詳しくはホームページ
　をご覧ください 11月20日（土）～12月25日（土）10月2日（土）～10月31日（日）

秋期　10月15日、11月19日、12月17日
（金曜・全3回）13：30～15：30

10月7日、11月4日、12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

参加無料
申込不要

時代シリーズ　第三弾

10月…新皇となる　平将門
11月…二つの顔　千利休
12月…桃山最後の芸術家　本阿弥光悦

今年もまなパにハロウィンフォト
スポットが登場！
フォトスポットで
最高のハロウィン写真を
撮ろう！

来館イベント♪来館イベント♪

いつでもいつでも

　　楽しい
　　楽しい

恋する万葉集

「天平の疫病大流行」「鑑真来朝」

日常生活の中で出会う素朴な疑問を
取り上げ、高校程度までの数学や物
理を合理的に理解する方法を学びま
す。

平安時代、疫病の大流行に
見舞われた聖武天皇は、仏
教による鎮護国家を目指し
ます。そのため唐から招い
た戒律の師、鑑真和尚。そ
の苦難の来朝を解説します。 10月28日、11月25日、

12月23日
（木曜・全3回）10：00～11：3010月20・27日、11月24日、12月15・22日

（水曜・全5回）13：30～15：00
【講　師】安田直幸
【受講料】1,800円
【会　場】5階学習室501

【講　師】いのぐち泰子 【受講料】3,000円
【会　場】5階学習室501 【申　込】10月1日（金）～

飛鳥万葉飛鳥万葉 日常現象の中の
数学と物理

10月20日、11月17日、12月15日、
1月12日、2月16日、3月23日
（水曜・全6回）13：30～15：00

放送大学連携講座

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」。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。

【講　師】田中光弘
【受講料】無料

第２回タジミ学

印
いん

判
ばん

手
で

と多治見の先駆性親子ワークショップ　＆　絵本読み聞かせ

学習館×図書館共催講座

クリスマスリースクリスマスリースをつくろうをつくろう　　！！
子どもの権利学習講座

【対象・定員】3～6歳位のお子さんと保護者・15組
【講　師】詫間啓司氏（岩間造園㈱・自然観察員）
【受講料】300円　　【教材費】1,200円
【会　場】5階学習室501
【共　催】多治見市役所くらし人権課、多治見市図書館

12月19日（日）　14：00～15：30

銅版絵付等の日用雑器「印判手」。
その技法の一つ、上絵銅版転写を
明治期に完成させた多治見の加藤
小三郎の業績から、美濃地方の窯
業生産の実情に迫ります。

絵本の読み聞かせからはじまるクラフト
ワークショップ。
フレッシュな自然素材を使ったクリスマ
スリースを親子でつくりましょう！

古代史ハイライト

～加藤小三郎の業績を中心に～

【講　師】渡部誠一　　【受講料】300円
【会　場】7階多目的ホール

10月23日（土）　10：00～11：30

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）
年末年始（12/29～1/3）は休館です

多治見市
学習館

わくわくハロウィンわくわくハロウィン きらきらクリスマススススススススス★★
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【講　師】ユキ（ぺルヴィス〇Ｒ　ワーク）
【定　員】24名
【受講料】4,800円
【持ち物】ヨガマット、タオル、飲み物

【講　師】太田志名子
【対　象】おおむね65歳以上の方
【受講料】1,800円（ボールレンタル代含む）
【持ち物】タオル、飲み物、室内シューズ、
　　　　　バスタオル
【会　場】７階多目的ホール

【講　師】小池久司（オハナスポーツクラブ）
【対　象】年少～年長のお子さんと保護者
【定　員】各回10組
【受講料】親子１組500円
【持ち物】タオル、飲み物
【会　場】７階多目的ホール
【申　込】10月1日（金）10：00～

19世紀、人間の感情や情景に重きを置く芸術の中で、音楽は幻想の世界
へ飛翔します。ロマン派を代表する彼らのロマンティシズムに迫ります！

【講　師】古田友哉
【受講料】1,500円（講座＋コンサート） 講座のみの受講の場合600円
【会　場】７階多目的ホール

「シューマン＆リスト　音楽の融合」

た・じ・ミュージック

10月14・28日、11月18・25日、
12月9・23日
（木曜・全6回）13：15～14：30

10月23日、11月6・20日、
12月4・18日
（土曜・全5回）10：15～11：45

12月4日（土）13：30～15：00

12月17日（金）10：00～11：30

ヘルシー骨盤調整

「音楽の轍
わだち

」　講座編

桔 大学特別講座

開催のお知らせ

多治見市では、文化芸術振興を通じて、市民の皆
様が元気に、そしてまちが元気になることを目指
しています。皆様のご応募お待ちしております。
会期　11月12日（金）～14日（日）
　　　9：00～17：30　最終日は16：00まで
会場　セラミックパークMINO展示ホール

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、市立公民館にて配布中です。
申込受付：10月20日（水）まで
※出品申し込みは事前受付のみとなります。作品と出品料は
搬入日に受付します

募集部門 一般の部
（日本画　・　洋画　・　工芸　・　彫塑　・　写真　・　書道　・　デザイン）

第79回

多治見市美術展

二人の作曲家の関係性から生まれた音楽や
エピソードを、ピアノの実演を交えながら
紹介します。

桔 大学　公開講座

クリスマス・スペシャル・コンサート
アメリカ音楽に影響をうけたお二人が、クリスマス曲や、アメリカ
にまつわる曲、珠玉の名曲をお届けします。

【出　　演】堀　夏紀　（ピアノ）・野田枝里　（ヴァイオリン）
【チケット】500円（自由席）　　【会　　場】7階多目的ホール

【講　師】アツシ
【定　員】各15名
【受講料】はじめてのヨガ：6,400円
　　　　　ステップアップヨガ：7,200円
【持ち物】ヨガマット、タオル、飲み物
【申　込】10月1日（金）　10：00～

【講　師】アツシ　（パーソナルトレーナー）
【定　員】6名
【受講料】10,000円
【持ち物】ヨガマット、タオル、飲み物
【申　込】10月2日（土）　13：00～

本講座は関連コンサートと合わせて開催します。詳細は裏表紙をご覧ください。

癒しの空間の中、ゆった
りした動きで、体をすっ
きり爽快に導きます。

カラダの内面からスッキリ　！

10月15・22日、11月5・12・19・26日、
12月3・10日（金曜・全8回）
はじめてのヨガ：18：30～19：45
ステップアップヨガ：20：00～21：15

運動が苦手な方、運動が久しぶりの方にも
おススメです。
楽しくはねて元気いっぱいになりましょう！

はじめてのヨガ (初級)

ステップアップヨガ(上級)

ヨガ講座

第3回

バランスボールでもっと健康に　！

11月12日・26日、12月10日
（金曜・全3回）13：30～15：00

含む）
ズ、

ょう！

親子で楽しく
　　体を動かそう！ 親子de体操

12月11日（土） ①10：00～10：50
 ②11：00～11：50

親子で一緒にカラダを動かして子どもの
笑顔を引き出しましょう。

～ヴァイオリンとピアノDuoの愉しみ～

まなびトレーニングクラブ
セミパーソナルトレーニングで自分のカ
ラダに合ったトレーニングを行います。
また講座期間中は動画配信などを行い、
“宅トレ”も充実します。

女女 性性 限限 定定

生涯学習コーディネーター事業生涯学習コーディネーター事業

クリスマス・メドレー
ロマンス：エイミー・ビーチ
中国の太鼓：クライスラー
 ほか

プログラム

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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【募集期間】　9月1日（水）～10月31日（日）　※小中学生の部は10月15日(金)締切

一般の部
【募集部門】小説　・　エッセイ　・　詩　・　短歌　・　俳句　・　川柳
【応募資格】高校生以上　※居住地は問いません
【題　　材】自由
【出　品　料】無料
【審　査　員】小説：國方 學　エッセイ：西尾典祐

詩：今井好子　短歌：荒木則子
俳句：横田義男　川柳：重徳光州

小中学生の部
【募集部門】小説　・　エッセイ　・　詩　・　短歌　・　俳句　・　川柳
【応募資格】詩・短歌・俳句・川柳は市内の小中学生に限り

ます。（専用用紙にて学校経由での応募）
【題　　材】自由
【出　品　料】無料
【審　査　員】小説：國方 學　エッセイ：西尾典祐

詩：竹内 萌　短歌：今井由美子
俳句・小学生：生津道子　俳句・中学
生：古田雅通　川柳：松原ヒロ子

提出先・お問合せ　〒507-0034　多治見市豊岡町1-55　ヤマカまなびパーク内
多治見市図書館　文芸祭係　TEL（0572）22-1047　E-mail:bungeisai@tajimi-bunka.or.jp

作品の応募方法等詳しくは募集要項・ホームページでご確認ください　http://www.lib.tajimi.gifu.jp/

あなたの想いを言葉に表現してみませんか？
作品をお待ちしています。

作品募集のお知らせ

今年で30回目を迎えます。言葉の持つ魅力や響き、
美しさを再発見。物語、民話など笑ったり泣いたり
色とりどりの作品を声に託してお届けします。

杉浦さやかさんと一緒に、
切ったりはったりしなが
ら、カード作りを楽しみ
ましょう。

ひとりひとつだる
まに顔をかいて、
ずら～り並べるよ。
どんなだるまが集
まるかな？

素材をきっかけに自由な発
想で広がっていく遊びの世
界。子ども達自身が感じて
発見できる活動です。

心を伝えるプチカード作り
ずら～り　ミニチュアだるま展

そざい探検ひらめきLABO
①カラーセロファンで光を感じて遊ぼう
②チョークで遊ぼう

【対象・定員】 どなたでも（小学3年生以下は保護者同伴）
 各回15名程度
【講　師】杉浦さやか
【参加費】800円
【持ち物】ハサミ、カラーペン、液状のり、鉛筆、消しゴム
【申込み】10月3日（日） 10：00～窓口にて
 11：00～電話にて

【対　象】高校生まで・150名程度
【参加費】無料
【持ち物】なし
【申込み】不要

【対象・定員】10/24時点で3歳～未就学児の親子・13組
【講　師】 アルテコローレ代表　桐嶋歩
【参加費】 1,600円（2回分）
【持ち物】 ①ハサミ、持ち帰り用の紙袋　　　　 
 ②汚れても良い服装、手拭きタオル　
【申込み】受付中

11月14日(日） ①10：30～11：30
 ②13：00～14：00 10月3日（日）～11月20日（土）

10：00～20：00（土日祝は18：00まで）
10月24日、11月28日（日曜・全2回）
10：30～11：30

イラストレーター杉浦さやかさんとつくる 自由にひろがる

【会　場】ヤマカまなびパーク7階多目的ホール
【参加費】無料　　　　　　【申込み】不要
【共　催】たじみ語りの会　【連絡先】☎27-3904（藤浪）

多治見市文芸祭第55回

10月30日（土）
13：00開場　13：30開演　（15：00終演予定）

くまのがっこう アート展くくくくくくくくくまままままままままのののののののののがががががががががっっっっっっこここここここここううううううううう アアアアアアアアアーーートトトトトトトトト展展展展展展展展展
くまのがっこう子育ち応援プロジェクト・2021読書週間

多治見市出身の絵本作家・あだちなみさん
の代表作「くまのがっこう」シリーズの素敵な
アートを展示します。

10月13日(水)～11月7日（日）
9：00～21：00　最終日は17：00まで

【会　場】 ヤマカまなびパーク1階ロビー
【共　催】 多治見市企画防災課

たじみ子どもの権利の日協賛事業
＆

カルチェ・ララ10　―　11月 【 】

たじみ語りの会たじみ語りの会
朗読発表会朗読発表会

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

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
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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10月5日のみ　専用回線での受付となります。
（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講座の受付になります。
2講座目からは10：00以降にお掛け直しください。

・受講料のお支払いは10月12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）
12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（10月6日～19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
Ｄ…ダンス
Ｅ…趣味
Ｈ…健康
Ｊ…和道
Ｋ…子ども
Ｌ…語学
Ｍ…音楽
Ｐ…パソコン
Ｒ…リラクゼーション
Ｗ…親子

－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

10月6日（水）～19日（火）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 10月5日㈫  9：00～15：00  支払締切日10月12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
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マナビバ !
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VIVA! マナビバ！　秋～ Autumn ～
・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 P15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、
型紙なしで洋服を作ります。
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～

11/11、12/9
  1/13

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

A2
プリザーブドフラワーで
アレンジ
荒木真奈美　勤労者センター

水がなくてもいつまでも枯れない、プ
リザーブドフラワーを使って、アレンジ
します。
クリスマス用にまた、お正月に向けて仏
花を作り、新しい年をお迎えしましょう。

11/27、12/4
13：00～15：00

土曜
2回

1,200円
6,000円

8名
成人

新聞紙（1枚）
持ち帰り袋

A3
プリザーブドの
お正月アレンジ
桐山良子　笠原中央公民館

お正月用に作り、その後年中飾れる和
風アレンジです。
縁起の良い扇や丸型のアイアンベース
を使い、華やかに仕上げます。

12/18
10：00～12：00

土曜
1回

600円
3,500円

6名
成人 はさみ、ピンセット

A4 星のオーナメント
横江美和　ヤマカまなびパーク

木の実のクラフト【トロッケンクランツ】
で作る、星のオーナメント。大きめな
ので、壁や柱に飾っても可愛いですよ！

11/20
13：00～15：00

土曜
1回

600円
2,000円

8名
成人女性

エプロン
眼鏡（必要な方）

A5
月イチ、
手作りカードを送る会
横江美和 ヤマカまなびパーク

何事もデジタル化されていく昨今、季
節ごとの手作りカードを作って送ってみ
ませんか？きっと喜ばれますよ。切手
も準備致しますので、すぐポストインで
きます！

11/12、12/10
  1/14
10：00～12：00

金曜
3回

1,800円
3,000円

6名
成人女性

エプロン
眼鏡（必要な方）

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
JAZZ DANCE を
楽しもう
Saryu　ヤマカまなびパーク

ジャズダンスは体と心のしなやかさが
育まれます。動きの中で体幹も使われ
筋力アップ、柔軟性向上も期待できま
すよ。ダンスを通し喜びの波動で身体
を満たしていきましょう。

11/17
12/1・15
  1/5・19

10：15～11：30

水曜
5回 3,000円 10名

成人女性
ヨガマット、飲み物
室内シューズ、タオル
動きやすい服装

D2
裸足で踊ろう
フラダンス
大澤ユカ　ヤマカまなびパーク

癒しのハワイアンミュージックに乗って
裸足で踊るフラダンス。手話のような
ハンドモーションで歌を表現します。基
本のステップから丁寧にお伝えしていき
ます。
※パウスカートの無料貸出あり

11/24
12/8・22
  1/12・19

13：00～14：30

水曜
5回 3,000円 10名

成人女性 パウスカート（あれば）

D3 はじめてさんのフラ
伊藤早苗　精華交流センター

フラを始めてみたい人集合～。
コロナ禍で増えたおうち時間を自分磨
きに使ってみませんか？基本のステッ
プからゆっくりと進めていきます。
※パウスカート無料貸出あり

11/10・24
12/8・22
  1/12・19

18：30～20：00

水曜
6回 3,600円 6名

女性
タオル、飲み物
動きやすい服装
パウスカート（あれば）

D4 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、わかりや
すくお伝えしていきます。
※パウスカート無料貸出あり

11/5・19
12/3・10・17
  1/7・21

10：00～11：30

金曜
7回 4,200円 10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）

D5
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

11/8・29
12/13
  1/24

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

D6
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

11/8・29
12/13
  1/24

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
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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 10月6日㈬～19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

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 ザ・マジック
長谷部勇夫　養正公民館

コツを覚えてあなたもマジシャン。
手先が器用でないとマジックはできな
いと思ってはいませんか。大丈夫です。
コツを覚えれば誰でもできるんです。
※初めての方、手品用具別途3,000円

11/20・27
12/11・25
  1/8・22

18：00～20：00

土曜
6回 3,600円 10名

成人
はさみ、スティックのり
筆記用具

E2 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などを使い、水
の流れやぼかし等を活かして描く本格
的水彩画を体験してください。

11/1・15・29
12/6

14：00～16：00

月曜
4回

2,400円
600円

8名
成人 なし

E3
チョークアートで
年賀状準備！
イトモリコ　ヤマカまなびパーク

オイルパステルという画材と指先を
使って描いていくアートです。自分で
生み出す色のグラデーションのきれい
さにびっくりする楽しい時間をぜひ体験
してみませんか？

11/4・18
10：00～12：00

木曜
2回

1,200円
2,000円

3名
どなたでも

エプロン
A4サイズの入る袋
（持ち帰り用）
筆記用具

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
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。

11/5・12・19・26
12/3・10・17・24
  1/7・14・21
14：00～16：00

金曜
11回 6,600円 15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）

H2
心と身体に
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。

11/3・10・17
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

H3
太極拳で
免疫力アップをめざそう！
荒木真奈美　勤労者センター

太極拳は、深い呼吸でゆっくり動くこと
により、体の中の血液循環が良くなり
体が温まってきます。これにより免疫
力がアップする効果が期待できます。

11/6
10：00～11：30

土曜
1回 600円 20名

成人
飲み物
動きやすい服装

H4
楽しく健康に
体力メンテ・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

11/24
12/8・22
  1/12

14：30～16：00

水曜
4回 2,400円 10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）

H5
楽しく健康に
体力メンテ・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

11/4・18
12/2・16
  1/20

13：30～15：00

木曜
5回 3,000円 10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
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。

11/3・10・17・24
12/1・8・15・22
  1/12・19
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

H7
誰でも！どこでも！
簡単イスヨガ
中嶋あさこ　市之倉公民館

イスに座って行うヨガなので、膝に負担
をかけずに筋力アップ、姿勢改善が可
能です。マットで難しいヨガポーズも、
イスを補助器具として使い、負担が少
なく同じ効果が得られます。

11/1・15・29
12/13
  1/17

10：00～12：00

月曜
5回 3,000円 20名

どなたでも

ヨガマット（あれば）
フェイスタオル
飲み物
動きやすい服装
（ジーパン、スカート不可）
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VIVA! マナビバ！　秋～ Autumn ～
・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 P15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）

A4 A5A1 A2 A3

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 茶の湯（表千家）
山本宗甫　ヤマカまなびパーク

心静かに、お抹茶をいただき、ゆった
りとしたひとときを過ごしていただきま
す。

11/5・12・19
12/3・17
  1/14・21

10：00～12：00

金曜
7回

4,200円
2,450円

6名
成人 白のソックス

J2
日本の伝統楽器
尺八入門
大重西園　精華交流センター

尺八は難しいというイメージがあります
が、基本から親切に指導いたします。
最初は唱歌から練習し民謡、尺八古典
曲を練習します。
※尺八の無料貸出あり

11/5・12・19・26
12/3・10・17・24
  1/7・14・21
18：00～20：00

金曜
11回 6,600円 3名

どなたでも 尺八（あれば）

J3
筆文字を書く
はじめの一歩・水曜 PM
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2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。

11/3・17
12/1・15
  1/5・19

13：00～14：30

水曜
6回

3,600円
500円

8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。

J4
筆文字を書く
はじめの一歩・水曜 AM
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。

11/3・17
12/1・15
  1/5・19

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。

J5
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。

11/4・18
12/2・16
  1/6・20

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。

J6 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

11/4
12/2・23
  1/20

10：30～12：00

木曜
4回

2,400円
5,000円

16名
成人

花器、剣山、雑巾
花ばさみ、ごみ袋
持ち帰り袋

J7 きものをきましょう
大竹幸子　ヤマカまなびパーク

着物のシーズンがまいりました。さあ
タンスから出して着物を着ましょう。
前結びをご希望の方はお申し出くださ
い。

11/6・20
12/4
  1/15

13：00～15：00

土曜
4回 2,400円 8名

成人女性

着物（あわせ）、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、タオル2枚

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 クリスマスツリーハウス
村田祐一郎　ヤマカまなびパーク

ダンボールや、木の部品を使って、ツ
リー型のミニチュアハウスを作ります。
家具を作ったり、暖炉を作ったり、自分
だけのツリーハウスを作れます。

11/14
10：00～12：00

日曜
1回

600円
500円

10名
幼児～小学生

木工用ボンド
はさみ、新聞紙
汚れてもよい服装

K2
裸足で踊ろう
フラダンス・小学生
大澤ユカ　ヤマカまなびパーク

フラダンスは裸足で踊る、ハワイの民
族の踊りです。手の動きで歌の意味を
伝えるように踊ります。スカートを揺ら
して、笑顔で踊りましょう。

11/6・20
12/18
  1/15・22

10：30～12：00

土曜
5回 3,000円 10名

小学生
パウスカート
（あれば）

K3
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

チャーリーと一緒に英語で遊ぼう！小
学校で習う英単語を使ったゲームをした
り体を動かしながら楽しく英語を覚えま
しょう。

11/7・14・21・28
12/5・12・19・26
  1/16・23

9：30～10：15

日曜
10回

6,000円
300円

18名
年長～小4 飲み物、タオル

K4
ダイナミック
リスニング・英検
チャーリー　ヤマカまなびパーク

英検5級を目指す英検初心者のための
クラスです。リスニングスキルの上達
を目指す子ども達、英検にチャレンジし
たい子ども達、一緒に英語を勉強しま
しょう！

11/7・14・21・28
12/5・12・19・26
  1/16・23
11：30～12：15

日曜
10回

6,000円
300円

18名
年長～小6 飲み物、タオル

個別授業

個別授業
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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 10月6日㈬～19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

D1 D5 D6 E3 H7

K5
ダイナミック
フォニックス
チャーリー　ヤマカまなびパーク

フォニックスで発音のしかたを学びま
しょう。読める単語が増えますよ。
ダイナミックイングリッシュフォニックス
で楽しく発音を勉強しよう！

11/7・14・21・28
12/5・12・19・26
  1/16・23
10：30～11：15

日曜
10回

6,000円
300円

18名
年長～小4 飲み物、タオル

K6
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

11/7
12/12
  1/23

10：30～11：45

日曜
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
筆記用具

K7 お正月のいけばな
浦野忍花　ヤマカまなびパーク

2022年を迎える花を飾りましょう。
新年を飾る花を自分でいけてみませんか？
※申込時に教材費を集めます
※花器・剣山希望者別途200円

12/26
10：30～11：45

日曜
1回

600円
1,500円

10名
小学生～高校生

花ばさみ、雑巾、ごみ袋
持ち帰り袋、花器、剣山
（花器・剣山がない方
は注文してください）

K8
★アスリートキッズ
のためのヨガ
中嶋あさこ　ヤマカまなびパーク

体幹強化、柔軟性アップ !! 基本的な体
作りでケガの予防、パフォーマンス向上
を目指します。呼吸法で試合・発表会
など本番に強い精神力を身につけます。

11/14
12/12
  1/9

10：00～11：30

日曜
3回 1,800円

8名
小2～小6

（小２は保護者同伴）

ヨガマット、フェイスタオル
飲み物、動きやすい服装
（ジーパン、スカート不可）

L 語学
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

L1
マーサの
50歳からの英会話入門
小笠原真麻　養正公民館

英会話を始めるのに年齢は関係ありま
せん。笑いを取り入れたレッスンでネ
イティブの発音に近づけることを重視し
ています。気軽にどうぞ。

11/4・11・18
12/2・9・16
  1/6・13・20

10：00～11：00

木曜
9回

5,400円
200円

8名
50歳以上の成人 筆記用具

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生まれの縦型オカ
リナです。指使いも楽で吹きやすく短
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。貸出しのセ
ラリーナは持ち帰り可能です。
※セラリーナの無料貸出あり

11/11・25
12/9・23
  1/13

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
楽しくヴァイオリン
根本
安部奈々恵　根本交流センター

初めての方から経験者の方まで気軽に
楽しくヴァイオリンを弾いてみません
か。左手と右手をバラバラに動かすこ
とで体も脳もいきいきと!!
※ヴァイオリンの無料貸出あり

11/1・8・15・29
13：00～15：00

月曜
4回 2,400円 6名

どなたでも
ヴァイオリン
（お持ちの方）

M3
楽しくヴァイオリン
まなび
安部奈々恵　ヤマカまなびパーク

初めての方から経験者の方まで気軽に
楽しくヴァイオリンを弾いてみません
か。左手と右手をバラバラに動かすこ
とで体も脳もいきいきと!!
※ヴァイオリンの無料貸出あり

11/4・18
12/2・16

13：00～15：00

木曜
4回 2,400円 6名

どなたでも
ヴァイオリン
（お持ちの方）

M4
楽しく上達
カラオケ歌いましょう
稲垣信子　ヤマカまなびパーク

コロナ禍でストレスが溜まる中、カラオ
ケを歌って解消しましょう。それぞれの
個性で歌い、気分転換していただけれ
ば幸いです。経験のある方歓迎です。

11/6・20
12/4・18
  1/8・22

10：00～12：00

土曜
6回 3,600円 12名

40歳以上の方 筆記用具、飲み物

M5 はじめての！ウクレレ
NAO　ヤマカまなびパーク

ウクレレはじめましょう。ウクレレ持って
るけど使っていないというあなた！簡単
にウクレレを楽しめるように指導します。
まずは楽しむことからはじめましょう。
※ウクレレの無料貸出あり

11/13
12/11・25
  1/15

15：30～17：00

土曜
4回 2,400円 10名

どなたでも ウクレレ（あれば）

M6
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。

11/29
12/20
  1/17

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）

個別授業
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VIVA! マナビバ！　秋～ Autumn ～
・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 P15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）

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
使ってアニメ
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。

11/6・13・20・27
12/4
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
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

11/10・24
12/1・8・15
  1/12・19

13：00～15：00

水曜
7回

4,200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（Office2010不可）

P3
シニアワード
フォトアルバム中級
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
り年賀状、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

11/4・11・25
12/2・16
1/13・20

13：00～15：00

木曜
7回

4,200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）

P4
シニア向けワード
中級写真入り年賀状
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
り年賀状、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

11/10・17・24
12/1・8・15
1/12・19
10：00～12：00

水曜
8回

4,800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（非Office不可）

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
リンパケアと
ヒーリングヨガ
井上リエ　小泉公民館

今こそ必要な免疫力を高めるリンパケ
ア。健康増進、脳と心に効く特別な癒
しのヨガと瞑想、呼吸法を気軽に体験
してみましょう。

11/1・8・15・22・29
12/6・13・20
  1/10・17・24

13：00～15：00

月曜
11回

6,600円
200円

8名
成人女性

動きやすい服装
ヨガマットまたはバスタオル
飲み物

R2
秋の不調を
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・
秋から冬に向けての冷え対策にも♡秋
も健やかに♫

11/5・12・19・26
12/3・10・17・24
  1/7・14
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

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◎。秋も笑
顔で健やかに

11/4・11・25
12/2・9・16・23
  1/6・13・20
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・睡眠による冷えなど、気
になる不調を心地よくリラックスしなが
らケアしていきましょう。
秋も健やかに 笑顔がいっぱいの毎日
を。体の硬い方にもおすすめです。

11/4・11・25
12/2・9・16・23
  1/6・13・20
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
リンパトーンマッサージ
＆ヨガ
山森孝子　精華交流センター

リンパトーンマッサージとストレッチを
組み合わせ、リンパの流れと血流を促
進し柔軟性と代謝を高めます。
乳がんのセルフチェックもします。
初心者向けのストレッチヨガです。

11/1・15
12/6・20・27
  1/17・24

13：30～15：00

月曜
7回 4,200円 8名

女性

ヨガマットまたはバスタオル
20～30㎝のやわら
かいボール、飲み物
動きやすい服装

R6
からだの調子を整える
ヨーガ
磯谷淳子　小泉公民館

「なーんとなくスッキリしないなあ」と
いう方、気と心と体のバランスを整えま
しょう。無理せず、体の動きに合わせ
た呼吸の仕方を学びます。

11/6・13
12/4・11・18
  1/8・15

14：15～15：45

土曜
7回 4,200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

K1 K8 R1 R4 W4
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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 10月6日㈬～19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

R7 ストレッチ ヨーガ
磯谷淳子　根本交流センター

基礎代謝 UP ！様々な不調から解放
されよう！呼吸で心身の内から、筋力
UP！無理なくできる範囲で、「やる！」
と思うことが大事です。

11/2・9・30
12/7・14
  1/11・18

13：30～15：00

火曜
7回 4,200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

R8 らくらく ヨーガ
磯谷淳子　根本交流センター

体をひねったり、伸ばしたりすることで
様々な不調を正していきます。深い呼
吸で自律神経を整え、ポーズをとるこ
とでコアな筋肉を鍛え、全身の血行を
よくして代謝UP。無理なく行います。

11/14・28
12/5・12・26
  1/9・23

13：30～15：00

日曜
7回 4,200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

W 親子
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

W1 親子で楽しむフラ
毛利恭枝　市之倉公民館

音楽を感じながら、フラを表現すること
を楽しみましょう。お子様とご一緒に、
気楽にハワイアンフラを体験して笑顔
になってくださいね。

11/6・20
12/4

16：00～17：30

土曜
3回 1,800円 5組

小学生の親子
動きやすい服装
飲み物

W2
ママといっしょに
あそぼ！
奥村じゅんこ　ヤマカまなびパーク

ベビーマッサージを取り入れた、ふれ
あい体操と読み聞かせです。ちょっぴ
りお楽しみ製作もします。
親子でスキンシップをとりながら楽しい
時間をすごしましょう。

11/17
12/22

10：00～11：30

水曜
2回

1,200円
300円

10組
1歳未満の親子

バスタオルなどの敷物
飲み物
お子さんに必要なもの

W3 ベビーヨガリズミック
長谷川尚美　ヤマカまなびパーク

音や言葉、身体の動きにリズムを伴い
ながら親子でスキンシップやコミュニ
ケーションを取ります。快適な音は心
を落ちつかせ、子どもの感性や情緒を
育てます。

11/9・30
12/7・21
  1/11

10：30～11：30

火曜
5回 3,000円

10組
2カ月～あんよ
前位の親子

動きやすい服装
バスタオル、飲み物

W4
♪えいご de
たのしい親子ヨガ♬
中嶋あさこ　笠原中央公民館

英語でふれあい遊びや、ダンス、知育、
ママとヨガポーズ！時には１人でポーズ
を決めちゃうかも !? 後半はママのため
のリラックスヨーガで癒されTimeです♡

11/5・19
12/3・17
  1/7

10：00～11：30

金曜
5回 3,000円

6組
親子

（あんよ～未就園児）

ヨガマット、フェイスタオル
飲み物
動きやすい服装
（ジーパン、スカート不可）

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

Bun　Bunねっと　No.96 15



多治見高校吹奏楽部の生徒から楽器の演奏方法
を習います。色々な楽器に挑戦してみよう♪高
校生による演奏会もあります。

運動不足の解消や体幹トレーニングにチャレン
ジしたい方におすすめです。

消しゴムはんこで、気軽に楽しく手作り年賀状
を作りましょう。

好評につき再開催です！足裏（色・温度・硬さなど）から健康状態をみる方
法と不眠や肩こりなど、不調改善のセルフケア法を学びましょう。足裏の
出せる服装でどうぞ。

多治見植物の会のメンバーの案内によるウォーキング講座。楽しく健康づ
くり、地元の良さの再発見を目的としています。
※コースはHP、またはお電話でお問合せください。

多治見高校探求ゼミの生徒が子どもたちに実験
を通して科学の楽しさ、面白さを伝えるサイエ
ンスショーを行います。

お腹から声を出して歌うことは健康の維持・増
進に効果的です。初心者の方でも大丈夫です。
あなたも一緒に歌いましょう。

小泉公民館を出発し、久々利古道を歩きます。
遺跡を巡るウォーキングです。解説もお楽しみ
に。

日時日時●10月23日（土）　13：30～
対象・定員対象・定員●小学生・20名
講師講師●多治見高等学校 吹奏楽部
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●上履き、飲み物
申込み申込み●受付中

日時日時●10月4日・18日、11月1日・15日
（月曜・全4回）
13：15～14：45

定員定員●20名程度
講師講師●太田志名子
参加費参加費●2,000円
持ち物持ち物●バランスボール（55cm）

室内シューズ、タオル
飲み物、動きやすい服装

申込み申込み●受付中

日時日時●10月26日、11月9日（火曜・全2回）
10：00～12：00

定員定員●12名
講師講師●笹木紅凛
参加費参加費●1,500円
持ち物持ち物●汚れてもよいハンカチ

シャープペンシル
デザインカッター（持
っていない方は別途
200円）

申込み申込み●受付中

日時日時●11月9日・30日（火曜・全2回）　13：30～15：00
対象・定員対象・定員●初めての方・10名
講師講師●川添由起子
参加費参加費●800円（希望者のみスーパーボール別途100円）
持ち物持ち物●ウェットティッシュ・筆記用具
申込み申込み●10月9日（土）

　9　：00～ 窓口にて
10：00～ 電話にて

日時日時●10月8日（金）、11月19日（金）　9：30～11：30
定員定員●20名
講師講師●深谷滋浩
参加費参加費●100円
持ち物持ち物●飲み物、帽子、タオル
申込み申込み●開催日前日の15：00までに

電話にて（先着順）

日時日時●11月14日（日）、12月4日（土）
①10：00～　②11：00～

対象・定員対象・定員●小学生・①低学年20名　②高学年20名
講師講師●多治見高等学校探求ゼミの生徒のみなさん
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●上履き、飲み物
申込み申込み●受付中

日時日時●10月４日・18日、11月1日・15日
12月6日・20日（月曜・全6回）
①10：00～10：50、②11：00～11：50

定員定員●①、②各30名
講師講師●齊藤順子
参加費参加費●2,000円（6回分）
持ち物持ち物●マスク、フェイスシールド
申込み申込み●受付中

日時日時●11月27日（土）　8：30出発
定員定員●20名程度
講師講師●小泉公民館活性化委員会
参加費参加費●300円
持ち物持ち物●飲み物、タオル
申込み申込み●10月2日（土）

　9　：00～ 窓口にて
10：00～ 電話にて

養正 子どもの大学
☆めざせ吹

ブ ラ ス

奏楽の星☆

バランスボールで
体幹を鍛えよう（秋）

消しゴムはんこDE年賀状

再び！足裏で知るあなたの健康 みんなで外に出掛けよう♪

多治見高校生徒による
サイエンスショー

10歳若返る！
秋の声を出す健康法

秋のウォーキング

「たじみ子どもの権利の日」協賛事業

オアシスカレッジ

小泉公民館
小泉町8-80　☎29-1377

養正公民館
陶元町135-3　☎25-3622

旭ケ丘公民館
旭ケ丘8-29-99　☎27-6826

Bun　Bun ねっと　No.9616

公民館イベント情報
11/6（土）　10：30～17：00
11/7（日）　10：30～15：00第32回 養正公民館まつり

第29回ココロのハンドメイド展	 10月30日（土）・31日（日）　1日目10：00～・2日目9：00～
第28回ドリームオンステージ	 11月21日（日）　12：30～公民館まつり

10月24日（日）
※時間につきましては公民館にお問い合わせください。

11月13日（土）・14日（日）
第27回 ふれあいまつり 第41回 趣味の作品展



お子さんの年賀状用の写真を撮ったり、カレンダーを作った
りします。かわいいお子さんの姿を記念に残しませんか。

来年の干支「寅」の消しゴムはんこを作り年賀状
を彩ります。じっくり、こつこつ、集中して作
る時間は楽しいですよ。

じょうずに歌えなくても大丈夫！みんないっし
ょに思いっきり歌いましょう。帰りはココロも
カラダもすっきりです!!

蕎麦屋の店主に習う、本格手打ちそば。そば粉
の感触を楽しみながら自分で打った蕎麦の味は
格別です。

だしソムリエでみそソムリエでもあ
る日比野先生が、簡単なのに美味し
いみそ料理を伝授します。

新年を寿ぐにふさわしい華やかな正月飾りを作
ります。素敵な年を迎えましょう！

ふわふわのヤーン糸を使って、リボンいっぱ
いの素敵なクリスマスリースを作りましょ
う。

お伊勢さん観光案内人による、神宮に関すると
っておきのお話しで、行ったつもりのお伊勢参
りを体験しましょう。

日時日時●①11月9日　10：00～10：50
　11：00～11：50　各7組ずつ
②12月7日　10：00～12：00

（火曜・全2回）
対象・定員対象・定員●未就園児親子・14組
参加費参加費●500円
持ち物持ち物●①スマートフォンかデジカメ、お子さんに必要なグッズ

②お子さんの写真数枚、スティックのり、はさみ
申込み申込み●受付中
共催共催●市之倉児童センター

日時日時●10月28日、11月18日（木曜・全２回）
10：00～12：00

定員定員●12名
講師講師●笹木紅凛（日本遊印アート協会）
参加費参加費●1,000円
持ち物持ち物●お手拭き
申込み申込み●受付中

日時日時●10月18日、11月1日・15日・29日
12月6日・20日、1月24日・31日
2月7日・21日、3月7日

（月曜・全11回）
13：15～14：45

対象対象●どなたでも
講師講師●水野妃佐子
参加費参加費●3,400円

（別途教材費）
持ち物持ち物●飲み物
申込み申込み●受付中

日時日時●11月18日（木）　10：00~12：00
定員定員●12名
講師講師●河合敬司
参加費参加費●1,000円
持ち物持ち物●エプロン、三角巾、ふきん、手拭き
申込み申込み●受付中

日時日時●11月22日（月）　10：00～12：00
定員定員●12名
講師講師●日比野朱美
参加費参加費●1,400円
持ち物持ち物●エプロン

三角巾
ふきん

申込み申込み●受付中

日時日時●12月25日（土）　10：00～12：00
定員定員●15名
講師講師●小川多津子（（公社）NFD名誉本部講師）
参加費参加費●2,800円
持ち物持ち物●新聞紙、花の切れるハサミ
申込み申込み●11月8日（月）

9：00～ 窓口または電話

日時日時●11月26日（金）　13：00～15：00
定員定員●10名
講師講師●加藤礼子
参加費参加費●2,500円
持ち物持ち物●針、白糸（お持ちの方はラジオペンチ、

ペンチ）
申込み申込み●受付中

日時日時●11月16日（火）　10：00～11：30
定員定員●20名
講師講師●西條成男（お伊勢さん観光案内人）
参加費参加費●300円
持ち物持ち物●筆記用具
申込み申込み●10月2日（土）

　9　：00～ 窓口にて
10：00～ 電話にて

市之倉なかよしひろば
①おひるねアートで年賀状
②笑顔のカレンダー作り

消しゴムはんこ講座
新しい年はトラくんの年賀状

みんなイキイキ♪うた広場
～後期～

いざ！蕎麦打ちに挑戦‼

みそ×だしソムリエが
教える絶品みそ料理

華やか！新年を彩るお正月飾り

ヤーンとリボンで作る
クリスマスリース

令和のお伊勢参り

たじみ子どもの権利の日協賛事業

地元のこんにゃく芋を使った手作りこんにゃく
の味を楽しみましょう。刺身だけでなく、お煮
しめにしても味の浸み込みが良いと評判です。
日時日時●12月16日（木）　9：30～
定員定員●12名
講師講師●南姫公民館ふるさと料理実行委員会
参加費参加費●1,500円（材料費込）
持ち物持ち物●エプロン、三角巾

ふきん
申込み申込み●10月2日（土）

　9　：00～ 窓口にて
10：00～ 電話にて

オーガニックライフを満喫しよう
こんにゃく編

伝承料理講座

脇之島町6-31-3　☎25-5611
脇之島公民館

市之倉公民館
市之倉町8-138　☎22-3776

南姫公民館
大針町283-1　☎29-4880

Bun　Bun ねっと　No.96 17

公民館イベント情報

10月23日（土）・24日（日）
1日目	9：00～15：00・2日目	9：00～13：00

11月7日（日）
12：30開場　13：00開演

展示部門展示部門 ステージ部門ステージ部門マイタウンフェスティバル
2021

10月30日（土）　9：00～17：00
10月31日（日）　9：00～15：00

11月7日（日）
13：00～

展示部門展示部門 ステージ部門ステージ部門
市之倉公民館文化祭

10月23日（土）
10月24日（日）

10月24日（日）
展示部門展示部門 ステージ部門ステージ部門

第30回 南姫公民館文化祭



触れ合いを大切にして一緒にトレーニングを行
います。身体をしっかり動かして親子でリフレ
ッシュしましょう。

絵本の読み聞かせを楽しみましょう。

ダンスや体操でのびのびと体を動かそう！

城が築かれた背景や出来事に思いを馳せ、豊かな自然
が残る「ねもと」をめぐりましょう。

消しゴムに干支などのはんこを彫って、カラースタ
ンプで重ねて押して自分だけのステキな年賀状を作
ります！

ギターとオカリナの同好会によるジョイント
コンサートです。２つの楽器で奏でられる心
癒される優しい音色を楽しみましょう♪

聖歌やケルトの伝統音楽を演奏します。みんな
でクリスマスゲームを楽しみましょう。「ららら
精華」も出演します。

名古屋を中心に活躍する人気女性講談師の独演
会です。鱗林さんならではの「藤井聡太物語」な
どをお楽しみください。

簡単な整体の体験講座です。肩こりなど体調の心
配な所をみてもらって生活習慣の改善のアドバ
イスを受けてみませんか。

日時日時●10月22日（金）　10：30～11：15
対象・定員対象・定員●未就園児と保護者・20組程度
講師講師●小西美保
参加費参加費●1家族500円
持ち物持ち物●タオル・飲み物
申込み申込み●受付中

日時日時●10月4日、11月1日、12月6日
（月曜・全3回）
11：00～

対象対象●未就園児と保護者
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●なし
申込み申込み●受付中

日時日時●10月26日、11月30日、12月21日、1月25日
2月22日（火曜・全5回）
15：15～16：00

対象・定員対象・定員●園児（年中・年長）・20名
講師講師●岡田真依
参加費参加費●2,500円
持ち物持ち物●動きやすい服装

室内シューズ
飲み物、タオル

申込み申込み●9月27日（月）
　9　：00～ 窓口にて
10：00～ 電話にて

日時日時●11月23日（火・祝）（雨天中止）　9：00集合
定員定員●20名（未就学児は保護者同伴）
参加費参加費●200円
持ち物持ち物●飲み物

歩きやすい服装
帽子

申込み申込み●10月31日（日）
　9　：00～ 窓口にて
10：00～ 電話にて

日時日時●10月15日・29日（金曜・全2回）　10：00～12：00
定員定員●15名
講師講師●岡田理恵
参加費参加費●1,400円
持ち物持ち物●三角刀、カッター、筆ペン、ウエットティッシュ

カッターマットまたは古雑誌、ある方はデザイ
ンナイフ、手持ち
のスタンプ台

申込み申込み●10月1日（金）
　9　：00～ 窓口にて
10：00～ 電話にて

日時日時●10月30日（土）　13：00開場　13：30開演
定員定員●25名程度
演奏演奏●ギタークラブSAIWAI、アポヤンズ

オカリナ・クローバー
入場入場●無料
申込み申込み●整理券が必要です。

10月1日（金）9時より配布します。

日時日時●12月18日（土）　13：30～14：50
定員定員●50名程度（未就学児は保護者同伴）
出演出演●山ノぼうし
参加費参加費●100円
持ち物持ち物●飲み物
申込み申込み●10月25日（月）

　9　：00～窓口にて
10：00～電話にて

日時日時●10月25日（月）
開場13：15　開演13：30

定員定員●80名（未就学児入場不可）
演者演者●旭堂鱗林
チケットチケット●800円（自由席）
チケット販売チケット販売●受付中

日時日時●11月12日・26日（金）　10：00～12：00
（1人25分程度で時間予約制）

定員定員●8名
講師講師●田口幸治
参加費参加費●500円/回
持ち物持ち物●飲み物、タオル、服装はズボン（スカート不可）
申込み申込み●10月1日（金）

　9　：00～ 窓口にて
10：00～ 電話にて

「はぴ☆とれ」
～Touch is Language of Love！
親子で楽しくスキンシップ
＆ママトレ～

おはなしなあに

せいかすくすくスクール
チャレンジダンス

ねもとめぐり
根本城と御殿屋敷

～初めてでも大丈夫～
消しゴムはんこで
楽しい年賀状作り

ギター＆オカリナ
秋のコンサート

クリスマスおたのしみ会
精華de聖歌♬♪

講談「旭堂鱗林」独演会

ワンコインで
整体を体験しよう！

感謝と挑戦のTYK体育館連携事業

ふれあいねもと共催事業

精華交流センター
上野町4-23-1　☎25-1533

根本交流センター
根本町3-55-1　☎27-5500

勤労者センター 幸町1-54　☎29-2283

Bun　Bun ねっと　No.9618

イベント情報

2022年
2月26日（土）・27日（日）

2022年
3月6日（日）

展示の部展示の部 ステージの部ステージの部第2回
精華交流センターまつり

11月6日（土）　10：00～20：00
11月7日（日）　　9　：00～15：00

第9回
根本ふれあいフェスティバル



日時日時●①10月30日（土）　9：30～11：30
②12月12日（日）　9：30～12：00

定員定員●①15名　②10名
（小学4年生以下は保護者同伴）

持ち物持ち物●①歩きやすい靴
　帽子、水筒
②長靴、ゴム手袋

申込み申込み●受付中

日時日時●①10月24日（日）　※10月1日から受付開始
②11月28日（日）　※11月2日から受付開始
各10：00～14：30

定員定員●15名（小学4年生以下は保護者同伴）
持ち物持ち物●昼食、飲み物

歩きやすい靴
タオル、帽子

日時日時●①11月7日（日）　※10月1日から受付開始
②12月5日（日）　※11月2日から受付開始
各10：00～14：30

定員定員●20名（小学4年生以下は保護者同伴）
持ち物持ち物●昼食、飲み物

歩きやすい靴
タオル、帽子

昆虫観察シリーズ
①アサギマダラのマーキング

アサギマダラを捕獲して羽にマーキングをしよう
②北小木水生昆虫調査

20年続いている調査に参加。自然環境を水生昆
虫から調べます

魅惑の黄金ルート
①妻木城址

話題になった妻木城址へ多治見から歩きます
②土岐川

多治見の土岐川を歩きながら川の説明をしま
す

多治見の山が呼んでいる
六名山
①笠原富士

多治見で一番見晴らしがよいと言われる山
に登ります

②池田富士  
観音寺川ルートから池田富士を登ります

ゲリラ豪雨で自宅がまさかの床上浸水！想定外なその時に何から手を付け
たらいいのか。また、水を使わないトイレの活用方法をお伝えします。

NPOのみなさん、会計管理で困っていませんか？
何を聞いたらいいのかわからない会計初心者にも安心のやさしい講座です。

正しい姿勢を意識しながら、ストレッチや呼吸法、手足のツボ押しを
行います。 楽しくロコモティブシンドロームを予防しましょう。講座の後は体脂肪や

握力測定等、気軽に健康チェックができます。
※健康チェック＆ロコモ測定会は申込不要・参加無料

日時日時●11月6日（土）　13：30～15：30
定員定員●30名
講師講師●災害ボランティア愛知人、根本校区地域力向上推進会議 防災グループ
参加費参加費●500円
申込み申込み●受付中

日時日時●12月9日（木）　14：00～16：00
対象・定員対象・定員●NPO団体の会計に関心のある方・20名
講師講師●税理士 田島宏美
参加費参加費●500円（ぽると多治見登録団体は300円）
申込み申込み●受付中

日時日時●10月20日、11月17日、12月15日、1月19日、2月16日、3月16日
（毎月第3水曜）　10：00～11：30

定員定員●15名
講師講師●深尾由美
参加費参加費●1回300円（1回のみの参加も可・

当日会場にてお支払）
持ち物持ち物●ヨガマットまたはバスタオル

青竹踏み、飲み物

日時日時●10月14日、11月11日、12月9日、1月13日、2月10日、3月10日
（毎月第2木曜）
ロコモ体操　9：45～11：15
健康チェック　11：15～12：00

定員定員●30名
講師講師●木村紀子
参加費参加費●1回300円（1回のみの参加も可・

当日会場にてお支払）
持ち物持ち物●ヨガマットまたはバスタオル

室内用シューズ、飲み物

ゲリラ豪雨で床上浸水！
その時やるべき1、2、3 & 
知っておきたい「水を使わないトイレ」

NPO会計の決算

姿勢を正して不調改善
会場：池田町屋公民館

講　座  ロコモ体操で健康寿命をのばそう
サロン  健康チェック＆ロコモ測定会
会場：滝呂区民会館

池田
校区

滝呂
校区

生涯学習コーディネーター事業 市立公民館のない地域における生涯学習支援、
ニーズに応じた講座を実施しています。
※他校区の方もお申込みいただけます。

防災講座

申込み 多治見市学習館　☎0572-23-7022まで電話にて

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

土岐川観察館 平和町6丁目84-3　☎21-2151参加費無料・要申込、電話または窓口にて。
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公民館コンサート
津軽三味線の響き　～津軽の心～ 古田友哉とめぐるた・じ・ミュージック「音楽の轍」

第3回 音楽と文学の融合 シューマン&リスト

根本交流センター　☎ 27-5500 旭ケ丘公民館　☎ 27-6826

昨年度掘り下げた楽聖・ベートーヴェンを始まりとし、ロマン
派の作曲家たちを取り上げます。名曲に隠されたストーリーを
お楽しみください。今回はシューマン＆リストの魅力をどうぞ！
日　　時  12月12日（日）

 開場13：30　開演14：00
出　　演  古田友哉（ピアノ）　ピアノソロ
入　場　料  1,000円
チケット  販売中
申　込　み  受付中

山崎洋一ジャズコンサート
小泉公民館　☎ 29-1377

若さ溢れる元気いっぱいノリノリのジャズコンサートです。
楽しいジャズの世界をお楽しみください。
日　　時  12月19日（日）

 開場13：30　開演14：00
定　　員  70名
出　　演  山崎洋一（ドラム）、EKKA（ヴォーカル）

 大谷泰史（ピアノ）、小島元（ベース）
入　場　料  前売り800円、当日900円

 小中学生500円
チケット  10月2日（土）　9：00～

サックスで彩るクリスマス
土岐市出身のサクソフォンプレイヤー川合諒が、ピアノとの
デュエットで皆様のクリスマスに華を添えます。心温まるク
リスマスソングやジブリ映画メドレーをお楽しみください。
日　　時  12月19日（日）　開場15：30　開演16：00
定　　員  80名程度
出　　演  川合諒（サックス）

 原田実和子（ピアノ）
入　場　料  大人800円

 小中学生500円
チケット  発売中

市之倉公民館　☎ 22-3776

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	10月18日（月）・25日（月）、11月1日～

躍進を続ける台湾現代陶芸の力を、茶器から
オブジェまで多彩な作品を通じて紹介します。

展覧会をみて、感じたことを、かたち
に表現してみませんか？だれでも簡単
に短時間でできる、気軽なワークショ
ップです。

9月13日（月）～10月31日（日）
10月10日（日）

台湾現代陶芸の力
台湾・新北市立鶯歌陶瓷博物館所蔵品
による

MoMCAの小さな図工室

観覧料  一般900円、大学生700円
 高校生以下無料

時　間  13：30～16：00
 （時間内出入り自由）
参　加  無料・事前申し込み不要

楊文霓《刻紋彩陶經瓶》1995 年
新北市立鶯歌陶瓷博物館 蔵

Museum of Modern Ceramic Art, Gifu. （MoMCA）

特別展
設備改修工事のため

休館いたします

休 館 期 間 中 は、 県 内 各 地 で
「MoMCAサテライトミュージア
ム」を開催します。最新情報はウ
ェブサイトをご覧ください。

11月1日（月）
～2022年9月上旬（予定）

津軽三味線の貴公子・馬場淳史による渾身の演奏。撥をたた
きつけるような強い音はもちろん、甘く響き渡る小さな音や
美しく響かせるテクニックは彼の真骨頂。目にも耳にも麗し
いコンサート。
日　　時  11月21日（日）

 開場13：00　開演13：30
対象・定員  小学4年生以上・80名
出　　演  馬場淳史
チケット  800円（自由席）
チケット販売  受付中

開　館 	9：00～17：00（入館は16：30まで）　 観覧料 	一般320円（260円）、大学生210円（150円）　（　）内は20名以上の団体料金
休館日 	月曜（祝日の場合は翌平日）　※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名は入館無料

多治見市東町1-9-27　☎ 23-1191
http://www.tajimi-bunka.or.jp/minoyaki_museum美市見治多 濃 焼 ミ ュ ー ジ ア ム

明治期、美濃を中心に名工として、
また名プロデューサーとして、同時
代に生きた三人の生きざまを、作品
を通して紹介します。

多治見工業高校専攻科の在校生、卒業生が共に作品を発表します。

9月3日（金）～12月26日（日）

9月25日（土）～11月3日（水・祝）

明治・美濃 超絶三人展
－加藤五輔・西浦圓治・成瀬誠志の世界－

第8回 専攻科陶芸展

（左）染付リボン耳付花瓶 加藤五輔（個人蔵）　（中）釉下彩杜若花瓶 西浦圓治（個人蔵）　（右）福禄寿大香炉 成瀬誠志（個人蔵）

多治見市主催の穴窯フェア関連企画としてミュージアムの夜間開館を行います。

10月16日（土）　17：00～20：00

Night at 美濃焼ミュージアム

無料。ただし、上記日時以外でミュージアムの展示を観覧する場合は通常の観覧料が必要。
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来館の際は、新型コロナウイルス感染症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。




