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Bun　Bunねっと　No.972

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

Pコード　647-367 Lコード　43621

多治見市文化会館40周年事業

TAJIMI アニバーサリーコンサート
U-18文化系部活動サポート

たじみ思い出ドラマ2022

［発売日］　 2 月 5 日 (土) ［発売日］　 1 月15日 (土)

※本公演は宝くじの助成を受けて実施します

【全席自由】
 一般　1,000 円 （Club会員800円）　　高校生以下　500円

【全席自由】
一般　1,000 円　　高校生以下　500円

地域で活躍する音楽家が一堂に会し、1日限り
のスペシャルプログラムをお届けします。
〈出演〉・多治見少年少女合唱団とシニアコア
　　　・古田友哉 ピアノ五重奏
　　　・陶都楽友協会　・多治見市交響楽団

現役高校生たちのみずみずしくも不安定な揺らぎと想いをぶつけて
書いた作品を、プロの俳優がドキドキと胸を高鳴らせ舞台化します。
〈脚本・演出〉川村ミチル (劇団そらのゆめ )
〈出演〉管正憲、谷口未紗　ほか

会場 :大ホール
開場 12:30/ 開演 13:00

会場 : 小ホール
開場 13:30/ 開演 14:003月27日㊐ 2月27日㊐

藤木大地 with 荘村清志
いま聴きたい日本の歌

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・自由共通）

ウィーン国立歌劇場で活躍するカウンターテナー歌手が、
日本のポップス等を奏でます。荘村清志のギターにも注目！

〈プログラム〉
時代、早春賦
いのちの歌
ほか

会場 :大ホール
開場 13:15/ 開演 14:002月13日㊐

©hiromasa ©Hiromichi NOZAWA

おかあさんといっしょ
ガラピコぷ～がやってきた!!

［Club会員先行発売］　 2月6日（日）～2月9日（水）
［一般発売］                 2月20日（日)

【全席指定】
2,750円
※1歳以上有料
※0歳児は保護者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）

※発売日初日はお一人様6枚まで

ガラピコぷ～の仲間たちが繰り広げる歌や踊りのファミリーショー。
〈出演〉ガラピコぷ～、坂田おさむ、つのだりょうこ、いとうまゆ

会場 :大ホール3月21日㊊㊗
1 回目  開演 13:00 　2回目  開演 15:30　（各 30分前開場）

【再振替公演】

小ホールでは、
陶都楽友協会
によるコンサート
も開催♪
（入場無料）
10:30 ～ 11:45

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　t.pia.jp
　・ローソンチケット　l-tike.com/←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
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シリーズ最終回は、“ピアノの魔術師 ”リストと “ピアノ
の詩人 ”ショパンを掘り下げます。
〈出演〉
村井智（チェロ）
古田友哉（ピアノ）
〈プログラム〉
ショパン：
チェロソナタ op.65
ほか

Lコード　43620

古田友哉とめぐる
た・じ・ミュージック「音楽の轍」情熱のタンゴ＆愛のシャンソン

【全席指定】
4,500円（Club会員4,000円）

【全席自由】
1,000円

タンゴとシャンソンの華麗なる饗宴、思い出の名曲で綴
る贅沢なひととき。

〈プログラム〉
オーシャンゼリゼ
ラ・クンパルシータ
ほか

会場 :小ホール
開場 15:30/ 開演 16:00

会場 : 小ホール
開場 13:30/ 開演 14:00

10:00 ～ 15:00

1月15日㊏ 2月20日㊐

©Karin Hirokawa©Saygo Hioki

入場無料入場無料

※未就学児入場可
※感染症対策のため、ブース数を厳選し開
催します。また入場規制を行う場合があ
ります。

※未就学児入場可    

※2/28発表会　19：00～21：00

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。
〈出演〉
牧野葵（ヴァイオリン）
大崎奈々（ピアノ）
〈プログラム〉
春の童謡メドレー　ほか

会場 :大ホール
開場 18:30/ 開演 19:00

2月24日㊍ 3月5日㊏・6日㊐

関連講座につい
ては P.6 をご覧
ください

ショップは2日間で総入れ替え！

〈ハンドメイド〉
アクセサリーや
生活雑貨など、
こだわりの一点
ものが並びます

〈ワークショップ〉
予約不要で、子
どもから大人ま
でものづくりが
楽しめます

〈飲食〉
人気キッチンカ
ーや焼菓子販売
など、グルメも
見逃せない！

ホールでピアノを弾こう
楽器をゼロからはじめる超初心者講座、新規クラスを開講します。
【期日】1/17・24・31、2/7・14・21・28（月曜・全 7回）
【対象】小学 4年生以上　【受講料】5,600 円（別途教材費）
【申込み】1月 5日（水）10:00 より電話にて

3台のフルコンサートグランドピアノをコンサートさながらの環境
でお楽しみいただけます。

会場 ピアノの種類 期日
大ホール スタインウェイD274 1/14（金）・15（土）・16（日）
大ホール YAMAHA CFⅢ 1/21（金）・23（日）・2/6（日）
小ホール ベーゼンドルファー 275 1/29（土）・30（日）

【占有時間】
9:30 ～ /11:00 ～ /13:00 ～ /14:30 ～ /16:00 ～（各 60分間）
【参加費】1,000 円 /1 名
※アンサンブルでのご利用はピアノ演奏者を含めて 3名まで（お一人様別途 1,000 円）

【申込み】受付中

【時間】17:30 ～ /18:30 ～ /19:30 ～（各 45分間）
【講師】山﨑洋一　【定員】各 5名

【時間】18:30 ～ /19:20 ～ /20:10 ～（各 40分間）
【講師】伴野進　【定員】各 3名

ドラム道
どう
 ～キソの集い編～

アコギ道
どう

1
じゅうきゅうおと

9音クラブ

ふらっとコンサート 第12回スーパー手づくりマーケット

バロー文化ホール（多治見市文化会館）は、
開館して40 年が経過し老朽化が進んでい
ることから、改修工事を行います。皆さまに
はご不便をお掛けし申し訳ございません
が、ご理解とご協力をお願いします。

■利用停止期間（予定）
2022年4月2日（土）～2023年1月7日（土）　※休館中も窓口業務は行います
■改修工事後の施設の予約
利用調整会：2022年7月1日（金）（予定）
予約受付対象期間：2023年1月～7月利用分

全館休館の
お知らせ

好評
発売中

好評
発売中

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

各日　10：00～12：00
13：00～15：00

ボランティア指導者による

家族でのBBQに

フリークライミング体験会

施設予約の事前受付調整について

　も楽しい地球村冬
利用時間

9：00～16：45
※宿泊はできません

１泊� 5,500円～
デイユース�１時間� 280円～

(市内料金)

１ゲームキット� 500円

日帰り利用時間│9：00～16：45

ファミリー限定！

本格木登りあそび
＆アウトドア体験

おやこキコリ塾 by たきろ里山クラブ

謎 解きフィールド ゲーム 2022

種の守り人の暗号
「私たちは優秀な人材を探しています。
これはそのためのテストです。
私たちの謎をすべて解けるすばらしい方が
会いに来てくれることを楽しみにしています。」

※１キットにつき１人、
２人目以降１人につき200円

（最大６人、小学生未満は無料）
※開催期間中いつでもゲームを中

断・再開することができます
【対象】小学生以上

※保護者と一緒に挑戦するこ
とを前提とした難易度です。

（クリアまでの目安：３～４時間）
【受付時間】9：00～15：00

（ゲームプレイ16：00迄）
【持ち物】歩きやすい靴、防寒着など

暗
号
を
た
よ
り
に

地
球
村
の
10 

ha
の
森
に
潜
む

種
の
守
り
人
を
見
つ
け
出
そ
う
！

冬季はテニスコートの利用を休止します。※３月下旬ごろまで。利用再開の際はホームページ上で告知します。

【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）
【申込み】電話または窓口で

【講　師】地球村星倶楽部　【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

【講　師】多治見峰遊会
【持ち物】運動できる服装

1月15日
2月5日・19日
3月5日・19日（土）

1月8日（土）　 雨天・曇天中止

18：00～19：30
1月29日、2月5日（土）
18：30～20：00
2月12日、3月5日・12日（土）
19：00～20：30

スポーツクライミング普及のための体験会です。

サタデースターナイト地球村フィールドツアー
天文台の望遠鏡で星の観望自然観察会 参加無料

利用
無料

参加無料

3月26日(土)　
10：00～11：30

雨天中止

2月13日（日）
10：00～15：00
【対　象】家族（第１回未参加の方を優先）
【定　員】５組（約20人）
【参加費】１人800円（材料費込み）
【持ち物】�木登りのできる服装、

お弁当（おにぎりなどの軽食）、
飲み物など

【申込み】１月15日（土）9：00～ 電話または窓口で
【申込期間】市内のお客様　3月 5日（土）～ 7日（月）

市外のお客様　3月12日（土）～14日（月）

夏休みの団体利用などをご検討のお客様向けに、施設の事前予約
を受付いたします。申込方法・詳細はホームページをご覧ください。

雨天中止

薪割りや丸太切り
着火剤を使わない火おこしや

ダッチオーブン料理を
家族で楽しもう！

令和４年度
7月～10月の

【販売時間】9：00～16：45

清流の国ぎふ森林・環境税を
活用しています

大好評につき
第２回

焼き肉用ジビエ
地球村BBQ場
１時間 260円～
 ※市内料金

本館には小さな子どもが屋内で遊べるジャン
グルジムなどの遊具を設置。ホール内のこた
つで、充実のボードゲームやコミックをゆっく
り楽しむのもおすすめです。

こたつ・ホットカーペットで冬で
もあったか。ハンモックなどを備
えたファミリーで過ごすのにぴっ
たりサイズのテントです。

ルームテント

本館宿泊室

各室エアコン、ホットカー
ペットを完備しています。

窓ガラスを断熱性の
高いペアガラスに交
換しました。

新たにこたつを各部屋にご
用意しました。

1月22日（土）～3月31日（木）

梅の左の数進んだ場所へ行け
そうめあみゆ

練習
問題

販売スタート
鹿肉・猪肉スライス（冷凍）

500g�1,500円～

家族で春の芽吹きを
探しに来ませんか？

ロ
ー
プ
や
ハ
ー
ネ
ス
を
装
着
し
て
、

木
登
り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
！

ますます暖かく
バージョンアップ

２つに増えた
大好評！

３個セット�150円

作って楽しい
ホットスイーツ

暖炉で
サモア

あわせてどうぞ

暖炉であったか

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　！

NEW　！
NEW　！

NEW　！

Bun　Bun ねっと　No.974



たまには全集中！
姿勢と呼吸を整える
1月18日、2月1・15日、3月1・15・29日

（火曜・全6回） 10：00～11：30
１日に２万回の呼吸。息を
するためだけでなく自分の
ためにじょうずに使って、
姿勢とともに整えます。
骨盤底筋を鍛えて女性がい
つまでも美しく健康でいら
れるレッスンをします。

【対象・定員】成人女性・12名
【講　師】畑中尚子（理学療法士）　【参加費】3,600円

ハーバリウムアロマサシェ＆
マスクミスト作り
2月12日（土） 10：00～11：30

2月13日（日） 12：30～17：00

春待ちの寄せ植え ボードゲームフェスタ
まいたーん！2月26日（土） 10：00～11：30

春を感じるパンジー、ビオラ
を使った寄せ植えの講座で
す。ぎふワールド・ローズガー
デンの協力で、園芸スタッフ
の方から教えていただきま
す。この機会にぜひご参加く
ださい。

【定　員】15名
【講　師】 上野恵（ぎふワールド・ローズガーデン

（旧花フェスタ記念公園）植栽管理課）
【参加費】3,200円（材料費込み）

世界のボードゲームで遊ぶことが
できる１日。ルールを知らなくて
も大丈夫。親子でも、ひとりでも
楽しめます。

【対象・定員】小学生以上
【参加費】大人500円　高校生以下300円

親子なら２名で500円
８歳以下の方は大人と一緒にご参加ください

【申込み】電話またはネットで

おいしくって

基本の発酵調味料

2月5日（土） 
　　 12：30　　　 13：30開場 開演好評

発売中

落語の世界　春風亭一之輔独演会

お待たせしました！春風亭一之輔の落語の世界、
心ゆくまでお楽しみください。

今回の公演は２月です。チケットはお早めに！
【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 500円引
【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

KASAHARA THEATER
ミュージカルコメディ おばあさんは川で選択。

　 の講座冬 1月6日（木）９：00～受付開始　※詳細はお問合せください

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 ～

vol.49

3月21日（月・祝） 　　 13：00　　　 14：00開場 開演
5月15日（日） 　　 13：00　　　 14：00開場 開演

好評
発売中

独奏のみならず伴奏法の研鑽を積み、各地
のコンサートや笠原中央公民館“誰でも参
加できる音楽劇”などで、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。

むかしあるところに、おばあさん
がいました。おばあさんは川へ洗
濯へ…って、誰が決めたの？
多様性社会を生きる人たちへ捧
げる！？若返りハッピーコメディ！

「わしは立ち上がるぞ！立ち上が
れるうちに！！」

【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

【チケット】全席自由　1,000円 ※未就学児入場不可
【チケット発売】2月13日（日）　【出演】三宅恵理　後藤優子　市原実小代（ピアノ） 
【演出・脚本】別所美和（チプコ劇場）　【音楽監督】江端智哉

プレイガイド：笠原中央公民館　☎0572-43-5155

洞谷式
おいしい時短レシピ

癒しのアロマシリーズ

【定　員】12名
【講　師】山田啓子（彩心香）
【参加費】3,800円（材料費込み）

子ども本格アート教室 ナンダコレハ！！
等身大の自画像を描こう
3月20日（日） 10：00～15：00
第２回は「等身大の自画像」に挑
戦！今の自分をそのままの大き
さで描きましょう。
で き あ が っ た 作 品 は 公 民 館
ロビーに展示します。

【対象・定員】小学３年生以上・
６名

【講　師】おのうちやよい（アトリエピッピ）
【参加費】2,100円 ※昼食を持参ください
※絵の具を使いますので、汚れてもよい服装で参加ください

【定　員】各12名
【講　師】宮しのぶ
【参加費】各1,600円

発酵調味料は使い方を知ると料
理のおいしさをアップさせ、調理
時間も短縮できる魔法の調味料。
塩麹、しょうゆ麹、ひしおの作り方
と使い方をマスターしましょう！

1月29日（土） ①10：00～11：30
 ②13：30～15：00

うふふ な暮らし

⃝3月 8日（火） 19：00～21：00
⃝4月12日（火） 19：00～21：00

パンとお菓子と
　　　　　パスタチャチャッと

⃝2月19日（土）
10：00～12：30

お花やハーブと精油の香りを閉
じ込めてキラキラ輝く素敵な
サシェとマスク用アロマミスト
を作ります。作っていく過程が
セラピーになります。

©photo by キッチンミノル

Kasahara cooking club 講師：洞谷多美江

【振替公演】
【振替公演】

試食＆おみやげ付き

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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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

←詳しくはホームページ
　をご覧ください

古典文学講師　勝典子の年間講座

1月　教育者・緒方洪庵
2月　リアリスト・渡辺崋山
3月　革命家・藤原鎌足

9：00～17：00
【会場】1階ロビー

参加無料
申込不要

来館イベント♪

いつでも

　　楽しい

開運　！　まなパみくじ ペーパーアクセサリー
～花びらコサージュ～
身近にあるかわいい紙が
アクセサリーに大変身

なにがでるかな
ドキドキ　ワクワク★
まなパで今年の運だめし！

2月26日（土）～3月21日（月・祝）1月5日（水）～30日（日）

【講　師】千田伸子（JPEAレジリエンス認定トレーナー）
【受講料】600円	 【会　場】5階学習室501
【共　催】多治見市役所くらし人権課

職場、ご家族、ご近所などコミュニケーションを取る場で
受けるストレスと上手に向き合い、困難を乗り越える力
「レジリエンス」。その考え方、高め方について学びます。

レジリエンス　心の回復力
～折れない心の作り方～

男女共同参画講座

3月12日（土）　10：00～11：30

猛
たけ

る天
すめらみこと

皇　~雄略天皇~
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）」
も彼のことだろうといわれるなど、実在を
見なしうる最古の天皇　“雄略天皇”。
そのエピソードを解説します。

【講　師】各務嘉洋
【受講料】600円
【会　場】5階学習室501

3月5日（土）　10：30～12：00

1000年を生きる女
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。

1月6日、2月3日、3月3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

源氏物語
歴史を動かし、翻弄された人物たち
の生き方を振り返ります。

1月21日、2月18日、3月18日
（金曜・全3回）13：30～15：30
【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

時代の扉をあけた人
時代シリーズ　第三弾

「鑑真来朝」「相撲　・　埴輪　・　菓子の起源」
天平時代、鑑真和上の
苦難の渡海を「唐大和
上東征伝」より読み解
きます。
1月26日、　2月2日・16日、　3月16日・23日
（水曜・全5回）13：30～15：00
【講　師】いのぐち泰子　【受講料】3,000円
【会　場】5階学習室501

古代史ハイライト 恋する万葉集

1月27日、2月24日、3月24日
（木曜・全3回）10：00～11：30
【講　師】安田直幸　【受講料】1,800円
【会　場】5階学習室501

飛鳥万葉
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。

第4回
「リスト＆ショパン　魔術師と詩人」
毎回二人の偉大な
作曲家を取り上げ、
互いの関係性から
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。

2月12日（土）　13：30～15：00

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

関連コンサート　た・じ・ミュージック
2月20日（日）開催　詳細はP2をご覧ください

た・じ・ミュージック

「音楽の轍
わだち

」　講座編

初心者の方は　「はじめてヨガ」、上級者の方は　「ステップアップ・ヨガ」　とレベルに
合わせたクラスをお選びください。週末に快適なヨガライフをお過ごしください　！

18：30～19：45　【受講料】6,400円
はじめてヨガ 運動量 1月14日・21日・28日

2月　4日・25日
3月　4日・11日・18日
（金曜日・全8回）

ステップアップ　・　ヨガ　（上級） 運動量

20：00～21：15　【受講料】7,200円 【講　師】アツシ
【定　員】各24名
【持ち物】ヨガマット、

タオル、水分

ヨガ講座
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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。

防災
知っててよかった　！

避難時、ペットはどうするの!?
家族同様のペット。
災害時を見据えた犬猫の飼育について、
具体的にお伝えします。

ペット防災を考える

【対象・定員】一般・30名
【講　師】田原佐織（防災士・犬育応援プロジェクト　ワンコミ代表）
【受講料】600円　　【会　場】5階学習室501

1月30日（日）　10：00～12：00 3月13日（日）　13：30～15：00

地震と津波に関連する
数学的まめ知識

【対象・定員】一般・20名
【講　師】田中光宏（岐阜大学名誉教授）
【受講料】600円　　【会　場】6階視聴覚室

津波の速度はどれくらい？地震のマグニチュードってなに？	
災害を引き起こす地震や津波に関連するまめ知識を
数学的な観点から解説します。

1月29日、2月5・26日、
3月5・19日
（土曜・全5回）10：15～11：45

【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
【申込み】１月４日（火）　10：30～　

少人数制のセミパー
ソナルトレーニング
であなたに合ったト
レーニング方法を見
つけませんか！？

【講　師】安藤貴久子（アンファッションカレッジ校長）
【会　場】７階多目的ホール

桔梗大学　公開講座

お気に入りを身に着けている
となんだか心がウキウキする、
そんな経験ありませんか。
多治見で長年ファッション教
育に携わっていらっしゃる講
師に、毎日を楽しくすごすヒ
ントをお話いただきます。

～　毎日をもっと楽しく　！　～
気軽におしゃれを楽しみましょう

1月21日(金)　10：00～11：30

まなびトレーニング
クラブ

【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

1月13・27日、2月10・24日、
3月10・24日
（木曜・全6回）13：15～14：30

カラダの中からすっき
り爽快！癒しの空間で
ゆったりカラダを整え
ましょう☆

カラダの内面からスッキリ　！

ヘルシー骨盤調整

2022年度4月生
募集のお知らせ

放送大学は、テレビ等の放送やインターネットで授業を行う通信制大学です。
さまざまな年代や職業の人たちへのニーズに応えられる、約300もの多彩な科
目を用意しています。大学の授業科目を１科目からでも気軽に学べるため、多
くの社会人の方が在籍しています。この機会に、放送大学で学んでみませんか。

学生の種類　全科履修生（卒業を目指す方・長期間の学習を希望する方）…満18歳以上（大学入学資格が必要）
　　　　　　選科履修生（１年間在学し特定の科目のみを学習したい方）…満15歳以上
　　　　　　科目履修生（半年間在学し特定の科目のみを学習したい方）…満15歳以上
入　学　料　全科履修生 24,000円・選科履修生 9,000円・科目履修生 7,000円
授　業　料　１科目（2単位）11,000円（テキスト代含む）
科　　　目　心理学・歴史・外国語など約300科目
学　　　習　BS放送、インターネット等で好きな時間に学習できます。多治見分室では、
　　　　　　DVDまたはCDで授業を視聴することができます（科目数など制限あり）。
出 願 期 間	 第１回２月28日まで、第２回３月15日まで。
	 郵送またはインターネット（https://www.ouj.ac.jp/）でお申込みください。

《放送大学説明会》
学習の進め方や入学手続き等についてお話しま
す。お気軽にご参加ください（予約不要）
日　時：１月29日（土）　13：30～
会　場：ヤマカまなびパーク 6階視聴覚室

■問合せ　放送大学岐阜学習センター
　　　　　多治見分室（ヤマカまなびパーク内）
　　　　　℡ 0572（24）6309　※月曜休館
　　　　　受付時間　9：00～ 17：00

ボードゲームフェスタ　まいたーん ！　防災スペシャルコラボ

ボードゲーム de セーブマイシティ
大好評のボードゲームイベントと防災をドッキング。
災害からまちを守ることをテーマにしたボードゲームが
勢揃いします！
楽しく遊びながら防災について学びましょう。

【対　象】小学生以上
【講　師】ボードゲームフェスタ　まいたーん！
【参加費】大人500円・高校生以下300円　※小学１・2年生は保護者と一緒にご参加ください。１組	500円
【会　場】1階サンルーム

3月20日（日）　13：00～17：00

参加無料　要事前申込
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2022年度

桔
学

梗
生

大
募

学
集

65歳以上の方のための生涯学習講座「桔梗大学」。
学習講座のほかに、合唱や書道などの趣味を楽し
むクラブ活動も行っています。新しい知識を学び、
友人との活動を楽しむ時間を大切にして、いつま
でも若々しく過ごしませんか。

配布場所／ヤマカまなびパーク
　　　　　5階事務所・1階受付
問合せ／多治見市学習館　☎23-7022
詳しくは募集要項をご覧ください

２月15日（火）～募集要項配布

■　日本画部門�
市 美 術 展 賞 渡邉　京子 土岐市
市 長 賞 川井　庸弘 可児市
市教育委員会賞 久木　勝広 中津川市
市議会議長賞 吉田　恵子 瑞浪市
林 雲 鳳 賞 長山　　宏 一宮市

■　洋画部門
市 美 術 展 賞 川島　京子 多治見市
市 長 賞 磯部　和久 豊川市
市教育委員会賞 岡　　宣武 多治見市
市議会議長賞 市川　佳子 恵那市
林 雲 鳳 賞 河村みどり 多治見市
桔 梗 賞 吉田　佳保 多治見中学校

■　工芸部門
市 美 術 展 賞 金崎富久子 南あわじ市
市 長 賞 水野　東三 瑞浪市
市教育委員会賞 林　たかし 美濃加茂市
市議会議長賞 本田　長𠮷 岡崎市
林 雲 鳳 賞 酒向　玲子 美濃加茂市
桔 梗 賞 古庄　優希 多治見工業高校

■　彫塑部門�
市 美 術 展 賞 示崎　麻紀 春日井市
市 長 賞 塚本　将慈 春日井市
市教育委員会賞 川上　堯由 知多市
市議会議長賞 小林　由昂 小牧市

■　写真部門
市 美 術 展 賞 中村千代子 土岐市
市 長 賞 籠橋　定省 春日井市
市教育委員会賞 市原　初彦 多治見市
市議会議長賞 神田　茂利 川辺町
林 雲 鳳 賞 宮地美和子 瑞浪市
桔 梗 賞 成瀬　　甚 陶都中学校

■　　書道部門
市 美 術 展 賞 水野　韜光 多治見市
市 長 賞 佐藤　丘陽 多治見市
市教育委員会賞 小島　研司 多治見市
市議会議長賞 加門　湖春 多治見市
林 雲 鳳 賞 水野　瓊玉 多治見市
桔 梗 賞 近藤　志津 加茂高校

■　デザイン部門
市 美 術 展 賞 松島　寿美 名古屋市
市 長 賞 鈴木　蒼乃 土岐商業高校
市教育委員会賞 川村　紗由 西尾市
市議会議長賞 中根　慧士 西尾市
桔 梗 賞 小倉ジェッドナクセル 多治見工業高校

多治見市美術展　結果発表 （主催：多治見市）

第79回多治見市美術展一般部・こどもの部が、11月12日～
14日までセラミックパークMINOで開催されました。一般
部は、市内外の中学生から成人まで7部門合計291点の応募
がありました。一般部の上位入賞者（敬称略）をご紹介します。
※桔梗賞は中高校生作品を対象としています。
※各賞は該当者なしの場合もあります。

英語の絵本を使用した
おはなしの会です。
英語のうたあそびなど
楽しさいっぱいの
会です。

ボランティアグループぽっぽ
のメンバーによるおはなしの
会です。季節やテーマに
あわせ、楽しく絵本と
ふれあいます。日本に古くからある「雅楽」

の鑑賞会。和楽器の生演奏
を楽しみながら、子ども
も楽しめる雅楽の世界に
お連れします。

おはなしのかいぽっぽ
子どもと楽しむ
雅楽の世界

【カルチェ・ララ】 おはなしのかいE-ぽっぽ

①1月12日（水）　②2月9日（水）
③3月9日（水）
①～③11：00～　20分程度

①1月15日（土）　②2月3日（木）
③2月19日（土）　④3月3日（木）
⑤3月19日（土）
①～⑤11：00～　20分程度

3月27日（日）　①11：00～　②13：30～
各回45分程度　内容は同じ

【対象・定員】0歳児から未就園児
各回7組の親子

【講　師】山口紀江
【参加費】無料
【申込み】1週間前より受付開始　窓口10：00～

電話11：00～

【対象・定員】①③⑤　0歳児から未就学児
②④　0歳児から未就園児
各回7組の親子

【講　師】ボランティアグループぽっぽ
【参加費】無料
【申込み】1週間前より受付開始　窓口10：00～

電話11：00～

【対象・定員】3歳から高校生までのお子様とその
ご家族　各回10組

【講　師】若竹雅楽会
【参加費】お一人500円
【申込み】2月20日（日）　窓口10：00～

　電話11：00～

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
年末年始（12/28～1/4）は休館です
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多治見市
図書館

多治見市豊岡町1　―　55　ヤマカまなびパーク

☎（0572）22　―　1047
開館時間　10：00～20：00
　　　　　（土日祝日は18：00まで）
月曜休館（祝日を除く）
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

表彰式・一般の部講評会

多治見市図書館では、ご自宅のパソコン、お手持ちのスマートフォ
ンから簡単に利用できるオンラインサービスを行っています。
【オンライン登録のメリット】
・予約本の連絡をメールで受け取ることができます
・パソコン・スマホから借りている本の延長ができます
・読書記録サービス(利用には別途設定が必要です)で今まで借りた
本を記録できます

【登録に必要なもの】
利用者カードとメールアドレス（icloud.comは登録できません）
【登録方法】（図書館HPから簡単に行えます）
図書館HP　⇒　利用者のページ　⇒　仮パスワード発行ページ
右のQRコードを開き、『仮パスワード発行ページ』の
リンクからも登録ができます。
ぜひ、図書館利用にオンラインサービスをご活用くだ
さい。

くまのがっこう　アート展
オンラインサービスのご案内

図書館からご案内

多治見市は、子どもが自分らしく、健やかに成長し、自立
していく「子育ち」を大切にしています。絵本「くまのが
っこう」の作者のあだちなみさんが多治見市出身というご
縁から、「くまのがっこう子育ち応援プロジェクト」とし
て、「くまのがっこう」とたじみの子育ちの取組みを広げ
ています。
今年度は10／13（水）～11／23（火）
まで、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した。アー
ト展で紹介した絵本は、図書館2
階「ジャッキーの本棚」にありま
すので是非読んでみてください。

くまのがっこう子育ち応援プロジェクト
2021読書週間

劇団風の子中部
いろはにこんぺいとう
ちいさな頃　お母さんの胸で聴いた　こもり唄

おばあちゃんが話してくれた　むかしばなし
ともだちと一緒に唄った　わらべ唄
その時吹いていた風の音、木々の声、不思議な
音…そんないろんな“あったかい”や“おもしろい”
をお芝居にしました。
親子で是非お楽しみください。赤ちゃんも大

歓迎です。

【会　場】	ヤマカまなびパーク7階多目的ホール
【定　員】	各回100名
【チケット】	大人500円　3歳～高校生以下300円
【申込み】	 1月5日（水）10：00～
	 多治見文庫連絡会　・　ヤマカまなびパーク
	 1階総合受付にてチケット発売
【共　催】	多治見文庫連絡会

3月19日（土）
〈第一部〉　10：45開場　11：00開演
〈第二部〉　13：45開場　14：00開演

図書館で運だめしを！　今年のラッキーアイテムや本を紹介します。
当たりの方には雑誌の付録をプレゼント！

【対象・定員】どなたでも・各日200名限定
【申込み】当日先着順

開運　！　図書館おみくじ

1月8日（土）～10日（月・祝）　10：00～18：00

当たり付き

第55回　多治見市文芸祭
上位入賞作品を表彰します。また、
一般の部各部門にわかれて審査員
から作品への講評もおこないます。

2月27日（日）
〈表彰式〉　13：00～
〈講評会〉　13：30～
【対象・定員】どなたでも・100名　※事前申込制
【参加費】無料
【申込み】2月13日（日）までにお電話にて
　　　　　（多治見市図書館文芸祭係22―1047）
【会　場】　〈表彰式〉ヤマカまなびパーク7階多目的ホール
　　　　　〈講評会〉ヤマカまなびパーク各会場
　　　　※講評会への参加も申し込みが必要です

上位入賞作品展示
一般の部上位三賞の作品と、小中学生の部最優秀
賞・優秀賞の作品を展示します。

2月23日（水・祝）～27日（日）
9：00～21：30　最終日は17：00まで
【会　場】ヤマカまなびパーク1階ロビー

イ ベ ン ト 報 告
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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1月6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1月13日（木）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（1月7日～20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

2022年1月7日（金）～20日（木）
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 1月6日㈭  9：00～15：00  支払締切日 1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。
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マナビバ !
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※申込みに関する注意事項は
P10をご覧ください

受 講 券
販売期間 2022年1月7日㈮～20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

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 ちいさなつるし飾り
林みどり　ヤマカまなびパーク

着物の布で作る話題の小さなつるし飾
りを作ります。裁断・縫製された材料
で初めての方でもお手軽です。
冬講座では1/3程度の完成予定。
できたものだけでも飾れます。

2/10・17
3/10・17

10：00～12：00

木曜
4回

2,400円
3,000円

12名
どなたでも 裁縫道具

A2 ブルーアレンジ
横江美和　ヤマカまなびパーク

トロッケンクランツで作る置き型の室内
飾りです。ワイヤリングされた材料を
使って、アンティーク加工された陶器に
素敵にアレンジしましょう。

2/27
13：00～15：00

日曜
1回

600円
2,200円

8名
成人女性

エプロン
眼鏡（必要な方）
持ち帰り袋

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
椅子に座って踊るフラ

【座フラ】
毛利恭枝　市之倉公民館

イスに座り、上半身を使ってハワイアン
フラを楽しむ講座です。
体力や足腰に不安を感じる方、初心者
の方も安心して参加してください。
心も身体もリフレッシュしましょう。

2/25
3/4・11・18

9：00～10：30

金曜
4回 2,400円 10名

どなたでも 飲み物、タオル

D2
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

2/14・28
3/14

12：00～13：00

月曜
3回 1,800円 12名

女性
動きやすい服装
バレエシューズ

D3
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

2/14・28
3/14

19：00～20：00

月曜
3回 1,800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

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

2/4・11・25
3/4

10：00～11：30

金曜
4回 2,400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 やさしいフラダンス
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。
※パウスカートの無料貸出あり

2/2・9・16
3/2・9・16

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
パレオまたはパウスカート

（あれば）

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

2/5・12・19・26
3/5・12・19
18：00～20：00

土曜
7回 4,200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や霧吹きなどを
使いながら、水の流れやぼかしを効果
的に活かして描く水彩画をお楽しみくだ
さい。

2/7・21
3/7・21

14：00～16：00

月曜
4回

2,400円
600円

8名
成人 なし

E3
楽しいひと時を
現代木版画で
阿部正枝　勤労者センター

5回コースで小さい作品2点仕上げま
す。絵が苦手な方には下絵を用意しま
す。作品を刷り上げた時の感動を、喜
びを、あ・な・た・にプレゼントします。

2/2・16
3/2・16・23

13：00～15：00

水曜
5回

3,000円
800円

4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、ボンド
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VIVA! マナビバ！　冬～ Winter ～
・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）

A1 A2 D2 D3

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。

2/4・11・25
3/4・11・18

14：00～16：00

金曜
6回 3,600円 13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

正しい呼吸は健康の基礎。
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。
健康の大敵ストレスのケアにも役立ち
ます。お試しください。

2/12・26
3/5・12・19

13：00～15：00

土曜
5回 3,000円 7名

女性
動きやすい服装
筆記用具、飲み物

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、
身体が重い。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。

2/2・9・16・23
3/2・9・16・23
18：30～20：00

水曜
8回 4,800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
楽に歩くための
50分ヨガ＆筋トレ
稲垣千枝子　根本交流センター

いつまでもウォーキングを楽しみたい
方へ、疲れにくく快適に歩くための体
つくりの提案をします。すぐに役立つ歩
き方のコツもお伝えします。「歩く」が
楽しくなりますよ。

2/5・12・19
3/5・12・19

14：00～15：00

土曜
6回 3,600円 10名

成人
ヨガマット、飲み物
動きやすい服装

H5
免疫力 UP
50分ヨガ＆筋トレ
稲垣千枝子　根本交流センター

筋肉ストレッチと簡単トレーニングで身
体を深部から温めます。血行促進して
代謝＆免疫力ＵＰを目指します。
自宅で出来る方法もお伝えします！

2/2・9・16
3/2・9・16

19：00～20：00

水曜
6回 3,600円 13名

どなたでも
ヨガマット、飲み物
動きやすい服装

H6
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。
※ボール貸出希望者別途300円

2/9
3/9・23

14：30～16：00

水曜
3回 1,800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）

H7
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

2/3・17
3/3・17

13：30～15：00

木曜
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）

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

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。

2/4・18・25
3/4・11・18

10：00～12：00

金曜
6回

3,600円
2,100円

6名
成人 白のソックス

J2
日本の伝統楽器
尺八を始めよう
大重西園　精華交流センター

日本の伝統楽器尺八を基本から指導し
ます。最初、音の出し方から唱歌の練
習等を始め最終段階で尺八古典曲の練
習をします。
※尺八の無料貸出あり

2/4・11・18
3/4・11・18

18：00～20：00

金曜
6回 3,600円 3名

どなたでも 尺八（あれば）

J3 きものをきましょう
大竹幸子　ヤマカまなびパーク

女性に生まれたからには美しい着物に
手を通してみませんか。
着物に興味のある方、ぜひ、ご一緒に
学びましょう。

2/5
3/5・19

13：00～15：00

土曜
3回 1,800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
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※申込みに関する注意事項は
P10をご覧ください

受 講 券
販売期間 2022年1月7日㈮～20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

J4 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。
※免状取得希望者は別途テキスト代1,700円

2/16
3/16

10：30～12：00

水曜
2回

1,200円
2,000円

16名
成人

花器、剣山、雑巾
花ばさみ、ごみ袋
持ち帰り袋

J5
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。

2/2・9・16
3/2・9・16

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。

J6
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。

2/3・10・17
3/3・10・17

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。

J7 みんなで楽しく筆文字
福田凌華　ヤマカまなびパーク

少しの時間、毛筆で書く文字の楽しさ・
難しさ・面白さを体験してみませんか。
まずは基本から始めて毛筆に慣れましょ
う。小筆の文字練習も楽しくなります。

2/1・8・15
3/1・15

13：00～14：30

火曜
5回

3,000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。

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
ダンボール工作
タワー迷路
村田祐一郎　ヤマカまなびパーク

ダンボールで、4階建てのビー玉迷路
を作ります。
いろんなしかけを作って楽しい迷路を作
りましょう。

2/13
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
ダイナミック
イングリッシュ日曜
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。

2/6・13
3/6・13・20

9：30～10：15

日曜
5回

3,000円
300円

12名
年長～小4 飲み物、タオル

K3
ダイナミック
イングリッシュ火曜
チャーリー　小泉公民館

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。

2/1・8・15・22
3/1・8・15・22
16：00～16：45

火曜
8回

4,800円
300円

10名
年長～小4 飲み物、タオル

K4
英語で運動会
モンスターになろう
チャーリー　小泉公民館

不規則な生活や運動不足で子どもたち
の体力は低下しています。
筋力や反射神経を上げて集中力もアッ
プさせましょう。英語を使ってモンス
ターのように体を動かしましょう。

2/6・13・27
3/6・20

14：00～14：45

日曜
5回

3,000円
300円

18名
年長～小6 飲み物、タオル

K5
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花を学び
ます。小学校高学年より免状取得も目
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

2/12
3/5

10：30～11：45

土曜
2回

1,200円
2,000円

12名
小学生～高校生

花器、剣山、雑巾
花ばさみ（あれば）
ごみ袋

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 ニーハオ中国語講座
デン　市之倉公民館

中国語を勉強したいがやり方がわから
ない初心者・入門者向けの講座です。
楽しく基礎を学んでいきながら少しず
つ上達していきましょう。楽しいレッス
ンで教養や文化も学べます。

2/7・14・21・28
3/7・14
13：00～14：00

月曜
6回

3,600円
300円

8名
どなたでも 筆記用具

個別授業

個別授業

D5 E1 H4 H5
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VIVA! マナビバ！　冬～ Winter ～
・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）

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

2/10・24
3/10・24

10：00～11：45

木曜
4回

2,400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

新曲の練習を始める時まず何をしたら
いいのか、楽譜をどう読み取ってどうい
う練習をしたらいいのか、楽しく効率よ
く上達できるように一緒に考えてまいり
ましょう。
※テキスト希望者別途1,500円程度

2/7
3/7

12：30～13：30

月曜
2回 2,000円 2名

どなたでも

弾きたい曲の楽譜
（あれば）

M3 はじめての！ウクレレ
ＮＡＯ　ヤマカまなびパーク

ウクレレをはじめましょう。持ってるけ
ど使っていない方、まずは簡単に音を
出して楽しめるよう指導します。
ハワイの風を感じて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

2/12・26
3/12・19

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）
筆記用具

M4 楽しくヴァイオリン
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

2/7・14・21・28
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）

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
パワーポイントで
動画作り
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（紙芝
居など）を学習する基礎コースです。

2/5・12・19・26
3/5
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
シニア向中級
アルバム・はがき
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

2/3・10・17・24
3/3・10・17
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

Windows11/10/8
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
Windows11
小林正治　ヤマカまなびパーク

Windows11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

2/2・9・23
3/2・9・16

13：00～15：00

水曜
6回

3,600円
1,000円

10名
シニア

Windows11/10/8
Office2019/16/13搭載
のパソコン
筆記用具

（Office2010不可）

P4
シニア向中級
アルバムはがき四季
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

2/2・9・16・23
3/2・9・16
10：00～12：00

水曜
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

Windows11/10/8
Office2019/16/13搭載
のパソコン
筆記用具

（Office2010不可）

個別授業

K1 K2 R2・3・4 R6
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※申込みに関する注意事項は
P10をご覧ください

受 講 券
販売期間 2022年1月7日㈮～20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

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 はじめてピラティス
takako　市之倉公民館

鼻から息を吸って口から息を吐く胸式
呼吸法で、お腹周りを中心にインナー
マッスルを意識して鍛え、正しい姿勢
へと導きます。
クセやゆがみに気づいて動きましょう。

2/7・21・28
3/7・14

13：15～14：30

月曜
5回 3,000円 10名

女性

ヨガマット
ハンドタオル
飲み物
動きやすい服装

R2
冬の不調を
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
様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・冷え性・肩
こり・腰痛・ストレスが気になる方も◎。
冬も健やかに♫

2/4・18・25
3/4・11・18

18：30～20：00

金曜
6回 3,600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。内側から
じんわりポカポカ♨。運動不足気味の
方、体の硬い方にも◎。

2/3・10・17・24
3/3・10・24
13：15～14：45

木曜
7回 4,200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

冷え性・肩こり・腰痛などの気になる
不調を心地よく脱力しながらケアしてい
きましょう。冬も健やかに 内側からじ
んわりポカポカ♡心身をゆるめて笑顔
がいっぱいの毎日を。

2/3・10・17・24
3/3・10・24
15：15～16：45

木曜
7回 4,200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 らくらく ヨーガ
磯谷淳子　根本交流センター

体のゆがみや偏りは自分が作り出すも
のです。整えてスッキリしましょう。
無理なく心と体を集中して、楽しくこの
瞬間を感じて、「し・あ・わ・せ」。

2/6・13・20
3/6・13

13：30～15：00

日曜
5回 3,000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

R6 リンパケアとソフトヨガ
井上リエ　笠原中央公民館

免疫力を高め、血流を促すリンパケア。
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。

2/7・14・21・28
3/7・14
13：00～15：00

月曜
6回

3,600円
200円

10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

R7
からだの調子を整える
ヨーガ
磯谷淳子　小泉公民館

気・心・身のバランスを整えましょう。
無理せず始めましょう。
笑顔は呼吸から。コリ、ゆがみを正し
てストレス解消。

2/5・12・19・26
3/5・12・19
10：00～11：30

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

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 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。

2/1・15
3/1・8・22

11：00～12：00

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

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
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普段忙しいパパと一緒にリトミックで楽しく遊
びましょう。

お家でも簡単に作れる西洋料理を作りましょう。
きのこのキッシュロレーヌを作ります。

ヒップホップをかっこよく踊ろう！

日時●2月27日（日）　10：30～11：30
対象・定員●年少～小学2年生とその保護者・20組
講師●リトミックにじの会
参加費●500円
持ち物●室内シューズ、飲み物
申込み●受付中

日時●1月9日・16日（日曜・全2回）　10：00～11：30
対象・定員●小学生・20名
講師●大野綾太
参加費●600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

パパと一緒に歌ってあそぼ！ 岩井シェフの西洋料理 楽しく踊ろう☆ヒップホップ！（冬）
リトルカレッジオアシスカレッジ親育ち4・3・6・3たじみプラン協賛事業

日本の伝統行事「かるた百人一首」を寺子屋のボ
ランティア講師と一緒に楽しみましょう。
親子でのご参加もお待ちしております！

時短料理にもなる目からウロコ！の調理実習を
しながら、災害時に自宅避難を乗り切るための
食糧備蓄について知恵と工夫を学びます。

プロの庭師の技と知識を習得しましょう。
丁寧な講義と実技が好評です。
お手持ちの鉢植えもご持参ください。

日時●1月22日（土）　13：00～16：00
対象●子どもから大人まで
参加費●無料
申込み●不要 日時●3月5日（土）　10：00～12：00

定員●10人
講師●猿爪三代子
参加費●800円
持ち物●持ち帰り容器2個、エプロン

三角巾、マスク
申込み●2月5日（土）

　9　：00～ 窓口にて
10：00～ 電話にて

日時●2月26日（土）　9：30～11：30
定員●20名程度
講師●安藤秀章
参加費●400円
持ち物●タオル、軍手、あれば剪定ばさみ
申込み●1月15日（土）

　9　：00～ 窓口にて
10：00～ 電話にて

新春かるた大会 防災講座
自宅避難にあると便利な食品
と使い方

庭木の手入れ　早春

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。
1/17には齊藤先生のミニコンサートを実施します

卓球の基本とルールを学んで楽しく交流します。
運動不足の解消や心身のリフレッシュをしまし
ょう。 親子で歌やリズムに合わせて楽しく体を動かし

ましょう。スキンシップは親子の愛情を育みま
す。

日時●1月17日・31日、2月7日・21日、3月7日・14日
（月曜・全6回）　10：00～11：30

定員●50名
講師●齊藤順子
参加費●2,300円（全6回）
持ち物●フェイスシールド

マスク
申込み●受付中

日時●1月15日、2月19日、3月19日
（土曜・全3回）　10：00～12：00

対象・定員●小学生～一般・15名
講師●奥政利
参加費●大人600円　中学生以下300円
持ち物●動きやすい服装、室内用シューズ

ラケット（あれば）
申込み●受付中

日時●2月10日、3月10日
（木曜・全2回）　10：00～11：00

対象・定員●1歳～3歳・20名
講師●高須しおり　堀江千穂
参加費●1,000円
持ち物●動きやすい服装、飲み物
申込み●受付中

10 歳若返る！
冬の声を出す健康法 +
新春ミニコンサート

卓球の日（後期） 養正公民館子育て支援事業
「音とともだち♪リトミック」

日時●3月11日（金）　10：00～12：00
定員●16名
講師●岩井吉孝
参加費●1,300円
持ち物●エプロン、三角巾、マスク、ふきん

タオル、持ち帰り容器
申込み●1月8日（土）

　9　：00～ 窓口にて
10：00～ 電話にて

旭ケ丘公民館 ♥旭ケ丘 8-29-99 ♥☎ 27-6826

小泉公民館 ♥小泉町 8-80 ♥☎ 29-1377

養正公民館 ♥陶元町 135-3 ♥☎ 25-3622

Bun　Bun ねっと　No.9716

各講座は定員に達し次第、受付を終了します。
イベント内容は変更する場合があります。
詳しくは主催者に直接お問合せください。公民館イベント情報
各講座は定員に達し次第、受付を終了します。
イベント内容は変更する場合があります。
詳しくは主催者に直接お問合せください。



男塾　料理

自分で作る味噌は格別！さあ、手作りに挑戦してみませんか。
1.2kgの味噌ができます。

広いホールで思い切り楽器の演奏を楽しみませんか。音質のよいグランド
ピアノもお使いいただけます。

日時●1月21日（金）　10：00～13：00
定員●12名
講師●勝泉
参加費●1,800円（別途バルブ付ジッパー袋200円）
持ち物●エプロン、三角巾、ふきん、手拭き、圧力鍋（大サイズ・お持ちの方）
申込み●受付中　1月10日（月）締切

日時●3月20日（日）、27日（日）
①9：00～11：00　②11：30～13：30
③14：00～16：00

定員●①～③各1組ずつ
参加費●200円（空調費別途210円/時間）
申込み●受付中

自分で作るよ！基本の味噌講座 音楽の日

幸せを招くおめでたい花 福寿草をクレイ粘土で
作ります。おしゃれなミニ盆栽風に仕上がりま
すよ。

大人気のふんわりスイーツパン、マリトッツォ
を作ります。いちごクリームやフルーツ入りな
ど、3種をぜいたくに。
さらにもう1品、うれしいスイーツのお土産付♪日時●2月23日（水・祝）　9：30～12：00

定員●12名
講師●荒川直美
参加費●1,000円
持ち物●木工用ボンド、手ふき、汚れてもよい服装
申込み●受付中 日時●2月26日（土）　10：00～12：30

対象・定員●男性・12名
講師●松原布貴子
参加費●1,400円
持ち物●エプロン、三角巾

ふきん
申込み●受付中

日時●3月8日（火）　10：00～12：30
定員●12名
講師●柴田光子
参加費●1,400円
持ち物●エプロン、三角巾、ふきん、保冷バッグ

保冷剤
申込み●受付中

粘土で作る
早春を彩る福寿草 かんたん！豪華！

男の料理教室 ～中華～

ぜいたく 3 種の
マリトッツォ作り

時短なのにおいしくできる中華料理を学びまし
ょう。料理初心者でも気軽に参加していただけ
ます。
【Menu】
・天津飯　・ぷりぷりエビマヨ
・ジューシー唐揚げ　・春雨サラダ

畝作り、植付け、土寄せ、草取り…。
じゃがいも作りに挑戦しましょう！
手間ひまかけた分、収穫の喜びは絶大です！
じゃがいもは3月に植えて6月に収穫出来ます。
収穫までの期間が短いのが魅力です。

菜っぱ会の会員になって、野菜作りをしましょ
う。区画は5m×6m。1年間自由に畑を使って
いただけます。優しいベテラン会員に秘訣を聞
いて、プロの野菜を味わいましょう！

スマホが欠かせない時代になりました。チョッ
トしたコツを覚えて、快適なスマホ生活を手に
入れましょう！

日時●3月5日（土）　9：30～
定員●70区画（1家族2区画まで）
講師●南姫公民館活性化委員
参加費●700円
持ち物●軍手、スコップ、鍬
申込み●1月8日（土）～

窓口にて

期間●2022年4月1日（金）～2023年3月31日（金）
対象●一般　申し込み多数の場合は抽選
参加費●1区画　年間3,000円
申込み●受付中 2月17日（木）頃まで

2月20日（日）9:50より説明会及び勉強会

日時●1月18日・25日、2月1日（火曜・全3回）
10：00～12：00

定員●8名
講師●近藤正隆
参加費●2,000円
持ち物●ご自身のスマホ（iphoneかandroid）
申込み●受付中

オーガニックライフを満喫しよう
「じゃがいも編」

会員募集「菜っぱ会」
もっとスマホしましょ
Season5

スローライフ事業

脇之島公民館 ♥脇之島町 6-31-3 ♥☎ 25-5611

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

各講座は定員に達し次第、受付を終了します。
イベント内容は変更する場合があります。
詳しくは主催者に直接お問合せください。

Bun　Bun ねっと　No.97 17

各講座は定員に達し次第、受付を終了します。
イベント内容は変更する場合があります。
詳しくは主催者に直接お問合せください。



令和４年最初の開運詣をして明るい１年を過ご
しましょう！※雨天中止

親が愛情を持って育む子どもが一人立ちで
きるように、子への接し方を中心に、元教
師の様々な体験や話を聴きます。

親子で大型絵本の読み聞かせを楽しみます。楽しい
手遊びもします。

日時●1月15日（土）　9：30集合
参加費●無料
持ち物●飲み物、帽子、タオル
申込み●不要
共催●多治見市保健センター

日時●2月11日（金・祝）
13：45 開場
14：00 講演

定員●40名程度
講師●渡邉正紘

（前 本土児童館長）
参加費●無料（整理券必要）
申込み●整理券配布中

日時●3月9日（水）　10：30～11：30
対象・定員●未就園児と保護者・20組程度
参加費●無料（整理券必要）
申込み●整理券配布　1月20日（木）

　9　：00～ 電話にて
10：00～ 窓口にて

共催●多治見市図書館

新春ウォーキング
開運厄除け多治見三大神社初詣

「子育て」から「子育ち」へ
－子への接し方－

キッズスマイル
おはなしぱーく

精華交流センター活性化委員会事業子育て講演会 親育ち4・3・6・3たじみプラン推進事業

自分の体を自分自身でケアします。自分の力で歪
みを整え、自然治癒力を高めましょう。

カルタや紙しばい、竹馬など昔の正月遊びを楽
しみましょう。

根本交流センターから出発してウォーキングを
楽しみましょう。

日時●1月11日・25日、2月8日・22日、3月8日
(全5回・火曜日）　13：30～15：00

講師●神ノ川惟香子(自力整体ナビゲーター）
参加費●2,500円
持ち物●飲み物、タオル、ヨガマット
申込み●受付中

日時●3月6日(日）
集合9：00、出発9：20、解散12：00頃
集合・解散 根本交流センター
※雨天中止（ホームページでおしらせします）

対象●どなたでも（未就学児は保護者同伴）
参加費●無料
持ち物●動きやすい服装、飲み物、帽子、タオル
申込み●1月23日(日）

　9　：00～ 窓口にて
10：00～ 電話にて

共催●根本まちづくり

自力整体でセルフケア 昔あそび みんなで歩こう会

音楽に合わせた体操で身体をポカポカにして、タオルストレッチなどをゆ
ったりと行います。元気な掛け声で気分を上げていきましょう！

寒い間、運動不足になっていた体をラジオ体操でほぐしてみませんか。
どなたでも気軽にご参加ください。「ちょこっと交流の場」にもどうぞ。

日時●3月17日・24日（木・全2回）　13：30～14：30
定員●20名
講師●岡田真依
参加費●600円
持ち物●長めのスポーツタオル、飲み物

ヨガマットまたはバスタオル
運動靴

申込み●1月4日（火）
　9　：00～ 窓口にて
10：00～ 電話にて

日時●2月22日～3月31日の火曜・木曜　9：50～10：00
参加費●無料
申込み●不要

～笑顔いっぱい！～
ウキウキストレッチ！

ラジオ体操で元気な一日を！

勤労者センター ♥幸町 1-54 ♥☎ 29-2283

根本交流センター ♥根本町 3-55-1 ♥☎ 27-5500

第2回 精華交流センターまつり 展示部門
2月26日（土）9：00～17：00／2月27日（日）9：00～15：00

ステージ部門
3月6日（日）12：30スタート

第9回 根本交流センターまつり「スマイルステージ」 2月27日(日）　13：30～

精華交流センター ♥上野町 4-23-1 ♥☎ 25-1533

日時●1月9日（日）　10：00～12：00
対象・定員●どなたでも(未就学児は保護者の同伴）

60名程度
参加費●無料
申込み●受付中
共催●根本まちづくり

ねもと地域力子ども子育てグループ

Bun　Bun ねっと　No.9718

各講座は定員に達し次第、受付を終了します。
イベント内容は変更する場合があります。
詳しくは主催者に直接お問合せください。公民館イベント情報
各講座は定員に達し次第、受付を終了します。
イベント内容は変更する場合があります。
詳しくは主催者に直接お問合せください。



これで補助金審査会のプレゼンもバッチリ！
スマートに分かりやすく、効果的な見せ方をお伝
えします。
日時●2月5日（土）　13：30～15：30
会場●６階視聴覚室
対象・定員●市民活動に関わる方・10名
講師●㈱SMC-POWER 代表取締役社長 肥田和明
参加費●500円

登録団体は300円
申込み●受付中

コンパクトに伝える！
プレゼンづくり

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●2月13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 スタッフ
参加費●無料
申込み●受付中

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！

決算なので報告書を書かなくちゃいけない。
だけど苦手なんだよ～、　困ったな～、 と思って
いるあなたに参加してほしい講座です。
日時●3月5日（土）　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 スタッフ
参加費●無料
申込み●受付中

これで安心！まよわない決算書作り

日時●①1月9日（日）※12月1日から受付開始
　　　②2月6日（日）※1月4日から受付開始
　　　③3月6日（日）※2月1日から受付開始
　　　各10：00～14：30　受付9：30～
定員●20名
持ち物●昼食、飲み物
　　　　歩きやすい靴
　　　　帽子、タオル

日時●①1月15日（土） ②2月5日（土） ③3月12日（土）
　　　各9：30～11：30　受付9：00～
定員●15名
持ち物●歩きやすい靴
　　　　あれば双眼鏡

日時●①1月16日（日）※12月1日から受付開始
　　　②2月13日（日）※2月1日から受付開始
　　　①9：30～15:30　受付9：00～
　　　②10：00～14:30　受付9：30～
定員●15名
持ち物●昼食、飲み物
　　　　歩きやすい靴
　　　　帽子、タオル

多治見の山が呼んでいる
六名山

お楽しみ探鳥会魅惑の黄金ルート
①土岐川

土岐川河川敷に飛来する冬鳥を探します
②虎渓山

土岐川に飛来するオシドリを探します
③笠原町

山の中で野鳥を探します

①入鹿池
健脚向けのコース。入鹿池方面に行きます

②小泉地区
小泉地区の寺社を巡ります

①弥勒山　新春登山！初春登山で弥勒山を行く
②浅間山　可児市境にそびえる山を登ります
③方月山　昔話に出てくる真ん丸い山を登ります

身近なメッセージアプリ「LINE（ライン）」の基本的
な使い方を学ぶ入門講座です。「スマホには少し慣れ
てきたから、そろそろLINEに挑戦してみたい」とい
う方にはおすすめの講座です。

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。

日時●1月14日・21日・28日
（金曜・全3回）　13：30～15：00

定員●10名
講師●近藤正隆
参加費●1,500円
持ち物●スマートフォン、筆記用具

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

定員●15名
講師●深尾由美
参加費●1回300円（1回のみの参加も可）
持ち物●ヨガマットまたはバスタオル

青竹踏み、飲み物

滝呂
校区

姿勢を正して不調改善
会場：池田町屋公民館（池田町7-15）

池田
校区

生涯学習コーディネーター事業
申込み 多治見市学習館　☎ 0572-23-7022 まで

身近なダンボールから楽しいものをつくり
だす工作教室です。今回は「ダンボールカ
ー」をつくります。
日時●2月19日（土）　14：00～15：30
対象●幼児～小学生（幼児は保護者同伴）
定員●10名
講師●村田祐一郎
参加費●500円
持ち物●はさみ、木工用ボンド

ダンボール de 工作
会場：中央児童館（御幸町2-95）

シニア初心者向け
スマートフォン講座
～はじめての LINE ～
会場：滝呂台公民館（滝呂町12-148-1178）

昭和
校区

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。

NPO カフェ

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

対象：一般・子ども（小学4年生以下は保護者同伴）　参加費無料・要申込　電話または窓口にて　※すべてに共通です

各講座は定員に達し次第、受付を終了します。
イベント内容は変更する場合があります。
詳しくは主催者に直接お問合せください。
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各講座は定員に達し次第、受付を終了します。
イベント内容は変更する場合があります。
詳しくは主催者に直接お問合せください。



ドヴォルザーク・ブラームス・ショパンなど、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お届けします。
※9月12日中止分の振替コンサートです

　　　　　3月21日（月・祝）　開場13：30　開演14：00
　　　　　80名程度
　　　　　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）
　　　　　500円
　　　　　発売中

日　　時
定　　員
出　　演

入 場 料
チケット

ヴァイオリンとピアノの美しい音色
をお楽しみください！

　　　　　3月14日（月）
　　　　　開場9：30　開演10：00
　　　　　50名程度
　　　　　michikusa
　　　　　無料
　　　　　無料整理券配布
　　　　　1月10日（月・祝）～

日　　時

定　　員
出　　演
入 場 料
チケット

心にビタミン　　　　２じコンサート Vol .5

2月1日（火）～4月17日（日） ※開催中一部展示入替あり 1月4日（火）～3月6日（日）

　　　　　2月20日（日）　13：30～14：00

開催中～2月20日（日）
9：00～17：00（入館は16：30まで）

学芸員が瑞浪市陶磁資料館展示室内で、加藤孝造・
伊藤慶二の軌跡などについて、ご紹介します。

瑞浪市陶磁資料館にて、瑞浪市出身の加藤孝造と、土岐市出身の伊藤慶二、二人の軌跡と“今”
を紹介します。

　　　　　瑞浪市陶磁資料館
　　　　　※参加費無料、ただし要・観覧券

会　場

　　　　
瑞浪市陶磁資料館
　　　　　
一般 200円
一般団体（20名以上） 150円
高校生以下 無料
※休館日など詳細は瑞浪市陶

磁資料館のウェブサイトを
ご覧ください。

会　場

観覧料

公民館コンサート
おはようサロン特別企画＆精華交流センター活性化委員会事業

スプリングコンサート

市之倉公民館　☎22-3776 精華交流センター　☎25-1533

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

Museum of Modern Ceramic Art, Gifu. （MoMCA）

設備改修工事のため
休館いたします

休館中～９月上旬（予定）まで

 　　　 9：00～17：00（入館は16：30まで）　　　　 一般320円（260円）、大学生210円（150円）　（　）内は20名以上の団体料金
　　　  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
開　館 観覧料
休館日

多治見市東町 1-9-27
☎ 23-1191美市見治多 濃焼ミュージアム

鈴木藏は、「志野」の人間国宝であ
り、現代志野を代表する作家です。
本展覧会では、鈴木が蒐集したコ
レクションの中から書軸、陶磁器
に加え、最新作をあわせて展示し、
制作活動の源流を探ります。

卒業記念の茶碗を作るにあたり、
17世紀に作られた美濃桃山陶を鑑
賞しました。中学３年生の心の振
幅が感じ取れる生徒の作品を、鑑
賞した桃山陶の２碗と共に展示し
ます。

鈴木藏　美の世界

MoMCAサテライトミュージアム
「Milestones ― 加藤孝造×伊藤慶二 ―」

学芸員によるギャラリートーク

思春期の心
－多治見中学校3年生の茶碗－

休館中は、県内各地でコレクションを紹介す
る「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。

えっ！ハンガリーに蒙古襲来？～ハンガリーと周辺国～

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

冬 号2022.1

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。

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。
多治見市文化情報誌「BunBun ねっと」2022年1月1日発行

志野茶碗 鈴木藏（多治見市美濃焼ミュージアム蔵）

加藤孝造《瀬戸黒茶盌》2002年
岐阜県現代陶芸美術館 蔵

伊藤慶二《壁顔》2013年
岐阜県現代陶芸美術館 蔵




