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「美濃焼のまちの図書館」として陶磁器資料コレクションは入門書から、専門書
まで多岐にわたります。他にも特別コーナーを設け市民の皆様の生活を応援
しています。

多治見市図書館



かさはらプレミアム講座大人女子向け ４月１日（金）9：00～　受付開始

第９弾はサスペンスコメディーに挑戦！
12月の本番に向けて約半年間にわたって
練習を積み重ねます。経験の有無にかか
わらず、誰でも参加できる音楽劇。この
舞台はあなたの参加からはじまります。

	 月３回程度　原則木曜日
	 19：00～21：00
練習日

春・夏

6月19日（日）	　　 13：00　　　 14：00開場 開演

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

MID	SUMMER	MUSICAL	CONCERT	2022
～「サウンド・オブ・ミュージック」をたずねて	～

100人のプレミアムなセカイ

粟田麻利子ジャズコンサート
What	a	wonderful	world	～この素晴らしき世界～

vol.53

5月15日（日）	　　 13：00　　　 14：00開場 開演
7月9日（土）
　　 13：00　　　 14：00開場 開演

むかしむかし、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大人た
ちへ捧げる！？若返りハッ
ピーコメディ！

ミュージカルナンバーを中心にしたコンサー
ト！歌とダンスで繰り広げられる舞台にあ
なたはきっと魅了されること間違いなし！

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

【チケット】全席自由　1,500円
※未就学児入場不可

【出　演】春日井こずえ・木村麻衣子
市川太一・小野愛加
MJCみずなみ児童合唱団
水野妃佐子（賛助出演）
江端智哉（賛助出演）
市原実小代（賛助出演）

【チケット発売】４月６日（水）

プレイガイド：笠原中央公民館　☎0572-43-5155

	 5月14日（土）
 9：30集合
第１回

ジャズの楽しさと音楽の素晴らしさを感じていただけるコンサートです。
心に響く透明感のある歌声をお楽しみください。

【チケット】全席自由　1,000円 ※未就学児入場不可
【出　演】粟田麻利子（ボーカル）・後藤浩二（ピアノ）

北床宗太郎（ヴァイオリン）
【プログラム】「What a wonderful world」「my favorite things」ほか
【チケット発売】４月６日（水）
※通常のお席での鑑賞となります。

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

かさはら探検隊	2022

【対　象】小学生以上どなたでも　【指　導】水野妃佐子　江端智哉　市原実小代　【参加費】7,000円（資料代含む）
【申込み】受付中　※６月19日（日）〆切　※新型コロナウイルス感染状況により開催方法や配役の決定などに変更がある場合があります。

　　　　7月10日（日）	10：00　
　　　　原則　土曜日 19：00～21：00　日曜日 10：00～12：00
　　　　12月25日（日）

発会式

練習日
本番日

かさはら和太鼓クラブ I
い さ み

SAMI メンバー募集

【対　象】小学１年生～４年生
（地域外の参加可）

【定　員】20名
【講　師】おのうちやよい・地域のみなさん
【参加費】8,000円（年間分・材料費込）　【申込み】4/1（金）9：00～

【講　師】木村勇介
和太鼓×マリンバGONNAメンバー

【参加費】2,000円／月　【練習会場】笠原中央公民館アザレアホール

小学生とクリエイターが地域を舞台に「オモシ
ロイ」がいっぱい詰まったプログラムに挑戦！

・活動時間は原則土曜日の午前中
・2022年５月～翌年３月まで12回開講

プロ太鼓演奏者の直接指導で、多彩なレ
パートリーに挑戦しています。
初めての方でも大丈夫！小学生から大人ま
で、お気軽に参加下さい。

カラダが硬い人のためのヨガ スッキリ！疲れがとれるヨガ
4月19日、5月10・24日、6月7・21日、
7月5・19日、8月16・30日、
9月13・27日、10月11日（火曜・全12回）
10：00～11：30

4月20日、5月18日、6月1・15・29日、
7月6・20日、8月3・17・31日、9月7・21日、
10月5日（水曜・全13回）19：00～20：30

他にはないレッスン内容をお届けします！
ゆったりやさしいヨガで、気持ちよ～くカラダとココロをほぐして、
日頃の疲れをリセットしませんか？

【定　員】14名　　【講　師】森あかね　　【参加費】7,200円 【定　員】14名　　【講　師】森あかね　　【参加費】7,800円

好評
発売中

隊員募集！

参加者募集！

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
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Kasahara cooking club

ハーバリウムアロマサシェ＆マスクミスト作り

　 の講座春 ４月１日（金）９：00～受付開始　※詳細はお問合せください

パパとすごす休日シリーズ

癒しのアロマシリーズ

【定員】12名　【参加費】2,000円【定員】12名　【参加費】2,000円【定員】12名　【参加費】1,950円 【定員】12名　【参加費】2,000円

7月19日（火）	6月14日（火）	
4月23日（土） 5月21日（土）

洞谷式おいしい時短レシピ

・ミックスビーンズと挽き肉のドライカレー
・野菜のチャプチェ風
・ズッキーニのチーズ焼き
・お楽しみおまけの１品

・鶏肉の混ぜご飯
・キャベツときのこの辛子マリネ
・魚のチーズ入り包み焼き
・お楽しみおまけの１品

・コーヒー牛乳パン
・とうふ生チョコ
・あんかけパスタ

・棒付きウインナーパン
・抹茶プリン
・塩麹トマトソースパスタ～ツナ&ベーコン～

5月8日（日）	10：00～12：00

6月11日（土）	10：00～11：30 6月18日（土）	10：00～12：00

6月4日（土）	10：00～12：00母の日プレゼント大作戦 パンサプライズ
村上さんと陶芸をたのしむ会 お手製の装飾

たまには全集中！ 姿勢と呼吸を整える

母の日に感謝の気持ちを込めてパパといっしょに
びっくりサンドイッチをつくりましょう！
おまけにプチフルーツサンドもつくります。

お花やハーブとともに精油の香りを閉じ込めてキラ
キラ輝く素敵なサシェと抗菌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。

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】3,000円

季節を感じる涼やかな和菓子を手作りします。
「金魚」と「朝顔」で夏を先取り！

【定　員】12名　　【講　師】山田啓子（彩心香）
【参加費】3,800円

粘土でお好きな装飾（アクセサリー）を２種類作り
ましょう。
ピアス、イヤリング、ブローチ、帯留めなど。
お手製は自由だ！！

【定　員】８名
※親子参加可。お子様は小学生以上１名まで

【講　師】村上洋子　　【参加費】2,500円
【対象・定員】親子（パパとお子様）・10組

※１組につきお子様は年少以上１名まで
【講　師】柴田光子　　【参加費】1,600円

和菓子日和 ～ 夏の楽しみ ～

大 人 の シ ュ ミ カ ツ

【定　員】12名
【講　師】柴田光子
【参加費】900円

5月17・31日、6月7・21日、7月5日（火曜・全5回）10：00～11：30

☎（0572）43-5157多治見市図書館	笠原分館 開館時間　10：00～ 18：00
月曜（祝日を除く）・第３木曜休館

多治見市図書館笠原分館は笠原中央公民館の２階にあります。子どもから大人まで多くの方にご利用いただいています。
あなたのお気に入りの一冊をみつけにぜひお越しください。

【講　師】洞谷多美江　　【申込み】４月１日（金）９：00～　受付開始

パンとお菓子と パスタ
チャチャッと

10：00～12：30
19：00～21：00

子ども達が笑顔になる絵本がいっぱい！

居心地のいい絵本コーナーでゆっくり選

んでくださいね。

絵本コーナー

季節や話題に合った職員いち押しの本を
並べた展示コーナーは見応え十分。雑誌
の種類も豊富です。

おすすめ展示コーナー

笠原分館の人気者グソクムシ君。季節ごとにお着替えします。春の装いは来館してからのお楽しみ！

みんなが来るのまってるよー
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パート２

←詳しくはホームページ
　をご覧ください

【会場】1階ロビー参加無料
申込不要

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

ポカポカまなパのポカポカまなパの
お花見スポットお花見スポット

華やかレースの華やかレースの
てるてるモビールてるてるモビール
明日天気になーあれ！
レースが可愛い『てるてる
モビール』を作りましょう

ジョッキ＆カップのカードを
作ります。
できあっがたらまなパの桜
の下で乾杯ポーズ！

5月21日（土）～6月17日（金）4月9日（土）～4月29日（金・祝）

4月　…　評価が逆転した人・楠木正成と足利尊氏
5月　…　彰孝館・水戸黄門（徳川光圀）
6月　…　完成された戦術・上杉謙信と武田信玄

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。

4月7日、5月5日、6月2日
（木曜・全3回）13：30～15：00
※毎月第１木曜　全11回（※12月休講）

【受講料】年額6,600円（別途書籍代2,860円が必要となります。）
　　　　（春期のみ1,800円＋書籍代）
【会　場】7階多目的ホール

ある時は歴史を動かし、ある時は歴史に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。

4月15日、5月20日、6月17日（金曜・全3回）
13：30～15：00　※毎月第3金曜　全12回

【受講料】年額7,200円（春期のみ1,800円）
　　　　（1回のみの受講も可　700円/回）
【会　場】5階学習室501

２
パ ト２ト２

時代の扉をあけた人―　日本のあけぼの　飛鳥・白鳳時代　―
古代史ハイライト

恋する万葉集

飛鳥万葉飛鳥万葉

不条理文学を代表する作家フランツ・カフカ。作中の主人公に現
代の私たちは何を読み取ることができるのか、読みの可能性を探
ります。

4月15日、5月27日、6月17日、7月29日、8月19日、9月16日、
10月21日、11月18日、12月16日、1月20日、2月17日、3月17日
（金曜・全12回）10：00～11：30

【講　師】伊東　英（放送大学岐阜学習センター客員教授）
【受講料】無料

放送大学連携講座

文学　カフカを読む

今後のラインナップ予定
（7月　井伊直弼、8月　高山右近、9月　伊達政宗）

©国文学研究資料館所蔵

人々の想いや自然が飾ること
なく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。

4月28日、5月26日、6月23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

歌謡曲からフォークソングまで、幅広いジャンルの曲を歌います。
さぁ春の空気を吸い込んで心も軽やかに歌いましょう♪

4月15日、5月6日・20日、6月3日・17日
（金曜・全5回）13：15～14：15

【講　師】水野妃佐子
【受講料】3,000円
【会　場】７階多目的ホール
※新規の方は別途テキスト代2,000円が必要です。
※マスク・フェイスシールドを着用して歌います。

ジーンズでコーラスを！

人気講座シリーズ第　2　弾始動

【講　師】いのぐち泰子　　【受講料】3,000円
【会　場】5階学習室501

4月20日、5月11日・25日、6月8日・29日
（水曜・全5回）13：30～15：00

古代史の魅力的なトピックを取り上げ、わか
りやすく解説します。
春講座「聖徳太子と法隆寺」
豪族支配の畿内を一つにまとめ、国家形態を
整えようとした聖徳太子。太子の生きた時代
のわが国の姿・国際関係から、その偉大な治
績に迫ります。

出典：ColBase

古典文学講師　勝典子の年間講座

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

Bun　Bunねっと　No.984

源氏物語

※各講座とも表記のない場合は申込受付中です



姿勢を正して不調改善ヘルシー骨盤調整

新しい学びと出会いの場に、あなたも参加してみませんか。
桔 大学はシニア世代のための学びの場です。
年に数回の学習と、月に１、２回のクラブ活動を年間を通じて行っています。
【対　象】65歳以上の方
【参加費】入校金 3,500円／年額　※別途クラブ活動費（4,500円～7,500円）が必要です。
【令和4年度　募集クラブ】 合唱・手芸・生け花・ペン習字・書道・民謡・詩吟・卓球・
 俳句・絵画
【問合せ】多治見市学習館　桔 大学事務局　☎0572-23-7022（月休・9：00～17：00）

セルフケアで体をリラックスさせて内面から
キレイに　“ととのえ”　ませんか？
姿勢のゆがみを正して血流を改善しましょう！

■工事期間（予定）　2022年10月1日（土）～2023年1月3日（火）
■工事場所　ヤマカまなびパーク４階～７階
工事期間中は、お部屋とエアコンのご利用を一部制限させていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
※工事期間中も、ヤマカまなびパークは通常どおり開館します。※詳細は、ヤマカまなびパークまでお問合せください。

多治見市桔 大学　学生募集

ヨガ講ヨガ講座座が
リニューアル

パーソナルトレーナー、全米ヨガアライアンスRYT200

4月21日・28日、５月12日・26日、
6月9日・23日
(木曜日・全6回）１３：１５～１４：３０

【講　師】ユキ（ぺルヴィス®ワーク）　　【定　員】40名
【受講料】4,800円　　【持ち物】ヨガマット、　タオル、　飲み物

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。

4月20日、5月18日、6月15日、7月20日
（毎月第3水曜）10：00～11：30

【会　場】池田町屋公民館
【講　師】深尾由美　　【定　員】15名
【受講料】1回300円
【持ち物】ヨガマットまたはバスタオル
 青竹踏み、　飲み物

講師：アツシ

リピーター続出の大人気講座から、
この春新たに4つのコースが誕生。

空調工事に伴う
施設のご利用について

５月　…　入校式 ６月～３月　…　クラブ活動
５月・９月・11月　…　教養講座 ３月　…　文化祭　修了式年間予定

【会　場】７階多目的ホール　　【持ち物】ヨガマット・タオル・飲み物

心身
リフレッシュ

運動不足
解消

習慣化の
第一歩

ベーシックYOGA リラックスYOGA
初めての方やブランクのある方におすすめです。基本をしっかり
大切にしながら、難易度の高いポーズにも挑戦します。

これからヨガを始めてみたい方におすすめです。ヨガを続けること
を目的に、ゆっくりと体を動かし、心身をリフレッシュさせます。

4月20日・27日、5月11日・18日・25日、
6月1日・8日・15日・22日（水曜・全9回）

強度強度

【受講料】7,200円　　【定員】40名 【受講料】7,200円　　【定員】40名

4月15日・22日、5月13日・20日・27日、
6月3日・10日・17日・24日（金曜・全9回）

１８：３０～１９：４５

アクティブ＆フローYOGA ダイナミックYOGA
ヨガ経験のある方や運動量を求める方におすすめです。流れるよ
うな速いテンポでポーズを決め、柔軟性や体幹を鍛えます。

もっとも運動量が高いクラスです。難易度が高いポーズを集中的に
行い、　筋力　・　柔軟性　・　体幹すべてを鍛え、　ヨガの効果が実感できます。

【受講料】8,100円　　【定員】30名 【受講料】8,100円　　【定員】30名

強度強度強度強度

１８：３０～１９：４５

２０：００～２１：１５ ２０：００～２１：１５

強度強度

自分に向いているか不安　…　まずはお試しレッスンではじめてみませんか？
【体験日】各講座初回日　4/15または4/20　　　【申込日】4/8　11：00～電話にて
【対　象】令和3年度ヨガ講座未受講の方　※その他料金等についてはお問合せください。

お試し体験レッスン開催

4～5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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第55回 多治見市文芸祭 上位入賞者の方は次の皆様です　おめでとうございます

一般の部 小中学生の部
文芸祭賞 市長賞 市教育委員会賞 小学生の部 最優秀賞 中学生の部 最優秀賞

【  小　説  】 山田　利男 竹村　　勝 青川メノウ 【　詩　】 山田　陽也（養正小3年） 足立　幸介（平　和　中 1年）

【エッセイ】 北村　里絵 釛子ふたみ 松宮　信男 【短　歌】 鈴木蒼一郎（精華小6年） 冨田　歩芽（多治見中1年）
【  　詩　  】 木下　宏明 大野美沙恵 戸田　和樹 【俳　句】 伴　　香羽（南姫小4年） 大橋　侑歩（北　陵　中 3年）

【  短　歌  】 上久保みどり 塚田いせ子 藤井　勝子 【川　柳】 芦沢　　錬（昭和小4年） 伊藤　美咲（多治見中2年）
【  俳　句  】 大野　房子 長縄　誓子 若尾　順子 （応募時の学年です）

【  川　柳  】 松尾　忠義 宮尾　柳泉 橋本　恭治

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

前立てつき兜を作って、端午の節句を
迎えましょう。
菓匠庵やまよねさんの柏餅とちまきの
おみやげ付。

てのひらサイズのコケ玉づくり。土や植物にふれ
ながら、暮らしの中の緑や植物について考えてみ
ましょう。 赤ちゃんと触れ合いながら楽しめる絵本の読み方・選び方を絵本専

門士がお伝えします。託児付き講座です。

みんなでナチュラルクラフトをたのしもう
コケ玉づくりワークショップ

絵本専門士による
「赤ちゃんがはじめて出会う
絵本の講座」

【対　象】未就園児の親子　　【定　員】①②各10組
【参加費】630円（菓匠庵やまよねさんの和菓子620円含）
【申込み】3月27日（日）10：00～窓口にて　11：00～電話にて

【対　象】0歳～小学3年生の親子、小学4年生～高校生
【定　員】①②各8名　①託児3名あり　1名500円
【講　師】Flap　　【参加費】800円（材料費含む）
【持ち物】汚れても良い服装、お子様用エプロン、ゴム手袋、お手拭きタオル

（大人用エプロン、手袋SMサイズは貸出あり）
【申込み】4月16日（土）10：00～窓口にて　11：00～電話にて

【対　象】0歳～未就園児のお母さん、絵本に興味がある方
【定　員】10名　※託児3名あり　1名500円
【講　師】絵本専門士　森岡由紀子
【参加費】無料
【申込み】4月26日（火）10：00～窓口にて　 11：00～電話にて

5月4日（水・祝）　①10：30～11：15　②11：45～12：30

5月14日（土）　①13：00～14：30　②15：00～16：30
5月26日（木）　10：30～11：30

ゼロからはじめる英語多読
【会場】ヤマカまなびパーク６階視聴覚室
Zoomを利用したオンライン講演会です。会場での視
聴か、ご自宅でのオンライン視聴かを選んでください
やさしい絵本からはじめれば、自然に楽しく英語が身に
つきます。英語多読の勉強法について第一人者の西澤先
生がゼロからお話します。NPO多言語多読理事　酒井邦
秀先生も少しだけ最後に登場します。
6月26日（日）13：00～15：00
【対　象】どなたでも　　【定　員】Zoom　100名・会場視聴　20名　
【講　師】NPO多言語多読理事　西澤一
【参加費】500円　　【持ち物】筆記用具
【申込み】4月5日（火）10：00～電話、窓口、メールにて

休館中の本の返却は返却ポストへ入れてください。
ただし破損しやすい資料は開館日にカウンターへ
返却してください。
【対象館】図書館本館、子ども情報センター、笠原分館

蔵書点検による
臨時休館の
お知らせ

氷を素材に、触れて観察して、のびのびと体を動かして遊びます。
アートな作品づくりにも親子でチャレンジ！

【アート×あそび体験】

五感でじっくり楽しむ氷あそび

【対　象】6月23日時点で1歳～未就園児の親子
【定　員】20組（お子様の定員20名）
【講　師】アルテコローレ代表　桐嶋歩
【参加費】対象年齢のお子様１名につき800円
【持ち物】汚れても良い服装　お手拭きタオル
【申込み】5月12日（木）10：00～窓口にて　 11：00～電話にて

6月23日（木）　10：30～11：30

子どもとはじめる季節の行事

端午の節句を楽しもう

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

6月14日（火）～17日（金）

蔵書点検のため
下記の期間は

臨時休館となります。

西澤　一
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【対象・定員】家族・親子・５組（１組５名まで）
【申込み】5月14日（土）9：00～　電話または窓口にて

山菜ウォーキング

ジャガじゃが祭り

コメコメくらぶ

春の

親子

初夏の

【参加費】500円　　【申込み】4月2日（土）9：00～　電話または窓口にて

【定　員】各回12組
【参加費】１口（５株）600円
【受付数】１組につき男爵、メークイン合わせて５口まで
【会　場】三の倉体験農園（駐車場：三の倉神社）
【持ち物】農作業に適した服装、帽子、飲み物、
　　　　　お芋を入れる袋、（雨天時は雨具）
【申込み】5月21日（土）9：00～　電話または窓口にて

【講　師】多治見植物の会

4月16日（土）10：00~11：30　【定　員】25名

6月18日（土）　 
①10：00～　②10：30～　③11：00～　④11：30～

小雨決行

三の倉町内をウォーキングしながら、山菜の見分け方
を学んだり、実際に採取してみましょう。

ジャガイモの収穫を体験してみよう！
運が良ければ、ジャガイモの花や実が見られるかも！？

【対象・定員】家族・親子・５組　　【参加費】年会費　１人1,500円
【持ち物】農作業に適した服装、帽子、飲み物、タオル
【申込み】4月9日（土）9：00～　電話または窓口にて

（土曜日、全３回）各回10：00～12：00

　　　　 田植え　5月7日
　　　　 稲刈り　9月10日
　　　　 餅つき　2023年1月7日

第１回
第２回
第３回

もち米の田植え、稲刈りを体験しよう！ 協力：池田南営農

協力：池田南営農

【講　師】多治見峰遊会
【持ち物】運動できる服装

各回 10：00～12：00、13：00～15：00

4月2・16日（土）
5月7日（土）
6月4・18日（土）

スポーツクライミング
普及のための体験会です。

フリークライミング
体験会

いつでもできる
工作キット

サタデースターナイト

ボランティア指導者の皆様による

【定　員】各回30名　　【申込み】電話または窓口にて

4月9日・23日、5月7日（土）19：30～21：00
5月21日、6月18日（土）20：00～21：30

口径15cmの屈折望遠鏡で天体観望

望遠鏡を自分で操作して、天体を見てみよう！
地球村星倶楽部の先生が望遠鏡の使い方を教えます。

6月4日（土）20：00～21：30

サタスタ
スペシャル

参加無料・申込不要
　　　 9：00～16：00受付

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。春の天文イベント

バードコール 
450円

モザイクタイルで
コースター
800円 他

持ち帰りもできます

NEW　！

雨天・曇天
中止

親子で自然とふれあう
地球村 フィールドツアー
春の自然を楽しむウォーキングツアーです。

4月23日（土）、5月28日（土）
各日 10：00~11：30 雨天中止
【講　師】安江務（NACS-J自然観察指導員）
【対象・定員】家族・親子・各回５組
【申込み】電話または窓口にて

クイズに挑戦！５つのコースから選べます 雨の日でも遊べる屋内宝探し！ 草木や生き物を見つけてビンゴを目指せ！

地球村には約10万㎡の敷地に、自由に散策できる自然林が広がっています。
鳥のさえずりの聞こえる春のさわやかな木立の中、いろいろな遊びを楽しもう！
自然の中でできる、楽しい遊びがいっぱい！

オリエンテーリング

謎解きフィールドゲーム

アイテムさがし ネイチャー
ビンゴ

大 自 然

参加無料・申込不要

参加無料
申込不要

参加無料
申込不要新コース！

スポーツ編
新コース！
お菓子編

多治見市街から
車で10分の

家族でおいでよ！

大人もハマる！
家族で力を合わせて謎を解け！

１ゲームキット500円
１キットにつき１人、
２人目以降１人200円
※６人まで、小学生未満は

無料
【参加受付】　9：00～15：00

5月31日まで開催延長！！

【講　師】ボーイスカウト多治見第１団・ガールスカウト岐阜県第22団
【対　象】年長～小学６年生の子どもがいる家族・親子　【定　員】15組（約60人）
【参加費】１人につき200円　【会　場】地球村キャンプ場
【持ち物】お弁当、飲み物、野外活動に適した服装、ピクニックシート
【申込み】4月29日（金・祝）9：00～　電話または窓口にて

5月22日（日）9：30～14：15　※雨天延期：5月29日（日）
　　　　　　　　　（11：30～12：15 昼食休憩）　

テレスコープチャレンジ！

家族で楽しめるネイチャーゲームや森の素材を使ったクラフトを体験しよう！キャンプグッズの
選び方やダッチオーブンの使い方など、大人も活用できるキャンプのノウハウも学べますよ。

全国ガールスカウトの日　協賛事業キャンプの達人と一緒に

自然あそび キャンプ塾＆

雨天中止

子どもも

おとなも

田植え、稲刈りは
小雨決行

【講　師】地球村星倶楽部 参加無料

参加無料

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

←詳しくはホームページ
　をご覧ください

NEW　！

NEW　！

NEW　！
NEW　！
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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

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 !

・電話予約は4月6日（水）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4月13日（水）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（4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！－

定員が２名までの個別対応の
講座になります。

個別授業

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 4月6日㈬  9：00～15：00  支払締切日 4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。

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！

4月7日（木）～20日（水）受 講 券 販 売 期 間
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※申込みに関する注意事項は
P8 をご覧ください

受 講 券
販売期間 4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
長持ちするお花で
仏花を作成
荒木真奈美　根本交流センター

枯れない花プリザーブドで、仏花とハー
バリウムを作成します。花が枯れやす
い時期にも良いです。ハーバリウムは、
涼しげで夏にピッタリです。

5/21
6/4

13：00～15：00
土曜
2回

1,200円
5,000円

10名
どなたでも

新聞紙（数枚）
はさみ、持ち帰り袋

A2 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に！春講座で
は1/3程度の完成予定。できたものだ
けでも飾れます。
※つるし台希望者別途1,000円～

5/12・19
6/9・16
7/14・21

10：00～12：00

木曜
6回

3,600円
3,000円

15名
どなたでも 裁縫道具

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 やさしいフラダンス
伊藤早苗　精華交流センター

新しいこと始めてみませんか？運動不
足解消にもなります。基本の姿勢、ス
テップからゆっくり進めていきます。
※パウスカートの無料貸出あり

5/11・25
6/8・22
7/6・20

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）

D2 はじめてのJazz Dance
Saryu　ヤマカまなびパーク

ジャズダンスは身体の強さとしなやか
さが育まれます。特にウォーミングアッ
プから体幹を使い年齢を重ねていくの
に必要な筋力や柔軟性の向上も期待で
きます。トラトラトライ！

5/18
6/1・15・29
7/6・20

10：15～11：30

水曜
6回 3,600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

D3
はじめの一歩
フラ体験講座
毛利恭枝　ヤマカまなびパーク

フラに興味がある方、初めての方のは
じめの一歩をサポートします。美しい
姿勢は心と身体を整えてくれます。
やさしい音楽を聴きながら、ゆっくりと
フラを体験してください。

5/13・27
6/10・24

10：00～11：00
金曜
4回 2,400円 10名

成人
パウスカート（あれば）
飲み物、タオル

D4
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

6/1
14：00～15：00

水曜
1回 600円 10名

女性
動きやすい服装
バレエシューズ

（なければ靴下でも可）

D5
お試しバレエ

〈夜の部〉
寺本ゆかり　小泉公民館

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

5/31
19：00～20：00

火曜
1回 600円

10名
中学生以上

の女性

動きやすい服装
バレエシューズ

（なければ靴下でも可）

D6 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体と心を
元気にする楽しい時間となります。やさ
しいウクレレの音色と歌で基本のステッ
プからゆっくりとお伝えしていきます。
※パウスカート無料貸出あり

5/13・27
6/10・24
7/8・22

10：00～11：30

金曜
6回 3,600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）

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

5/14・28
6/11・25
7/9・23

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
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VIVA! マナビバ！　春～ Spring ～
・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）

E2
チョークアートで
夏の絵を。
イトモリコ　ヤマカまなびパーク

聞き慣れない「チョークアート」。
オイルパステルという画材とご自身の
指で、グラデーションを意識しながら、
絵を描いていきます。
絵が描ける楽しみを体験しませんか？

5/12・26
6/9・23
7/7

10：00～12：00

木曜
5回

3,000円
3,000円

6名
どなたでも

エプロン
A4サイズの入る袋
筆記用具

E3 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。

5/16・30
6/6・20
7/4

14：00～16：00

月曜
5回

3,000円
600円

8名
成人 なし

E4 お試し木炭デッサン
寺本ゆかり　ヤマカまなびパーク

水彩画、油絵、洋画、日本画、絵手紙、
イラスト等々、様々ありますが共通して
必要なのはデッサン力です。
初めての方のために、画材の使い方等、
基礎から体験できます。

5/31
13：00～14：30

火曜
1回

600円
400円

8名
どなたでも

クリップ（大）4個
ハンカチ大の布

（汚れてもよいもの）
食パン（1枚）

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。
※初めての方、エクササイズバンド別途300円

5/6・13・20・27
6/3・10・17・24
7/1・8・15・22
14：00～16：00

金曜
12回 7,200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
太極拳で
体と心を元気にしよう

荒木真奈美　勤労者センター

深い呼吸でゆっくり動く太極拳。筋力
の維持やバランス力のアップなどが期
待できます。リラックスして行うことで、
気持ちのいい時間を体験してください。

5/7・14
10：00～11：20

土曜
2回 1,200円 15名

15歳以上の方
飲み物
動きやすい服装

H3
心と身体に
やさしい呼吸法
けいこ あすか　笠原中央公民館

正しい呼吸は健康の基礎。呼吸法の基
本と上達のコツを紹介します。
呼吸法にあわせた体操も紹介します。
心身の不調や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。

5/14・21・28
6/4

13：00～15：00
土曜
4回 2,400円 6名

女性
動きやすい服装
筆記用具、飲み物

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。
※ボール貸出希望者別途300円

5/11・25
6/22
7/13

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

5/19
6/2・16
7/7・21

13：30～15：00

木曜
5回 3,000円 13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、
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。

5/11・18・25
6/1・8・15・22
7/6・13・20

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 癒しのチェアヨガ
中嶋あさこ　養正公民館

今話題のチェアヨガ講座‼
いつでも、どこでも、誰でも！イスに
座ってストレッチや体幹トレーニングを
組み合わせたレッスン内容です。
終わった後のスッキリ感！最高です。

5/12・19
6/2・16

13：00～15：00
木曜
4回 2,400円 10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
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※申込みに関する注意事項は
P8 をご覧ください

受 講 券
販売期間 4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

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。

5/13・27
6/10・24
7/8・22

10：00～12：00

金曜
6回

3,600円
1,800円

6名
成人 白のソックス

J2 伝統楽器尺八演奏入門
大重西園　精華交流センター

尺八の基本を学び唱歌・民謡と古典本
曲を学びます。現在、マナビバの修了
生が７名いまが、終了後精華交流セン
ターの教室で尺八を楽しんでいます。
女性会員を含め現在６名です。

5/6・13・20・27
6/3・10・17・24
7/1・8・15・22
18：00～20：00

金曜
12回 7,200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
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。

5/11・18
6/1・15
7/6・13

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。

J4
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。

5/12・19
6/2・16
7/7・14

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。

J5 楽しく体験！筆文字
福田凌華　ヤマカまなびパーク

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。
日常書くことの多い小筆練習にも繋が
ります。

5/11・18
6/1・15
7/6・13

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。

J6 きものをきましょう
大竹幸子　ヤマカまなびパーク

初夏を感じる季節になりました。
爽やかに単衣の着物を楽しみませんか？
ゆかたの着付けも学べます。

5/7・21
6/4・18
7/2・16

13：00～15：00

土曜
6回 3,600円 8名

女性

単衣の着物、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、タオル2枚

J7 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

5/19
6/16
7/21

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（あれば）
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
パターゴルフ場を
作ろう
村田祐一郎　ヤマカまなびパーク

ダンボールや木、布を使ってパターゴ
ルフ場を作ります。トンネル、山越え、
川越えなど、いろんなコースを作って、
楽しいゴルフ場を作りましょう。

5/15
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。

5/8・15・22・29
6/5・12・19・26
7/3・10・17・24
9：15～10：00

日曜
12回

7,200円
300円

18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。

5/10・17・24・31
6/7・14・21・28
7/5・12・19
16：00～16：45

火曜
11回

6,600円
300円

15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。

5/8・15・29
6/5・12・19・26
7/3・10・17・24
14：00～14：45

日曜
11回

6,600円
300円

20名
年長～小6 飲み物、タオル

個別授業

個別授業
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VIVA! マナビバ！　春～ Spring ～
・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）

K5 お試し子どもバレエ
寺本ゆかり　ヤマカまなびパーク

子どもの運動不足による体力低下が、
生活習慣病の増加やストレスに対する
抵抗力の低下などを引き起こすことが
懸念されています。
楽しいバレエで身体を鍛えましょう。
※バレエシューズ希望者別途2,200円

5/5
17：00～18：00

木曜
1回 600円 10名

満4歳～小学生
動きやすい服装
バレエシューズ

（靴下でも可）

K6
姿勢が良くなる！
子どもの体作り

中嶋あさこ　養正公民館

子どもさんの姿勢の悪さ、気になりま
せんか？姿勢が悪いと呼吸が浅くなり、
脳の働きも悪くなります。ストレッチ＆
筋力トレーニングにより、しなやかで力
強い体作りを！！

5/15
6/12
7/10

14：00～15：00

日曜
3回 1,800円 10名

小学生
フェイスタオル
飲み物
動きやすい服装

K7
夏休みに体験しよう！

「いけばな草月流」
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。
いけばなをお家に飾ってみませんか。
※申込時に教材費を集めます

7/23
10：30～11：45

土曜
1回

600円
1,000円

20名
小学生～高校生

花ばさみ（あれば）
雑巾、ごみ袋
持ち帰り袋

K8
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よう。
いけばなの基本から家に飾るいけばな
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

5/7
6/4
7/9

10：30～11：45

土曜
3回

1,800円
3,000円

16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

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。

5/9・16・23・30
6/6・13・20・27
7/4・11
13：00～14：00

月曜
10回

6,000円
300円

10名
どなたでも 筆記用具、ノート

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。従来のものに比べて吹きや
すく、指使いも楽ですぐにでも優しい
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

5/12・26
6/9・23
7/14

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 やってみようウクレレ
ケンシュウ竹橋　笠原中央公民館

初めてウクレレをされる方、歓迎です。
やさしくわかりやすく教えます。
長く続けていきましょう。
※ウクレレ・チューナー貸出希望者　別途1,000円 / 月

5/9・23
6/13・27
7/4・18

10：00～12：00

月曜
6回

3,600円
800円

4名
成人

ウクレレ
チューナー

M3
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、50代から
60代の方は初めての方でも大丈夫で
す。（70代以上は要経験）
弾ける楽しさを実感 !! その方に合わせ
て親切指導します。

5/18・25
6/1・15・29
7/6・20

10：30～12：00

水曜
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）、足台
譜面台、チューナー
筆記用具

M4
楽しくヴァイオリン
・精華

安部奈々恵　精華交流センター

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

5/9・16・23・30
13：00～14：00

月曜
4回 2,400円 3名

どなたでも
ヴァイオリン

（お持ちの方）

個別授業

A2 D1 D2 D4 D5 D6・M6 E1
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※申込みに関する注意事項は
P8 をご覧ください

受 講 券
販売期間 4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

M5
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

5/12・19・26
6/2

13：00～14：00
木曜
4回 2,400円 3名

どなたでも
ヴァイオリン

（お持ちの方）

M6 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、歌が好
きな方、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

5/14・28
6/11
7/9

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）

M7
楽しいピアノ
入門コース
市原俊子　ヤマカまなびパーク

初めての方でも生徒さんに応じた曲を
紹介し上手に弾けるよう指導します。
希望があれば弾きたい曲の指導もします。
楽しくピアノを演奏しましょう。

6/17
7/1

10：00～11：00
金曜
2回 2,000円 2名

成人

筆記用具、ノート
弾きたい曲の楽譜

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。

5/7・14・21・28
6/4
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

5/11・18・25
6/1・8・15・22・29
7/6
10：00～12：00

水曜
9回

5,400円
1,000円

13名
パソコン・ワードの
基本操作が
できる方

Windows11/10
Office2021/19/16/13
搭載のパソコン
筆記用具（Office2010不可）

P3
Windows11
新機能を使う
小林正治　ヤマカまなびパーク

Windows10から11へのアップグレー
ドの方法を指導し、Windows11の新
機能を学びます。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1,100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

5/12・19・26
6/2・9・16・23・30
7/7
13：00～15：00

木曜
9回

5,400円
1,000円

10名
シニア

Windows11/10
Office2021/19/16/13
搭載のパソコン
筆記用具（Office2010不可）

P4
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

5/11・18・25
6/1・8・15・22・29
7/6
13：00～15：00

水曜
9回

5,400円
1,000円

10名
シニア

Windows11/10
Office2021/19/16/13
搭載のパソコン
筆記用具（非Office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 らくらく ヨーガ
磯谷淳子　根本交流センター

偏りやゆがみは自分で動いて解消！
無理なく一生懸命に体を動かしましょう。
美味しい幸せな呼吸を味わいましょう。

5/8・29
6/5・12・19
7/3・10・17

13：30～15：00

日曜
8回 4,800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

個別授業

E2 K1 K2・3・4 K7 M3 R4・5・6
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VIVA! マナビバ！　春～ Spring ～
・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）

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
受講されるみなさまへ

R2
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。
無理せずゆったり、自分に一生懸命。
自分の伸びしろを味わい、コリ、ゆが
みを正してストレス解消。

5/7・14・21・28
6/4・18
7/2・9・16・23
10：00～11：30

土曜
10回 6,000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

R3 姿勢改善　ピラティス
takako　市之倉公民館

胸式呼吸でインナーマッスルを鍛え、
しなやかな体を手に入れましょう。
足裏の土台作りから始め、骨盤底筋群
を鍛え正しい姿勢へと導きます。
初心者向けのクラスです。

5/9・16・23・30
6/13・20・27
13：15～14：30

月曜
7回 4,200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

R4
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。心地よく脱力しながら自然治癒
力を引き出し、バランスを整えめぐりを
良くしていきましょう。
運動不足の方、体の硬い方にも◎。

5/12・19・26
6/2・9・23・30
7/7・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

R5
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

陰ヨガは、ウトウト寝てしまいそうなと
ころで静かにゆっくりと心身をゆるめて
いくヨガです。ご自分をいたわりながら
内側からバランスを整えめぐりを良くし
春も笑顔でのびのびと♫

5/12・19・26
6/2・9・23・30
7/7・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

R6
ご自分をいたわる時間
～陰ヨガ～
下山真穂　ヤマカまなびパーク

ご自分をいたわりながら、陰ヨガで心
身をゆっくりゆるめていきましょう。
心地よくリラックスしながら内側からバ
ランスを整えめぐりを良くしていきま
しょう。夜はぐっすり。

5/13・20・27
6/3・10・17・24
7/1・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

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。

5/10・24
6/7・21
7/5

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

W2 ママとあそぼ！
奥村淳子　ヤマカまなびパーク

ベビーマッサージを取り入れた親子あ
そびです。簡単なおもちゃを作ります。
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。

5/17
10：00～11：00

火曜
1回

600円
300円

8組
未就園児の親子

バスタオルなどの敷物
飲み物
お子さんに必要なもの

W3
ママと子どもの
Ｈａｐｐｙヨーガ
中嶋あさこ　精華交流センター

ベビー＆親子ヨガで楽しく遊んだ後は、
ママのためのリラックス Yoga。
産後特有のカラダやココロの悩みを和
らげ、ママを笑顔に！
キラキラ子育てを応援します♡

5/20
6/17
7/1

10：00～11：00

金曜
3回 1,800円 5組

０～2歳の親子

動きやすい服装
（スカート、ワイドパンツ不可）
飲み物
お子さんのお気に入り
おもちゃ（あれば）
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懐かしい唱歌、童謡、歌謡曲など色々な曲を歌
います。

ものづくりにチャレンジしてみよう。DIYのコツ
を学び、オリジナルの木工作品を作りましょう。

液体の不思議を体感しよう。科学者が使ってい
る本物の材料を使ってじっくり実験しません
か？ワクワク、ドキドキしながら探究心を養い
ます。
日時●6月19日（日）　13：30～15：00
対象・定員●小学生・16名
講師●長谷川園子（探Q舎代表）
参加費●1,000円（材料費込）
持ち物●筆記用具
　　　　色えんぴつ（12色）
　　　　汚れてもよい服装
申込み●4月2日（土）
　　　　 9 ：00～窓口
　　　　10：00～電話

楽しく歌おう！虹色合唱団（前期）

わくわく DIY 教室液体の探Q！

親育ち4・3・6・3たじみプラン

小泉公民館を出発し、遺跡を巡ります。
解説もお楽しみください。
日時●4月16日（土）　9：00集合
定員●20名程度
講師●小泉公民館活性化委員の会
参加費●300円（当日）
持ち物●歩きやすい服装、タオル、飲み物

春のウォーキング
～今渡街道西を歩こう～

日時●4月25日、5月9・23日、6月13・27日、
　　　7月11・25日、8月22日、9月12日
　　　（月曜・全9回）　13：15～14：30
定員●30名程度
講師●国枝直子
参加費●2,700円
　　　　（新規の方は歌集代別途）
持ち物●歌集、飲み物

日時●6月5日（日）　9：30～11：30
定員●8名
講師●小木曽建築
参加費●3,500円（材料費込）
持ち物●軍手
　　　　汚れてもよい服装
申込み●4月2日（土）
　　　　 9 ：00～窓口
　　　　10：00～電話

中高生サポート事業
「ド・レ・ミプロジェクト♪」

日時●初回5月29日（日）　10：00～11：30
対象・定員●中学生・高校生・10名程度
活動日●原則　第4日曜日
参加費●無料
持ち物●筆記用具

年間を通して枕草子を読み解きます。継続講座
ですが、毎回新しい段を学ぶため、今回からの
参加も大歓迎です。

この春から体力づくりを始めませんか。ラケッ
トの持ち方や足の運び方、技術の指導を受けて、
卓球を楽しみましょう。

なかまづくりやものづくり、自
然との触れ合いなどを体験しま
す。一緒に参加してみませんか？

童謡や愛唱歌を歌うことで、健康増進を目指し
ます。あなたも一緒に歌いませんか？

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。

日時●金曜・全15回　13：30～15：00
　　　初回は4月22日（金）
定員●30名程度
講師●柴田節子
参加費●300円/１回（都度払い）

書籍「枕草子」を希望の場合には書籍代
2,750円

持ち物●筆記用具
　　　　枕草子の原文

日時●5月21日、6月18日、7月16日、8月20日
　　　（毎月第3土曜）　10：00～12：00
定員●15名
講師●奥政利
参加費●大人800円　子ども400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）
タオル、飲み物

日時●4月4・18日、5月2・16日、6月6・20日
　　　（月曜・全6回）　10：00~11：30
定員●50名
講師●齊藤順子
参加費●2,400円
持ち物●マスク

日時●4月26日、5月24日、6月28日、7月19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
読み聞かせ●ぽかぽかこっこ
参加費●1,600円
持ち物●動きやすい服装、飲み物

温故知新！大人の知的好奇心探索シリーズ
古典の世界へ「枕草子」⑥

卓球の日（前期）

10 歳若返る！
春の声を出す健康法

養正子ども大学
チャレンジ隊

ひよこのひろば
「はじめての体操」

Pick
up

Pick
up

養正公民館

小泉公民館

♥陶元町 135-3 ♥☎ 25-3622

♥小泉町 8-80 ♥☎ 29-1377

日時●通年（6月～12月）（全8回）
対象・定員●小学生・20名
参加費●3,500円
申込み●4月2日（土）10：00～窓口
　　　　　　　　　 11：00～電話

※詳細は養正公民館まで

小学生対象の体験学習講座です。異年齢グ
ループの活動や地域交流で子どもの社会性
や郷土愛を育みます。

ここがおすすめ！

申込み
受付中

申込み
受付中

申込み
受付中

申込み
受付中

申込み
受付中

申込み
受付中

申込み
受付中

新プロジェクト始動！「音楽でつなぐ地域
の輪」を目指し、子どもによる子どものた
めのコンサート（3月開催予定）をゼロから
つくりあげます。企画・PR活動、コンサー
トを盛り上げてくれる元気なプロジェク
トメンバーを募集します。

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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さあ、男性だけで気楽に始めましょう！
体幹を鍛えると姿勢がよくなり疲れにくくなり
ます。腰痛や転倒予防などメリットがいっぱい。

どなたでもできる安全な健康スポーツです。
腹式呼吸で精神力と集中力を高めます。

母の日に生花で作るフラワーギフトボックスと
メッセージカードを贈りましょう
日時●5月8日（日）　10：00～12：00
定員●15名
講師●小川多津子
　　　（（公社）NFD協会名誉本部講師）
参加費●800円
持ち物●ハサミ
　　　　手拭き
　　　　飲み物

※（公社）NFD協会が材料費の一部を助成しています。

男の体幹を鍛えるストレッチ
＆バランスボール

もっと楽しもう！吹矢講座
「いつもありがとう！」の
気持ちをお花にこめて

麦麹で作る味噌は夏向きのさっぱり味。寝かせ
期間も短く夏には美味しく召し上がれます。
日時●5月20日（金）　10：00～13：00
定員●12名
講師●勝泉
参加費●1,800円
持ち物●エプロン、三角巾
　　　　ふきん、手拭き

夏まで待てない！
麦味噌を作ろう

日時●6月3・10・17・24日（金曜・全4回）
　　　13：30～15：00
対象・定員●男性のみ・12名
講師●近藤加奈
参加費●2,000円（ボール貸出代含む）
持ち物●ヨガマット（バスタオル可）
　　　　室内シューズ
　　　　タオル、飲み物

日時●5月12・26日、6月9日　（木曜・全3回）
　　　13：30～15：00
定員●20名
講師●東山千津恵
　　　（日本スポーツウエルネス吹矢協会公認指導員）
参加費●1,500円（マウスピース代300円別途）
持ち物●室内シューズ
　　　　タオル、飲み物

本場韓国の味を手軽に楽しく
学べる料理講座。とっても美
味しいですよ。

食で旅する　韓国料理

日時●6月10日（金）　10：00～13：00
定員●12名
講師●黄載和
参加費●1,500円
持ち物●エプロン、三角巾
　　　　ふきん、手拭き

ここがおすすめ！

脇之島・市之倉・南姫3館合同事業

バランスボールで体幹を鍛え、気持ちのいい汗
を流しましょう。

家で眠っている子ども服や本、CD、レコード
盤など、欲しい人に譲り新しく生かすマーケッ
トです。お宝が見つかるかも！？

ぐっすり眠ることで心もカラダ
も元気に。眠れるカラダづくり
をサポートします。

世界のボードゲームで遊ぶことができるよ！
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。

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●5月18日、6月1・15日　（水曜・全3回）
　　　10：30～11：30
定員●15名
講師●市原真由香
参加費●1,500円
持ち物●飲み物、タオル、室内シューズ
申込み●4月6日（水）
　　　　 9 ：00～窓口
　　　　10：00～電話

日時●5月14日（土）　9：30～12：00
出店費●500円（長机1台貸与付）
　　　　10ブース限定
出店申込み●4月9日（土）　9：00～窓口
　　　　※詳しくは旭ケ丘公民館まで

日時●7月24日（日）　13：00～17：00
対象●小学生以上
　　　（8歳以下の方は大人と一緒にご参加ください）
講師●高橋雄蔵　他
参加費●大人500円　高校生以下300円
　　　　親子2人で500円
申込み●QRコードからどうぞ
　　　　6月1日（水）～受付開始

日時●5月28日（土）　9：30～11：30
定員●20名
講師●安藤秀章
参加費●500円
持ち物●タオル、軍手、剪定ばさみ
申込み●4月23日（土）
　　　　 9 ：00～窓口
　　　　10：00～電話

体幹を鍛えましょう！
バランスボール運動

SDGs SaturdayGoodsマルシェ

ボードゲームであそぼう！

赤ちゃんを迎える前に知っておきたい！
ママと赤ちゃんの快眠講座

庭木の手入れ　初夏

Pick
up

旭ケ丘公民館

脇之島公民館

♥旭ケ丘 8-29-99 ♥☎ 27-6826

♥脇之島町 6-31-3 ♥☎ 25-5611

日時●5月20日（金）　13：30～15：00
定員●16名
講師●川添由起子
参加費●500円
持ち物●筆記用具
申込み●4月9日（土）　 9：00～窓口
　　　　　　　　　　10：00～電話

限られた時間でも質の良い睡眠がとれるよ
う、ママのための快眠法と赤ちゃんの寝か
し付けに役立つマッサージを学びます。

誰もが喜ぶ美味しい韓国料理は今や人気
食。簡単・おいしい４品を作ります。
MENU：①魚の韓国風煮物
　　　  ②煮干しのピリ辛炒め
　　　  ③わかめスープ
　　　  ④大根キムチ

ここがおすすめ！

Pick
up

申込み
受付中

申込み
受付中

申込み
受付中

申込み
受付中 申込み

受付中

Bun　Bun ねっと　No.9816

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。



ふるさとの味、懐かしい味、初夏の味・・・
地元の食材を使い、この季節だからこそ味わえ
る、朴葉寿司とかしわ餅を作ります。

大人気！平家物語。物語は後半に突入します。
後期から受講されてもわかりやすい内容になっ
ています。安田先生の人気講座です。水曜日コースと金曜

日コース、どちらでも楽しく万葉集を受講して
いただけます。
日時●①5月11・25日、6月8・22日、7月13・27日
　　　（水曜・全6回）　13：15～14：45
　　　②5月13・27日、6月10・24日
　　　7月15・29日　（金曜・全6回）
　　　10：00～11：30
定員●①②各20名
講師●安田直幸
参加費●2,700円
持ち物●筆記用具

オーガニックライフを満喫しよう
伝承料理講座　「朴葉寿司・かしわ餅」

平家物語（後期）万葉講座　①「120人の万葉歌」
　　　　　②「万葉浪漫」

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！ココロも身体
もすっきりです。
日時●4月18日、5月9・23日、6月6・20日
　　　7月11・25日、8月8・22日、9月12・26日
　　　（月曜・全11回）　13：15～14：45
定員●40名程度
講師●水野妃佐子
参加費●3,500円（新規の方は教材費1,100円）
持ち物●飲み物、歌集

みんなイキイキ♪うた広場
～前期

日時●6月14日（火）　10：00～13：00
定員●16名
講師●南姫公民館ふるさと料理実行委員会
参加費●1,500円
持ち物●エプロン、三角巾、マスク、布巾
申込み●4月2日（土）
　　　　  9：00～窓口
　　　　10：00～電話

日時●5月3日、6月7日、7月5日、8月2日
　　　9月6日、10月4日　特別編11月1日
　　　（火曜・全7回）
　　　13：00～14：30
定員●50名
講師●安田直幸
参加費●3,000円（資料代込み）
持ち物●筆記用具

①英語で遊ぼう
体を動かしながら、英語でチャーリーと遊
びましょう。歯科衛生士さんから、子ども
の歯についてのお話もあります。
②イモ掘り体験
南姫児童センターでおやつレシピの紹介・
絵本の読み聞かせのあと、なかよし農園ま
で歩いてじゃがいもを収穫します。

日時●①5月14日（土）
　　　②6月11日（土）　雨天の場合　6月18日（土）
　　　①南姫公民館　10：00～12：00
　　　②南姫児童センター　10：00～12：00
対象・定員●未就学児と保護者・10組
講師●①リン・チャールズ
　　　②南姫公民館活性化委員
参加費●①と②で500円
持ち物●①運動のできる服装、上靴、飲み物
　　　　②軍手、スコップ、持ち帰り袋、長靴
　　　　　飲み物
申込み●4月2日（土）
　　　　 9 ：00～窓口
　　　　10：00～電話
共催●多治見市保健センター
　　　南姫児童センター

「集まれ！ちびっ子」
親育ち４・３・６・３たじみプラン協賛事業

市之倉・脇之島・南姫3館合同事業

春らんまん！厳しい冬を乗り越え花々が一斉に
咲き誇るこの時期に、おりべの森へ出かけまし
ょう。約5.4㎞のコースです。

テノール歌手の本格的な指導で歌唱法、発声法
を学びます。楽しみながら歌唱力に磨きをかけ
ましょう。

絵が苦手でも描き方のコツがわ
からなくても、興味があれば大
丈夫！基本的な技法を一から丁
寧に指導します。

正しい呼吸と正しい姿勢のトレーニングになり、
精神力集中力も身につくスポーツ吹矢をしてみ
ませんか。

ぞうさんと一緒に、とびきりかわいい、お子さ
んのアート作品を作りましょう。子ども服の交
換会もありますよ。

日時●4月7日（木）　9：30～12：00頃
　　　9：30 市之倉運動広場集合　※雨天中止
定員●30名程度
参加費●無料
持ち物●帽子、タオル、飲み物
　　　　ストック（お持ちの方）

日時●4月15日、5月20日、6月3・17日、7月1・15日
　　　8月5日、9月2日　（金曜・全8回）
　　　13：30～15：00
定員●40名程度
講師●江端智哉
参加費●3,500円
持ち物●筆記用具、飲み物

日時●6月18日、7月2・16日
　　　（土曜・全3回）
　　　13：00～15：00
定員●15名
講師●東山千津恵
　　　（日本スポーツウエルネス吹矢協会公認指導員）
参加費●1,500円（マウスピース代別途300円）
持ち物●室内シューズ、タオル
　　　　飲み物

日時●6月28日（火）
　　　①10：00～10：50　②11：00～11：50
対象・定員●未就園児親子・①②各7組
講師●有本祐美
参加費●500円
持ち物●スマートフォン
　　　　またはデジカメ、
　　　　サイズアウトして
　　　　着なくなった
　　　　子ども服（ある方）

みつばツツジ満開！
おりべの森ウォーキング

エバちゃんの歌唱力 UP 講座・前期

スポーツ吹矢入門講座

はじめてのボールペン画

おひるねアート＆おさがり交換会

Pick
up

市之倉公民館

南姫公民館

♥市之倉町 8-138 ♥☎ 22-3776

♥大針町 283-1 ♥☎ 29-4880

日時●5月25日、6月8・22日、7月13日
　　　（水曜・全4回）　10：00～12：00
定員●10名
講師●伊藤邦唔
参加費●1,500円(材料費別途1,000円）

身近な風景をボールペンを使って立体感、
リアル感のある1枚の絵に仕上げます。

ここがおすすめ！

Pick
up

申込み
受付中

申込み
受付中

あなたも
SDGs

申込み
受付中

申込み
受付中

申込み
受付中

申込み
受付中

申込み
受付中

申込み
受付中

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.98 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。



椅子に座ってできる運動など、無理なく楽しく
体を動かし、笑顔でさわやかな1日を過ごしまし
ょう！

「スポーツゲーム」としての麻雀。明るく楽しく
勝負を競います。初心者コースもありますよ。

ダンスや体操でのびのびと体を動かそう！お友
だちと一緒に楽しみましょう。

歌やリズムに合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。

頭と体を同時に動かすことで、認知機能の維持
や向上効果が期待されるコグニサイズ。皆で笑
って楽しみましょう。

今渡街道、根本駅付近を散策します。（行先の変
更有）

リズムに合わせて親子で体を動かそう！

若々しく元気な日々を送るために、脳トレ、折
り紙など毎回テーマを変えたプログラムをお届
けします。

日時●4月18日、5月16日、6月6・20日、7月4日
　　　（月曜・全5回）　13：30～15：00
定員●30名程度
講師●阪井睦子
参加費●2,500円
持ち物●動きやすい服装、室内シューズ、タオル
　　　　飲み物、ヨガマットまたはバスタオル

日時●5月8日、6月12日　(日曜）
　　　13：00～16：00
定員●16名
参加費●1回 300円
持ち物●飲み物

日時●4月19日、5月17日、6月21日、7月19日
　　　9月20日、10月18日、11月15日、12月20日
　　　1月17日、2月21日　（火曜・全10回）
　　　15：15～16：00
対象・定員●園児（年中・年長）・20名程度
講師●岡田真依
参加費●5,000円
持ち物●飲み物

日時●4月8・22日、5月13・27日、6月3・17日
　　　7月1・15日　(金曜・全8回）　10：00～10：45
対象・定員●Ｈ31.4.2～Ｒ3.4.1生まれの子と保護者
　　　　　　20組
講師●髙須しおり　堀江千穂
参加費●4,000円
持ち物●動きやすい服装、上靴、飲み物
　　　　お子さんに必要な物

日時●5月11・25日、6月8・22日　（水曜・全4回）
　　　10：00～11：30
定員●20名程度
講師●深尾由美
参加費●2,000円
持ち物●タオル、飲み物

日時●5月10日(火）　※雨天中止　9：00集合
定員●20名（未就学児は保護者同伴）
集合・解散●根本交流センター
参加費●200円
持ち物●飲み物、歩きやすい服装
協力●ねもとフォーラム実行委員会

日時●4月20日、5月18日、6月15日、7月20日
　　　9月21日　（水曜・全5回）　10：30～11：15
対象・定員●H31.4.2～R3.4.1生まれの子と保護者
　　　　　　20組
講師●堀尾尚美
参加費●2,500円
持ち物●飲み物

日時●5月26日、6月23日　(木曜）
　　　10：30～11：45
定員●10名程度
参加費●1回 300円
持ち物●飲み物
申込み●4月8日(金）
　　　　 9 ：00～窓口
　　　　10：00～電話

さわやか体操♪春

根本健康麻雀

「チャレンジダンス」

「音とともだち♪リトミック」

コグニサイズで健康長寿（春）

ねもとめぐり
「春のウォーキング」

「キッズビクスで体を動かそう！」

認知症予防講座　「認トレ」

せいかすくすくスクール

ねもとすくすくスクール　

せいかすくすくスクール

子どもと親に寄り添うぬくもりのある講
演会です。3世代ファミリー、これから子
育てがはじまる方もぜひご参加ください。

育児で肩や腰が痛い、自分の時間が取れ
ない。がんばっている自分に
ご褒美の時間を！ママも子ど
もも笑顔になれる講座です。

日時●5月29日（日）
　　　13：45 開場　14：00 開演
定員●50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●5月18日(水）　10：30～11：20
対象・定員●未就学児とママ
　　　　　15組(お一人での参加可）
講師●中村郁子
参加費●500円
持ち物●運動ができる服装、お子様に必要な物
　　　　ヨガマット(貸出有）
申込み●4月3日(日）
　　　　 9 ：00～窓口
　　　　10：00～電話

ここがおすすめ！

ここがおすすめ！

子育て講演会
『子育て』から『子育ち』へ
- 子への接し方 -

「スッキリヨガで
リフレッシュ」（託児付）

親育ち4・3・6・3たじみプラン推進事業

ママテラス

Pick
up

Pick
up

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。

365日がんばるママたちへ。ヨガで心と
カラダをリフレッシュしましょう。

申込み
受付中

申込み
受付中

申込み
受付中

申込み
受付中

申込み
受付中

申込み
受付中

申込み
受付中

精華交流センター

根本交流センター

♥上野町 4-23-1 ♥☎ 25-1533

♥根本町 3-55-1 ♥☎ 27-5500

Bun　Bun ねっと　No.9818

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。



ワードの便利な機能を学び、インターネットで
画像を取り込んだり写真加工やイラスト作りに
チャレンジしましょう！
日時●4月21・28日、5月12・19・26日　（木曜・全5回）
　　　10：00～12：00
対象・定員●成人、文字入力のできる方・６名
講師●兼松夕起雄
参加費●2,200円（教材費込）
持ち物●Windows10/8、Word2019/16
　　　　搭載のパソコン
　　　　筆記用具、飲み物

～楽しく学んでみませんか～
ワード初級講座 「痛くない整体」を体験してみませんか。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しょう。
日時●4月29日（金）、5月13日（金）
　　　10：00～12：00
　　　（1人25分程度で時間予約制）
定員●8名
講師●田口幸治
参加費●500円/回
持ち物●飲み物、タオル
　　　　服装はズボン
　　　　（スカート不可）

ワンコインで整体を体験しよう！

ウクレレとフラの同好会によるロビーコンサ
ートを開催します。ゆったりした気分で音楽・
ダンスを楽しみましょう！
日時●5月10日（火）　11：00～12：00
定員●20名程度
出演●ケンシュウ竹橋とウクレレ・ピリアロハ
　　　フラ・サルビア
観覧無料

ウクレレとフラを楽しむ
春のロビーコンサート♪

日時●①4月24日（日）※4月1日から受付開始
　　　②5月 8 日（日）※4月1日から受付開始
　　　③6月 5 日（日）※5月1日から受付開始
　　　各9：30～12：00　受付9：00～
定員●20名
持ち物●着替え、濡れてもよい靴、帽子、水筒
　　　　タオル

日時●①4月9日（土） ②5月7日（土）
　　　各10：00～12：00　受付9：30～
定員●15名
持ち物●帽子、歩きやすい靴、あれば双眼鏡

日時●4月17日（日）　9：30～12：00　受付9：00～
定員●10名
持ち物●歩きやすい靴、帽子、筆記用具

子どもガサガサ探険隊 お楽しみ探鳥会 昆虫観察シリーズ
春の女神ギフチョウ観察会①喜多緑地

冬鳥と夏鳥を探します
②廿原町

オオルリやキビタキを探します
早春に見られるギフチョウのお話と観察会

①土岐川　多治見市街地最上流でどんな魚がいるか調べます
②笠原川　笠原川の最下流で魚の卵を見つけます
③大原川　多治見で一番魚の多い川でガサガサをします

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●5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

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！ 市民活動をスムーズに行うために重要なのは何と言ってもコミュニケ

ーションです！この機会にコミュニケーションを円滑に進めるスキル
を身に付けてみませんか？
日時●6月19日（日）　13：30～15：30
会場●6階 視聴覚室
定員●20名
講師●とうしん地域活力研究所　隈元智子
参加費●無料

タイプ別 コミュニケーションの
取り方セミナー

NPO カフェ

申込み
受付中

申込み
受付中

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 ♥幸町 1-54 ♥☎ 29-2283

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

申込み　4月1日（金）　9：00～窓口　10：00～電話　※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。



　　　　　6月26日（日）予定
　　　　　開場13：00予定　開演13：30予定
　　　　　50名程度
　　　　　多治見西高等学校箏曲部
　　　　　無料
　　　　　5月8日（日）9：00～
　　　　　窓口にて整理券配布（お一人様2枚まで）

日　　時

定　　員
出　　演
入 場 料
チケット

1年ぶりに登場の吾林寿！素敵な演奏と歌声をお楽しみください。
若き日の１コマ、懐かしい歌が甦ります。

　　　　　7月3日（日）
　　　　　開場13：00　開演13：30
　　　　　60名
　　　　　吾林寿
　　　　　300円
　　　　　4月16日（土）9：00～窓口、10:00～電話

日　　時

定　　員
出　　演
入 場 料
チケット

　　　　　6月26日(日）
　　　　　開場13：30　開演14：00
　　　　　100名
　　　　　齊藤順子(ソプラノ）
　　　　　小林加奈(ピアノ）
　　　　　1,000円(前売り）
　　　　　1,200円(当日）
　　　　　4月8日(金)
　　　　　9:00～窓口、
　　　　　10:00～電話予約可

日　　時

定　　員
出　　演

入 場 料

チケット

多治見西高等学校箏曲部コンサート

根本交流センター10周年記念
「齊藤順子 ソプラノコンサート」

4月23日（土）～8月28日（日） 4月23日（土）～12月25日（日）

　　　　
5月21日(土)～8月 7 日(日)　土岐市美濃陶磁歴史館
6月 4 日(土)～7月31日(日)　岐阜県図書館（岐阜市）
6月18日(土)～8月21日(日)　可児市郷土歴史館

会期・会場

※開館時間、休館日、料金は会場により異なります。
　詳しくは岐阜県現代陶芸美術館HPをご確認ください。
※会場ごとに展示内容が異なります。

公民館コンサート

吾
あ

林
り ん

寿
す

七夕コンサート
懐かしのフォークソングで青春にComeBack

旭ケ丘公民館　☎27-6826

根本交流センター　☎27-5500

南姫公民館　☎29-4880

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
休館しています

～2022年9月上旬（予定）

 　　　 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

製造過程をひもときながら、受け継がれてい
くもの、未来に向かう水月窯の魅力をご覧い
ただきます。

加納コレクションを基にして、西浦焼をはじめと
する明治時代の優品をご紹介します。
会期中、一部展示替えを行います。

未来につなぐ水月窯
～伝承と技を越えて～

MoMCAサテライトミュージアム

明治・西浦焼の世界

休館中は、県内各地で当館収蔵作品
を紹介する「MoMCAサテライト
ミュージアム」や、さまざまな関連
企画を開催します。

8月の全国大会に出場する多治見西高等学校箏曲部による生演奏
をぜひ！昨年度好評につき今年も開催します。

10周年にふさわしい名曲の世界をお楽しみください。子ども達
と大人の合唱も披露します。

■休館期間
2022年4月2日（土）～2023年1月7日（土）（予定）
※休館期間中は事務所を旧喫茶スペースに移転し業務を行います。業務時間 9:00～17:00　休業日 日曜日
最新のお知らせはホームページに掲載します。
■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月分

バ ロ ー 文 化 ホ ー ル
（多治見市文化会館）は
大規模改修工事のた
め右記の期間は休館
します。

バロー文化ホール
全館休館の
お知らせ

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

春 号2022.4

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4月1日発行

西浦焼　釉下彩芥子図花瓶
加納コレクション水月窯　写真：加藤昭夫

三代德田八十吉《燿彩輪華文鉢》
1999年　岐阜県現代陶芸美術館蔵


