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表紙デザイン：鈴木優子（足型アート）
秋の味覚のリンゴタルトをステージに見立て
演奏会を楽しんでいる様子を描いてみました。
多くの方が本誌を手に取り、新たなあゆみの
きっかけになれば幸いです。
鈴木優子さんは、精華交流センターに遊びに来てくれた
子ども達の手足型を使った作品作りをされています。
【関連講座】2ページ『ペタペタおえかき』

おかげさまで創刊100号になりました



月がすべて地球の影に隠れる「皆既月食」を観察しま
す。赤黒く変色した満月の天体ショーを楽しみましょう。
【対象・定員】小中学生 (保護者同伴 )・30組程度
【講　師】地球村星倶楽部　井戸英夫
【参加費】無料　　【持ち物】飲み物
【申込み】10月1日( 土 )　9:00 ～窓口　10:00 ～電話にて

100…この切れの良いめでたくもある数
字にまつわる古典、伝説、怪しい話、何
でもありの珍古典講座。
【定　員】100名
【講　師】安田直幸
【参加費】600円　　【持ち物】筆記用具
【申込み】受付中（先着順）

足型を利用した作品を制作します。10月のテーマは
『あしがたリスのもり』です。又、100人のうごく足型モ
ビールも制作中。秋～冬に完成予定です。お楽しみに！
【対象・定員】未就園児と保護者・15組
【参加費】無料
【持ち物】汚れても良い服装、タオル、飲み物

サンタクロースは今年も来てくれるかな？
【対象・定員】どなたでも
　　　　　　 (未就園児は保護者同伴)・60名
【参加費】100 円
【申込み】11月13日（日）9:00 ～窓口
                                 10:00 ～電話にて

世界の国旗をモチーフにしてジンジャーマン
に顔をかいたり、絵を描いたりしよう。
【対象】どなたでも
【参加費】無料

12月の間、公民館をクリスマスが彩ります。
サンタさんへのお手紙をかいて、プレゼント
をもらいましょう。
【対象・定員】0歳～小学生低学年・100 名
【参加費】無料
【共　催】養正校区青少年まちづくり市民会議

令和5年3月12日(日)開催「集まれ！スゴ技キッ
ズ　キラリショー☆」で一芸や特技を 100 秒
以内でパフォーマンスできる出演者を大募集！
【対　象】18才以下（個人でもグループでも可）
【参加費】無料

11月1日（火）～11月20日（日）
火～金10:00～20：00　土日祝第３木10：00～18：00

12月1日(木)～25日(日)

11月8日(火)　18：00～20：00頃

12月18日(日)
13:30～15：30

募集期間 ： 11月1日（火）～12月28日（水）

10月26日(水) 10：30～11：30  【申込み】受付中
2023年 １月11日(水)　10：30～11：30
 【申込み】12月7日(水)9：00～窓口、10：00～電話にて　

11月5日(土)　10：00～11：40

←左の引換券を切り取り、ヤマカまなびパーク 5階までお持ちください。
　専用コインをお渡しいたします。

キリトリ

キリトリ

感謝ガチャ
引換券

おひとり１回のみ

コピー不可 ✂

「たじみ子どもの権利の日」協賛事業

安田先生の課外授業　

「たじみ子どもの権利の日」協賛事業

子ども情報センター 養正公民館

南姫公民館

根本交流センター

小泉公民館エンジョイオアシス

2022皆既月食 100人で観よう
 　 赤い月の天体ショー

100分×100人×100物語
ペタペタおえかき

「ねもとあったか
クリスマス会」

世界の国に目を向けよう！　
てをつないだらみんなともだち
100にんのおともだち

こころあったかクリスマス
サンタさんからの
おくりもの

「集まれ！スゴ技キッズ  キラリショー☆」
出演者大募集

期間 ： 10月5日（水）～10月30日（日）
　　 ※無くなり次第終了
場所 ： ヤマカまなびパーク5階　受付

創刊 100号ということで『100』にちなんだ講座を集めてみました
このあとのページにも 100にちなんだ講座を掲載しています　　　　　　

ありがとう創刊ありがとう創刊100100号号
これからも

文化情報を発
信しみなさまに喜ばれる『 BunBun ねっと』 をお届けいたします。

いつもご覧
いただいているみ

なさまに支えられ創刊 100号を迎えることができました。

講座無料券など
が

あたるよ♪ 創刊100号記念☆感謝ガチャポン
ヨガ・歴史講座の無料券、
ダンボール工作キット、
竹トンボなどが入ってます！

先着
100名限定‼

脇之島公民館 精華交流センター

水）

の

　　　　このマークが
目印です



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.100 3

バロー
文化ホール

多治見市十九田町2　―　8

☎（0572）23　―　2600
工事期間中（～1/7）は9：00～17：00
日曜休業
年末年始（12/29～1/3）は休館です

バロー文化ホール（多治見市文化会館）リニューアルオープン記念事業

名古屋フィルハーモニー交響楽団演奏会・ヴァイオリン辻彩奈

［発売日］　10月22日 (土)

「バロー文化ホール（多治見市文化会館）未来に向けて再始動」
～新しくなったバロー文化ホールに響く～川瀬＆名フィル、岐阜県出身のヴァイオリ
ニスト辻彩奈がリニューアルオープンにふさわしい優雅な音楽をお届けします。
指揮 /川瀬賢太郎、ヴァイオリン /辻彩奈、管弦楽 /名古屋フィルハーモニー交響楽団

「基本コンセプト」市民と共につくり上げた文化を継承し、未来へつながる施設づくり

ホール
大小ホールとも座席を全て更新します。
ゆったり座れるよう最大で 4.5㎝拡幅し
ます（一部座席を除く）。LEDパーライ
ト等の照明設備や音響設備、映像設備は
業界最高水準になります。

トイレ
全てのトイレをリニューア
ル。これまでにいただいた
ご要望にお応えして、大
ホール女子トイレ個室の増
設やパウダールーム、オス
トメイト、ベビーチェアな
どを整備します。

大会議室
天井全面を高くして開放感
を出し、Wi-Fi 設備、電動
スクリーン、専用控え室、
大型鏡など整備。様々な利
用目的にお応えできる室場
へ生まれ変わります。

天井耐震化
皆様の安全確保のため天井耐震化を実施。大
小ホール客席は全国で定評のある特殊な天井
落下防止工法を採用。ロビーの天井裏には鉄
骨を追加補強し、万一の場合に備えます。

ロビー
照明器具はすべて LED照明に取り替え。授乳
室や陶芸作品展示スペースの新設、自動販売
機コーナーの移動・拡大を行い、明るく、誰
もが自由にくつろげる空間をつくります。

未来へつながる施設づくりをキーワード
に、今、大改修が進められています。40
年の歴史の中で培われた大切なものを次世
代へとつなぐ挑戦がはじまります。
「新しくなった文化会館に未来を担う子ど
もたちに来てもらう機会を作り、たくさん
の感動を提供できる場であり続けたい」
新しい目標のもとバロー文化ホールがリ
ニューアルオープンします。

たくさんの感動を
提供できる場であり続けたい

【曲目】メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲ホ短調作品 64　ほか
【全席指定】　S 席 5,000 円　A席 4,000 円　B席 2,000 円    ※未就学児童入場不可

会場 :大ホール
開場 14:30/ 開演 15:151月28日㊏

©Yoshinori Kurosawa ©Makoto Kamiya

バロー文化ホールの最新情報をお届けする会員制度「TaBun メンバーズ」が 10月からスタートします。入会金は無料。
みなさまのご入会をお待ちしております。

会員特典
■バロー文化ホールのイベント情報誌「TaBunNET」年 6回お届け（郵送会員）又は随時メール（メール会員）でご提供。
■リピーターズ招待デー実施　その他シークレット特典あり
入会方法、特典等の詳細についてはバロー文化ホールホームページをご確認ください。

たじともClub はサービスを終了しました。バロー文化ホール公式 LINE（@970vuszc）へ友だち追加された方に最新情報
を配信していますが、特典を受けるためには TaBun メンバーズへの入会が必要です。この機会にぜひご登録ください。

新規会員募集キャンペーン　TaBun メンバーズ会員募集

バロー文化ホールリニューアルオープンまで
  あと100日

主催　多治見市・多治見市文化会館

LINE公式アカウント

バロー文化ホールHP

～バロー文化ホールリニューアル概要～

市内の小学生以上18才以下の子ども
242人をコンサートにご招待します
お申込み方法などは広報たじみ（tajimist）10月号をご確認ください。

子供文化芸術活動支援事業

チケットのご購入方法

★発売初日に限り、
　原則お一人様 4枚まで

■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 9:00 ～）
　・発売初日の窓口販売はありません

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〉



Kasahara cooking club

【定　員】12名　　【参加費】2,600円 【定　員】12名　　【参加費】2,000円【定　員】12名　　【参加費】2,000円

2023年１月17日（火）12月13日（火） クリスマススペシャル
11月19日（土） 10：00～12：30

洞谷式おいしい時短レシピ

・キンパ風混ぜご飯
・ヤンニョムチキン
・チョレギサラダ
・お楽しみおまけの一品

・Xmasミラノ風カツレツ
・チキンライス�・簡単シーザーサラダ
・枝豆スティック～チーズ入り～
・いちごチーズヨーグルト�・プチプレゼント付き

・クリームパン～手作りカスタードクリーム入り～
・ごぼうとベーコンのクリームパスタ
・黒ごまげんこつ

【講師】洞谷多美江　【申込み】10月１日（土）9：00～

パンとお菓子と パスタ
チャチャッと

「たじみ子どもの権利の日」協賛事業 「たじみ子どもの権利の日」協賛事業 癒しのアロマシリーズ
子どもヨノナカ研究所
キッズ・親子のための“お金塾”

小学生対象
クリスマスフラワーアレンジ教室

シアバターハンドクリーム
＆プチソープ作り

11月5日（土）
　　 13：00　　　 14：00開場 開演

12月25日（日） 　　 13：00　　　 14：00開場 開演2023年1月29日（日） 　　 13：00　　　 14：00開場 開演

2023年2月23日（木・祝）
　　 12：30　　　 13：30開場 開演

落語の世界　春風亭一之輔独演会

松本紀生 アラスカフォトライブ

おなじみの春風亭一之輔独演会もいよいよアザレアホールで
は最後の公演となります！落語が初めての方から、落語通まで
惹き付ける一之輔落語をぜひ会場で味わってください！

【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

【チケット発売】11月13日（日）発売開始
窓口発売�9：00～　チケットぴあ�10：00～　電話予約�11：00～

【プレイガイド】笠原中央公民館　☎0572-43-5155　　　　Ｐコード：514-855

思い出の“誰でも参加できる音楽劇シリーズ” REVIEW CONCERT

我らの『さよならアザレアホール』

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
100人のプレミアムなセカイ

高橋誠ジャズ＆ジプシーコンサート 旅立ちのアザレア

19：00～21：00

精油の香りとシアバターでリッチな
お肌のケアを！肌荒れ、保湿のた
めのハンドクリームと肌にやさし
いプチ手ごね石鹸を手作りします。

今年はクリスマスアレンジに挑戦！
はじめてでも大丈夫。かわいい実も
ので作るアレンジはサンタさんへの
目印になるかも♪【対象・定員】小学４年生以上～・

18名（親子参加可）
【講　師】加藤聖規　（有）永大代表取締役
【参加費】300円（親子２人�500円）

【対象・定員】小学生・18名
【講　師】小川多津子
【参加費】700円�※材料費の一部は（公社）NFDからの助成

【定　員】12名
【講　師】山田啓子（彩心香）
【参加費】3,000円

11月27日（日） 10：00～11：3011月26日（土） 10：00～12：0011月13日（日） 9：30～12：00

【チケット】全席自由　小学生～中学生�500円　大人�1,000円
※未就学児入場無料

【プレイガイド】笠原中央公民館�ヤマカまなびパーク
【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】5,000円（資料代含む）� 【申込み】受付中　※12月18日（日）〆切

アラスカ写真家の松本紀生が現地で撮った写真や映像をアザ
レアホールの大画面に映し出します。撮影時の情景や撮影秘
話を写真家が自ら語るフォトライブです。

　　　　2023年1月7日（土） 19：00（予定）
　　　　土曜日 19：00～21：00　
　　　　日曜日 10：00～12：00

　　　　2023年3月26日（日）

発会式

練習日

本番日

【チケット】全席自由�1,500円�※未就学児入場不可
【チケット発売】10月9日（日）� 【プレイガイド】笠原中央公民館
【総監督】水野妃佐子� 【脚本･構成･編曲･演出】江端智哉
【音楽監督･指揮】江端智哉� 【ピアノ】市原実小代　辻�彩花

誰でも参加できる音楽劇第９弾はサスペンスコメディー！
クリスマスの予定はこれで決まり！！

激しさ、哀愁、情熱が繰り広げられる高橋誠の
ジプシージャズヴァイオリン。アザレアホール
最後の100プレは心揺さぶるステージになるこ
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
【チケット発売】11月5日（土）
【プレイガイド】笠原中央公民館

11月13日（日）
発売開始

子どもから大人まで知っておきた
い、これからのヨノナカに必要な「お
金への感覚」を養う初歩を学ぼう！

参加者募集

10月１日（土）～ 受付◎スッキリ！疲れがとれるヨガ（秋・冬）10月19日（水）～ 全12回　　◎カラダが硬い人のためのヨガ（秋・冬）10月25日（火）～ 全12回

多くの方がここに集い、共に高め合いなが
ら開催してきた『誰でも参加できる音楽
劇』。この公演がアザレアホール最後となり
ます。舞台を彩った数々の名曲をお送り
するコンサートです。ぜひ参加ください！

©photo by キッチンミノル

好評
発売中

vol.54

10月１日（土）9：00～ 受付開始　※詳細はお問合せください　  の講座秋

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

Bun　Bun ねっと　No.1004



地球村の工作キット材
料には、森で採れたど
んぐりや小枝なども使
われています。

SDGs

11月中旬ごろから
※無くなり次第終了

【受付】9：00～16：00

【講　師】多治見峰遊会　　【持ち物】運動できる服装
各日 10：00～12：00、13：00～15：00
10月1日、11月5・19日、12月3・17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

抜き抜き秋だいこん

もぎもぎ原木しいたけ

ボランティア指導者の皆様による 参加無料・申込不要

参加無料

【協力】
（有）池田南営農

【協力】
（有）池田南営農

【定　員】各回12組　　【受付・駐車場】三之倉神社
【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
【申込み】11月５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（約200g）400円�※１組様２口まで
【申込み】10月29日（土）9：00～�電話または窓口で�※１件の電話で１組様まで

11月19日（土） ①10：00～ ②10：40～ 小雨決行

11月12日（土） ①10：00～ ②10：45～

秋の天文イベント
【講師】地球村星倶楽部

【定　員】各回30名　　【申込み】10月8日（土）9：00～�電話または窓口で

【対象・定員】家族・５組（１組５名迄）　　【持ち物】防寒着など
【申込み】11月12日（土）9：00～�電話または窓口で

地球村天文台の口径15cmの屈折望遠鏡で天体観望してみよう。
12月に最接近する火星が見頃になりますよ。

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。

各回 19：00～20：30
10月22・29日、11月19・26日、12月24日（土）

12月3日（土） 19：00～20：30

サタデースターナイト

テレスコープチャレンジ

※雨天・曇天中止
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。

参加
無料

参加無料・申込不要

秋は涼しくて、虫も少なくなってくる絶好の
山林ウォーキングシーズン。多治見市街から
車で10分の、約10万㎡の敷地に広がる自然
林で、季節の変化を感じてみませんか？

ビンゴカードに書かれた物や場所を、山
林内を自由に歩いて、より多く見つけて
みよう。

山林内のポイントを回りながら、クイズにチャレンジ。
30分から120分の、６つのコースがあるよ。

自然あふれる秋の山林を自由に散策しながら、環境の保全に貢献しま
せんか。ウォーキングを楽しみながら、100g以上のゴミ拾いを目指し
て頑張ろう。協力いただいた方は、お楽しみゲームに参加できますよ。

自然林
歩こ
う
遊ぼ
う
地球
村の

自然豊かな地球村の自然林
には、リスやキツツキなど
が生息しています。運が良
ければ見られるかも？

新30分コース
レッドデータ（絶滅危惧種）編

オリエンテーリング 参加無料・申込不要

ネイチャービンゴ 参加無料・申込不要

見つけてみよう
野生動物

▲リスが松ぼっくりを
食べた跡

SDGs×森林浴

地球村クリーンウォーキング

【参加受付】地球村窓口　　【定員】先着100名
10月１日（土）～ 31日（月）　【受付時間】9：00～16：00

持ち帰りも
できます

松ぼっくりの
マイツリー
700円

初歩のロープ術
10月22日、11月26日（土）
各日 10：00～11：00

【対象・定員】家族・各回５組
【講　師】安江務（学校長期自然体験活動指導者）
【申込み】10月８日（土）9：00～�電話または窓口で

収穫体験

収穫体験

キャンプで使用頻度の高いロープの結び方の初歩、
本結び、巻き結び、はさみ縛り、トートラインヒッチ
を実践しながら習得しよう。
※１回講座です。各回の内容は同じです。

ミニミニキャンプ教室

地球村の自然を、
みんなで次代に繋げよう。

手のりトナカイ　700円

絶対役立つ！

クリスマス
工作キット

まる
でエビフライ

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（12/29～1/3）は休館です

←詳しくはホームページ
　をご覧ください

NEW　！

期間限定

NEW　！

NEW　！
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ツリーに折り紙のオーナメ
ントを作ってみんなで飾り
付けよう！

かわいい　「くまのがっこう」　フォト
スポットとアート展が出現！ジャッ
キーと一緒に写真を撮ろう♪
共催：図書館・多治見市企画防災課

11月26日（土）～12月25日（日）10月1日（土）～23日（日）

恋する万葉集

10月27日、11月24日、12月22日
（木曜・全3回）10：00～11：30
※初回10/27は100分講座10：00～11：40

【講　師】安田直幸　　【定　員】60名
【受講料】1,800円
【会　場】７階多目的ホール　他

飛鳥万葉
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」。
講師オリジナルのテキストとテンポのよ
い語り口で楽しく読んでいきます。

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。
歌ってスッキリ！心まで軽やかに♪
最終日は、１階ロビーにてミニ発表会を
行います。

10月7日・21日、11月4日・18日、12月2日
（金曜・全5回）13：30～15：00

【講　師】水野妃佐子　　【定　員】27名
【受講料】3,000円※新規の方は別途テキスト代2,200円が必要です。
【会　場】７階多目的ホール
※マスクを着用して歌います。

ジーンズでコーラスを　！

1000年を生きる女part2時代の扉をあけた人

10月　…　密教　空海
11月　…　日本のハムレット　徳川慶喜
12月　…　遣欧使節　支倉常長

～紫式部が54帖500人に託した「生きることの難しさ」～
1000年前の社会の仕組みに触れながら
「現代」を考えてみませんか。
月１回の知性とユーモアに溢れた時間をお届けします。
※継続講座のため、「若菜（上）」から始まります。

10月21日、11月18日、12月16日
（金曜・全3回）13：30～15：00

10月6日、11月3日
（木曜・全2回）13：30～15：00

【講　師】勝典子（古典文学講師）　　【定　員】100名
【受講料】1,200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

【講　師】勝典子（古典文学講師）　　【定　員】60名
【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　他

歴史を動かし、歴史に翻弄された人物たち。時代の先駆
者たちの生き方を振り返り、現代に生きる私たちの生き
方と照らし合わせていきます。

これまでの講座参加者100人超♪奏でた曲目100以上♪

初めての方歓迎

猛猛
たけたけ

るる天天
すめらみことすめらみこと

皇皇　　～雄略天皇～～雄略天皇～

100分で読み解く

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
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
エピソードを読み解きます。

【講　師】各務嘉洋
【定　員】50名
【受講料】600円
【会　場】5階学習室501

11月26日（土）10：00～11：40

ペペッットト防災を防災を
考える考える
災害時も一緒にいたいから…
今できる備えや、災害時を見据えた
犬猫との暮らし方について具体的に
お伝えします。

【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）
【定　員】30名
【受講料】600円
【会　場】5階学習室501

11月20日（日）10：00～12：00

こ

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 9：00～21：00

【会場】1階ロビー
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

※各講座とも表記のない場合は申込受付中です

←詳しくはホームページ
　をご覧ください

参加無料
申込不要
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くまのがっこうアート展くまのがっこうアート展　　＆＆
ジャッキーのフォトスポット
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学習館　×　図書館共催企画

昔むかしの大昔「鎌倉殿」の時代

『日本書紀』や『古事記』、『倭
わみょうるいじゅしょう

名類聚抄』など、
古代の文献に登場する東濃地方の人・もの・
事柄や、多治見市内の古墳の出土品、古代の
窯跡を紹介します。

大河ドラマでぐっと身近になった
鎌倉時代。多治見に残る鎌倉時代
の文書や『御成敗式目』『絵本武勇
かがみ』の写本を読んでいきます。

リラックスしながらカラダのゆがみを
“ととのえ”ませんか　!　?

10月13・20・27日
11月10・17・24日
（木曜・全6回）
13：15～14：30

【講　師】ユキ（ペルヴィス®ワーク認定）
【受講料】4,800円　【定　員】30名
【会　場】7階多目的ホール
【持ち物】ヨガマット、　タオル、　飲み物

カラダととのう！

【会場】7階多目的ホール　【講師】アツシ　【持ち物】ヨガマット、タオル、飲み物

ベーシックYOGA
基礎からじっくり丁寧にレッスンします。

10月5・12・19・26日、11月2・9・16・30日
（水曜・全8回）

10月7・14・21日、11月4・11・18・25日
（金曜・全7回）

【受講料】6,400円
【定　員】40名

【受講料】5,600円
【定　員】40名

１８：３０～１９：４５ １８：３０～１９：４５

【講　師】多治見市文化財保護センター　学芸員　篠昌志
【定　員】60名　　【受講料】300円
【会　場】5階学習室501

【講　師】多治見市文化財保護センター　学芸員　岩井美和
【定　員】60名　　【受講料】各回500円
【会　場】5階学習室501

12月10日（土）10：00～11：30
12月24日、2023年1月28日、2月25日
（土曜・全3回）10：00～11：30

～古代東濃をさぐる～～古代東濃をさぐる～

古文書講座古文書講座

芸員 岩井美和

タジミ学

ヘルシー骨盤調整
リラックスYOGA
ストレッチからゆっくり行うクラスです。

アクティブ＆フローYOGA ダイナミックYOGA
流れるようにポーズを行う運動量の多いクラ
スです。

難易度の高いポーズに挑戦する上級者クラス
です。

【受講料】7,200円
【定　員】30名

【受講料】6,300円
【定　員】30名

２０：００～２１：１５ ２０：００～２１：１５

強度強度

強度強度強度強度

強度強度

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19日（水）まで　※出品申し込みは事前受付のみ

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）

【会期】　11月11日（金）～13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

【会期】　12月9日（金）～12日（月）
　　　　9：00～21：00
【会場】　笠原体育館・笠原中央公民館

親子で楽しめる
無料ワークショップ開催

詳細はヤマカまなびパークHPをご確認ください

親子で楽しむミニクリスマスリースづくり
指導：おのうちやよい（アトリエ・ピッピ）

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。

多治見市美術展
―　第80回　―

一般部・子どもの部公募展

市内の保育園幼稚園、小学校から選出された
作品を展示します。

学校作品展

入場無料

入場無料

12月10日（土）
10：00～15：00

【会場】　笠原中央公民館
申込不要　※材料がなくなり次第終了

古代史ハイライト
レコード鑑賞会

聖徳太子の国家造りを実現した「大化の改
新」は実は現代にもつながる「国家1000
年、2000年の計」でもあった。その発端
「乙巳の変」の劇的な詳細と粛正された曽我
石川麻呂・有間皇子の悲劇に迫ります。

思い出のあの曲をもう一度レコー
ドで聴いてみませんか。レコード
に興味のある方ならどなたでも参
加できます。ジャンルは問いませ
ん、レコード持込大歓迎です。

10月19・26日、11月16・30日
12月7日
（水曜・全5回）13：30～15：00

11月27日（日）
13：30～15：30

【講　師】いのぐち泰子　　【定　員】60名
【受講料】3,000円　　　　【会　場】5階学習室501　他

【協　力】レコード同好会
【受講料】無料
【会　場】１階ロビー　　【持ち物】レコード（あれば）

―国家100年の計「大化の改新」―

生涯学習コーディネーター事業
レコード持込歓迎

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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3年ぶりの開催となります。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。

多治見市出身の絵本作家・あだちなみさん
が描く大人気の　「くまのがっこう」　シリーズ。

主人公ジャッキーに着て欲しいお洋服をデザ
インしてみよう♪審査の結果優秀な作品に
はジャッキーから特別なお手紙をプレゼント　！

★くまのがっこうアート展＆ジャッキーのフォトスポットも
登場‼　詳しくはP.6をご覧ください。

【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】藤浪27-3904

10月29日（土）
13：00開場　13：30開演
（15：00終演予定）

カラフルで透明感のあ
る色水を手作りしたら、
とことん色水を研究し
て遊びます。新しい発
見ができるかな。

参加型音楽レクリエー
ション！世界のドラム
太鼓を使って、楽しく
音楽を奏でましょう。

11月2日・9日・16日・30日、12月7日
（水曜・全5回）14：00～15：0011月27日（日）　10：30～11：3011月6日（日）　11：00～11：50
【定　員】11/2時点で、2カ月～12カ月の親子

16組
【講　師】森あかね
【参加費】3,000円（5回分）
【持ち物】飲み物、タオル、動きやすい服装、ヨ

ガマット　（プレイマット貸出有。大判
バスタオルでも可）

【申込み】10月6日（木） 10：00～窓口
 11：00～電話にて

【対　象】11/27時点で3歳～未就学児の親子
【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】10月23日（日） 10：00～窓口

 11：00～電話にて

【対象・定員】1歳～中学生の子どもとその保護者
（小学3年生以上：子どものみ参加可・
1歳2歳：保護者と同席可）・25名

【講　師】みのうらやすよ
【参加費】１名につき500円
【申込み】10月2日（日） 10：00～窓口
 11：00～電話にて

図書館の色んなジャンルの本棚
から、100にちなんだ本を一堂
に集めて展示します。色んな　
“100”　をお楽しみください。

10月21日（金）～
11月16日（水）
9：00～20：00
※土日祝は18：00まで

親子で英語絵本を楽しみませんか？昨年
オンラインで大好評だったきっぱ先生の
講座を、今回は対面で実施します。さら
には初心者向けの多読の始め方もお伝え
します。

【対象・定員】親子・10家族
【参加費】700円

【対象・定員】一般・30名
【参加費】500円

【講　師】NPO多言語多読準会員　鈴木祐子
【持ち物】筆記用具
【申込み】受付中　窓口・電話・メールにて

【会　場】ヤマカまなびパークA階段・図書館2階フロア
【共　催】多治見市企画防災課

10月1日（土）～23日（日）
9：00～20：00　※土日祝は18：00まで

きっぱ先生の
しあわせな読み聞かせ

きっぱ先生から教わる
がんばらない多読

11：00～12：00 13：30～15：00

第一部 第二部

提出先・お問い合わせ
多治見市図書館　文芸祭係
E-mail:bungeisai@tajimi-bunka.or.jp

多治見市文芸祭多治見市文芸祭
第56回

募集期間

9月1日（木）～10月31日（月）必着
※小中学生の部は10月15日(土)締切

募集部門
小説・エッセイ・詩・短歌・俳句・川柳

あなたの想いを言葉に表現してみませんか？
―　10月23日（日）　―

の集 お 知 ら せ募品作

詳細は募集要項をご覧ください。

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

楽しく身につく　！
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【アート×あそび体験】

室内でじっくり楽しむ
色水研究あそび

親子ドラムサークル
～みんなでたたこう世界の太鼓～

【わくわく親子講座】

ママヨガプラス

たじみ語りの会
朗読発表会

きっぱ先生の英語多読講座
祝創刊
100号　！

100にちなんだ
　本　大集合

くまのがっこう子育ち応援プロジェクト

ジャッキーのお洋服コンテスト

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

・電話予約は10月5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10月12日（水）までにヤマカまなびパークにてお願いいたします。（※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いたします。

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】

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

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！

10月6日㈭～19日㈬

A クラフト
口座
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 額装サロン♪
肥田昭三　ヤマカまなびパーク

お手製の額装アートで暮らしに彩をプ
ラスしてみませんか？
さりげなくオシャレに飾るテクニックや
自分で作れる額縁など。
楽しくおしゃべりしながら体験しましょう。

11/6・20
12/4・18

10：00～11：30
日曜
4回

2,400円
300円

6名
成人

A2
暮らしに
押し花の魔法を
小畑真由美　精華交流センター

初めての人でも簡単に草花を押す方法
をお伝えします。
押し花を材料にしてクリスマスカード・
干支うさぎ・お雛さまなど、季節を彩
る小物作りを楽しみましょう。

11/8
12/13
1/17

13：00～15：00

火曜
3回

1,800円
4,500円

8名
どなたでも

はさみ
持ち帰り袋

A3 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。裁断・縫製された材料で初めての
方でも手軽に作れます。
季節に合わせたつるし飾りも作れます。
※つるし台希望者別途1,000円～

11/10・17
12/8・15
1/12・19

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

A4 しめ縄リース
桐山良子　笠原中央公民館

アートフラワー、プリザーブドフラワー、
木の実、花、グリーンなどを選んで作
ります。お正月が過ぎたらお花の部分
を取り外し、ミニスワッグとして飾るこ
ともできます。

12/10
13：00～15：00

土曜
1回

600円
3,500円

8名
成人

はさみ
ピンセット

まなびブリッジ事業

あなたの教えたいと
、

あなたの学びたいを
つなぐ

受講券
販売期間

－販売期間中にお申込みいただいた講座はすべて開講！－

お申込みの際は
講座番号（例・A1）
をお伝えください。

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

Bun　Bunねっと　No.100 9
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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。
・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）

Ｂ教養・ビジネス
口座
番号 講座名 講座紹介 日程・時間 曜日

回数
受講料
教材費

定員
対象 持ち物

B1
私にも相続財産を
分けて下さい！
岩田章裕　ヤマカまなびパーク

いざとなった時に困らないように、相続
について一緒に学びませんか？
民法で規定されている相続の条文や裁
判所の判例を紹介します。

11/20
10：15～11：45

日曜
1回

600円
500円

5名
どなたでも

筆記用具
（シャープペンか鉛筆、
消しゴム）

B2
人間関係が楽しくなる
個性心理學
山下美智代　ヤマカまなびパーク

個性の違いを知り、個性に合った接し
方のヒントが分かります。
人間関係のストレスが一気に減り、人と
の付き合い方が楽しくなります。

11/5・19
12/10
1/14

13：00～15：00

土曜
4回 2,400円 10名

どなたでも 筆記用具

B3
30代、40代からの
資産形成
小林篤典　ヤマカまなびパーク

年金に不安のある皆さん、１コインか
ら始められる資産形成にじっくり取り組
んでみませんか？
資産形成のポイントを学び、自ら実践
できるようになるための講座です。

11/4・18
12/2

18：45～20：00
金曜
3回 1,800円 16名

成人 筆記用具

D ダンス
口座
番号 講座名 講座紹介 日程・時間 曜日

回数
受講料
教材費

定員
対象 持ち物

D1
お試しバレエ

〈昼の部〉
寺本ゆかり　小泉公民館

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

12/28
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

（くつ下でも可）

D2
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

11/1
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

（くつ下でも可）

D3
JAZZ DANCE を
楽しもう
Saryu　ヤマカまなびパーク

ジャズダンスは体幹の強さとしなやかさ
が育まれます。ウォーミングアップで身
体がほぐれ POP な楽曲に合わせワクワ
クいっぱいで踊っていきましょう！

11/4・18
12/16

13：15～14：15
金曜
3回 1,800円 8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

D4 やさしいフラ
伊藤早苗　精華交流センター

カラフルなスカートを身に着けて踊って
みませんか？自然と笑顔になれるはず。
基本の姿勢、ステップからゆっくり進め
ていきます。
楽しく運動不足を解消しましょう。
※パウスカートの無料貸出あり

11/16・30
12/7・21
1/11・18

18：30～20：00

水曜
6回 3,600円 10名

どなたでも
タオル、飲み物
動きやすい服装
パウスカート（あれば）

D5 サンデー朝フラ
伊藤早苗　旭ケ丘公民館

日曜日の朝、ハワイアンソングにあわ
せてただ楽しく体を動かしましょう。
足の動かし方、手の動かし方を練習し
て、後は真似して踊ってみましょう。

11/20
12/18

10：00～11：30
日曜
2回 1,200円 10名

どなたでも
タオル、飲み物
動きやすい服装
パウスカート（あれば）

D6 はじめてのフラ
NAO　ヤマカまなびパーク

フラは体と心を元気にする楽しい時間
です。ウクレレの生音と歌に踊りを合わ
せていきます。
体の使い方からフラステップを指導。
体と脳をつなげる癒しの時間です。

11/10・24
12/22
1/12

14：00～15：30

木曜
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）

E 趣味
口座
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

11/26
12/10・24
1/7・21

18：00～20：00

土曜
5回 3,000円 10名

成人
はさみ
スティックのり
筆記用具

E2 楽しく木版画
阿部正枝　南姫公民館

絵の苦手な方でも彫ることで一味ちが
う楽しみが出ます。我流で自由をモッ
トーにおもしろい発想ができます。
下絵はこちらで準備します。
仕上げる楽しみをあ・な・た・に。

11/10
12/8・22
1/12

13：00～15：00

木曜
4回

2,400円
800円

5名
成人

印刀（浅丸9㎜・キ
ワ刃7.5㎜）、鉛筆
細めのボールペン
新聞紙、ごみ袋
セロハンテープ、ボンド

Bun　Bunねっと　No.10010
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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

E3 手ぶらで水彩画
天野登功広　脇之島公民館

ムラのない空の塗り方や建物の描き方
など水の特性を活かしながら様々な技
法を取り入れて描きあげていきます。
水彩画の世界に浸ってみてください。

11/18
12/2・16
1/13

9：00～11：00

金曜
4回

2,400円
600円

8名
成人

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。

11/1
13：00～14：30

火曜
1回

600円
500円

7名
どなたでも

目玉クリップ（大）4個
ハンカチ大の布

（汚れてもよいもの）
食パン（1枚）

E5
チョークアートで
干支ボード作成
伊藤知子　ヤマカまなびパーク

聞きなれない「オイルパステル」とい
う画材を使います。
ご自分の指でなじませ、色を作り出す
ことを楽しむアートです。
初心者大歓迎。じっくり描いていきます。

11/10・24
12/8・22

10：00～12：00
木曜
4回

2,400円
1,500円

4名
どなたでも

エプロン
A4サイズのボードが
入る袋 ( 持ち帰り用）
筆記用具

H 健康
口座
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
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

正しい呼吸は健康法の基礎。
簡単にできる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。

11/2・9・16・23・30
10：00～12：00

水曜
5回 3,000円 7名

女性
動きやすい服装
飲み物

H2
シニア向け楽しい
健康増進ズンバ
Shaka　ヤマカまなびパーク

シニア向けにプログラミングされたエ
クササイズです。健康的に楽しい雰囲
気の中で気分転換をしながら筋力アッ
プで転倒防止やいつまでも元気で歩け
る身体作りを目指しましょう。

11/4・11・18・25
1/6・13・20

10：15～11：45
金曜
7回 4,200円 15名

シニア
タオル、飲み物
動きやすい服装
運動靴

H3
ズンバで脂肪燃焼と
体力アップ！
Shaka　ヤマカまなびパーク

ダイエット効果の高い有酸素運動と筋
力トレーニングを組み入れてますが初
心者や体力に自信がない方も力あふ
れ、やる気にさせる音楽と動きでストレ
スも解消できます。

11/4・11・18・25
12/2・9・16・23
1/6・13・20

12：00～13：30

金曜
11回 6,600円 7名

成人
タオル、飲み物
動きやすい服装

H4
体調改善！
ヘルスアップ体操
長野ますみ　勤労者センター

セルフマッサージや全身を動かす体操
で血行を良くし、生活習慣病予防、肩・
膝・腰等の不調や更年期による不調改
善を目指します。個人に合った身体の
ケアが習得できます。
※初めての方、エクササイズバンド別途300円

11/4・11・18
12/2・9・16・23
1/6

14：00～16：00

金曜
8回 4,800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）

H5
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。
筋力維持やバランス力アップが期待で
きます。リラックスして行うことで、気
持ちよい時間を体験してください。

11/2
10：00～11：20

水曜
1回 600円 15名

成人
飲み物
動きやすい服装

H6
楽しく健康に
体力メンテナンス
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

11/9
12/14・28
1/11

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）

H7
自力で免疫力 UP！
50分ヨガ
稲垣千枝子　精華交流センター

体を調整する動きで関節の可動を増や
し、筋肉の動きを促進！！冬の寒さに向か
う体を深部から温めます。代謝＆免疫
力 UP⤴！　変化をお楽しみに～

11/4・11・18・25
12/9・16
1/13・20

15：00～16：00

金曜
8回 4,800円 10名

成人
ヨガマット、飲み物
動きやすい服装

J 和道
口座
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
伝統文化を経験してみませんか？
初心者の方歓迎いたします。

11/4・18
1/6・13・20
10：00～12：00

金曜
5回

3,000円
1,750円

6名
成人 白のソックス

Bun　Bunねっと　No.100 11
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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。
・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）

J2 きものをきましょう
大竹幸子　ヤマカまなびパーク

着物を着てお出かけしませんか？
日本の文化を消さないためにも、
ご一緒に学びませんか？
昔ながらの着付けです。前結びでも OK
です。

11/5・19
12/17
1/7・21

13：00～15：00

土曜
5回 3,000円 8名

成人女性

着物（あわせ・ウール・
紬）、長襦袢、たれ
もの、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

J3
書道・五書体と
漢字の起源を学ぶ
山内渓華　ヤマカまなびパーク

文字には篆書・隷書・楷書・行書・草
書の五書体あります。漢字の起源など
を学びながら五書体を体験し自分の好
きな書体で１作品仕上げてみましょう。

11/4・11・18
12/2・9
1/6・13・20
13：00～15：00

金曜
8回 4,800円 10名

成人 書道道具

J4
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2～4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。

11/2・16
12/7・21
1/11・18

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2～4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。

11/10・17
12/1・15
1/5・19

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 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。
半紙に練習することが、小筆文字を書
くことに繋がります。

11/2・16
12/7・21
1/11・18

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。

J7 いけばな草月流
浦野忍花　ヤマカまなびパーク

いけばなをはじめませんか？
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

11/10
12/8
1/19

10：30～12：00

木曜
3回

1,800円
3,000円

10名
成人

花器、剣山、雑巾
花ばさみ、ごみ袋
筆記用具
持ち帰り袋

J8
お正月のいけばな
草月流
浦野忍花　ヤマカまなびパーク

新年を迎えるいけばなを家・店舗・職
場に飾りませんか。
飾る場所に合わせていけてみましょう。

12/28
10：30～12：00

水曜
1回

600円
2,500円

10名
成人

花ばさみ、雑巾
ごみ袋、持ち帰り袋
花器、剣山

K 子ども
口座
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
クリスマスハウスを
作ろう
村田祐一郎　ヤマカまなびパーク

クリスマスにピッタリな、ミニチュアハ
ウスを作ります。
ダンボールや木を使って、家具を作っ
て、自分だけのおうちを作ってみよう。

11/13
10：00～12：00

日曜
1回

600円
500円

10名
幼児～小学生

はさみ、木工用ボンド
机に敷く新聞紙
汚れてもよい服装
またはエプロン

K2
子どもの
毛筆・硬筆書道
山内渓華　ヤマカまなびパーク

毛筆は二文字でしっかり筆の使い方を
学びます。小筆も使いこなせるように
練習します。
硬筆は小3までは2B の鉛筆、小4以上
は書きかたペンを使います。

11/4・11・18
12/2・9
1/6・13・20
16：00～18：00

金曜
8回 4,800円

18名
5歳から
中学生

書道道具

K3 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！

11/20・27
12/4・11・18・25
1/8・15・22

10：10～10：55

日曜
9回

5,400円
300円

15名
年長～小6 飲み物

K4
リスニング・英検
日曜日
チャーリー　ヤマカまなびパーク

英検4級・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！

11/20・27
12/4・11・18・25
1/8・15・22

11：10～11：55

日曜
9回

5,400円
300円

10名
小学生

筆記用具
飲み物

個別授業

個別授業

A1 A2 A3 A4 B3 D1・D2
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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

E1 H2D6・M6D3 H3

K5
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。

11/1・8・15・22・29
12/6・13・20
1/10・17・24

16：00～16：45

火曜
11回

6,600円
300円

10名
年長～小4

飲み物
タオル

K6
3才からの
はじめてのバレエ
辻沙織　根本交流センター

クラシックバレエを始めてみませんか。
初めてバレエに出会う子ども達のため
の可愛いバレエレッスンです。
柔軟性や正しい姿勢、リズム感を身に
付けましょう。
※バレエシューズ希望者　2,200円

11/20
12/25

10：00～11：00
日曜
2回 1,200円 10名

３歳～年長
動きやすい服装
タオル、飲み物
バレエシューズ（あれば）

K7
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

11/26
12/24
1/21

10：30～11：45

土曜
3回

1,800円
3,000円

10名
小学生～高校生

花器、剣山、雑巾
花ばさみ（あれば）
ごみ袋、持ち帰り袋
筆記用具

L 語学
口座
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・入門
デン　ヤマカまなびパーク

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。

11/2・9・16・30
12/7・14・21
1/11・18

10：00～11：00

水曜
9回 5,400円 10名

どなたでも
筆記用具
ノート

L2
ニーハオ
中国語講座・中級
デン　ヤマカまなびパーク

中国語を習ったことがあり、初級以上
レベルを対象とした中級クラスです。
読み、書き、話す、聞くの4技能を学
習します。中国の文化、歴史なども取
り入れていきます。

11/2・9・16・30
12/7・14・21
1/11・18

18：00～19：00

水曜
9回 5,400円 12名

どなたでも
筆記用具
ノート

M 音楽
口座
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
鳴らしやすい♪
セラリーナ♪
吉川晴恵　ヤマカまなびパーク

たじみ生まれのタテ型オカリナ “ セラ
リーナ ” は★指使いがとても楽★軽い
息使いで鳴らせる★姿勢も楽。などか
ら童謡や唱歌など早期に演奏が楽しめ
ます。一緒に奏でましょう。
※セラリーナ無料貸出有り

11/10・24
12/8・22
1/12・26

13：00～15：00

木曜
6回

3,600円
300円

10名
どなたでも

筆記用具（鉛筆）
ハンドタオルまたは
ハンカチ

M2
始めましょう
ウクレレで音楽を！
ケンシュウ竹橋　旭ケ丘公民館

音楽・楽器を始めてみましょう。
やさしくわかりやすく教えます。
※ウクレレ・チューナー貸出希望者 別途1,000円／月

11/4・18
12/2・16
1/6・20

14：00～16：00

金曜
6回

3,600円
800円

4名
成人

ウクレレ
チューナー

M3 楽しくヴァイオリン
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
体も脳もリフレッシュ!!
※ヴァイオリンの無料貸出あり

11/2・9・16・30
13：00～14：00

水曜
4回 2,400円 3名

どなたでも
ヴァイオリン

（お持ちの方）

M4
楽しい
クリスマス音楽会
リトルピアニスト　ヤマカまなびパーク

クリスマスの曲や冬の歌など楽しく指導
します。鑑賞したり、口ずさんだり、リ
ズムをとりながら学びましょう。

11/25
10：00～11：30

金曜
1回 600円 10名

どなたでも

M5
クラシックギター・
初心者講座
中塚道雄　脇之島公民館

50代～70代歓迎 !!
親切・丁寧な個別指導で楽しくレッスン。
ギターを弾ける楽しさ、上達する喜び
をご一緒に（そのうち「禁じられた遊び」
をそれなりに…。）
※ギター貸出あり１ヵ月500円～

11/2・16・30
12/14・21
1/11
10：00～11：30

水曜
6回

6,000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

個別授業

D4・D5
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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。
・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）

M6
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♪
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。
気軽にウクレレと歌を楽しみましょう。
※ウクレレの無料貸出あり

11/19
12/10
1/7

15：00～16：30

土曜
3回

1,800円
100円

12名
どなたでも

ウクレレ（あれば）
筆記用具

P パソコン
口座
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
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

11/2・9・16・30
12/7・14
1/11・18

10：00～12：00

水曜
8回

4,800円
1,000円

14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）

P2
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・
ワード・ソフトでも歓迎です。
※テキスト希望者別途550円

11/2・9・16・30
12/7・14
1/11・18

13：00～15：00

水曜
8回

4,800円
1,000円

10名
シニア

WINDOWS10･11/8
Office2019/16/13/
搭載されているパソコン
筆記用具
Office2010不可
その他 office 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・24
12/1・8・22
1/12・19
13：00～15：00

木曜
7回

4,200円
1,000円

10名
シニア

WINDOWS10･11/8
Office2019/16/13/
搭載されているパソコン
筆記用具
Office2010不可
その他 office 可

R リラクゼーション
口座
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
初心者のための
セルフリンパヨガ
登志子　ヤマカまなびパーク

身体がかたい方でも、簡単にできるツ
ボ押しやリンパマッサージをヨガに取り
入れることで無理なく柔軟性が上がり
ます。呼吸を深くして自分の身体をい
たわる時間を大切にしましょう！

11/8・15
12/6・13・20
1/17・24
10：00～11：00

火曜
7回 4,200円 6名

成人女性

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

（ジーパン不可）

R2 楽しいヨガ
IKUYO　根本交流センター

無理せず、頑張り過ぎず、呼吸に合せ
て、楽しくアーサナ（ポーズ）を取って
みましょう。
アーサナの後は、瞑想で、心の安定とや
すらぎを。初心者の方でも大丈夫です！

11/9・30
12/7・14
1/11・25

10：00～11：40

水曜
6回 3,600円 13名

どなたでも
ヨガマット、飲み物
タオル
動きやすい服装

R3
骨盤調整ピラティス
初心者向け
takako　市之倉公民館

胸式呼吸でからだを引き締めます。
インナーマッスルを強化し、しなやかな
ボディラインを目指しましょう。
くせに気づき、マイペースで動き・姿
勢をよくしましょう。

11/7・21・28
12/5・19・26
1/16・23
13：15～14：30

月曜
8回 4,800円 13名

女性
ヨガマット
ハンドタオル
飲み物

R4
秋の夜もぐっすり
陰ヨガ
下山真穂　ヤマカまなびパーク

静かにゆっくりと陰ヨガで心身をゆるめ
ていきましょう。
心地良くウトウトしてしまいそうなところ
で行う陰ヨガで、様々なバランスを整
えて巡りを良くしていきましょう 。

11/4・11・18・25
1/6・13

18：30～20：00
金曜
6回 3,600円 16名

どなたでも

ヨガマット、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

K1 K5 K6 M1H7
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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

M5 R4・R5・R6R1 R2

R5
内側から
マイナス10歳！
下山真穂　ヤマカまなびパーク

静かにゆっくり脱力しながら行っていく
陰ヨガ + プチエクササイズ等で、内側
からマイナス10歳！
様々なバランスを整え自然治癒力を引
き出し秋も笑顔いっぱいの毎日を♫

11/10・17・24
1/12・19
13：15～14：45

木曜
5回 3,000円 13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
午後の陰ヨガ
下山真穂　ヤマカまなびパーク

いつも忙しく頑張っていらっしゃるご自
分を、静かにゆっくりと脱力しながらお
こなっていく陰ヨガでいたわり、自然治
癒力を引き出していきましょう。
健やかで笑顔いっぱいの毎日を

11/10・17・24
1/12・19
15：15～16：45

木曜
5回 3,000円 13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

R7
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、ヨガで心身のバランスを整え
ましょう。無理せず、体の動きに合わ
せて呼吸。リンパマッサージでストレス
解消 !! 自分に一生懸命。

11/12・26
12/3・17
1/7・21

10：00～11：30

土曜
6回 3,600円 13名

女性
ヨガマットまたは敷物
タオル、飲み物
動きやすい服装

R8 らくらく ヨーガ
磯谷淳子　根本交流センター

肩・腰痛等は日常生活から。コアな筋
肉の痛みは深い呼吸で心身を整えて解
消しましょう。
無理なく心地良さを求めて。「継続は力
なり」ストレス解消。柔軟な自分を。

11/13・20
12/4
1/8・22

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

W 親子
口座
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　精華交流センター

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。
わらべうたや子守歌も取り入れます。

11/8・22
12/6
1/10

11：00～12：00

火曜
4回 2,400円

8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 ママのピラティス
takako　精華交流センター

胸式呼吸でからだを引き締めリフレッ
シュ。インナーマッスルを強化し肩こり・
腰痛を改善しましょう。
くせに気づいてマイペースで動き、骨
盤底筋を鍛えましょう。

11/1・15・29
12/6・13・20
14：00～15：15

火曜
6回 3,600円

8組
6カ月～
2歳位の

親子

フェイスタオル
ヨガマット、飲み物

W3
干支カレンダー2023
を作ろう
鈴木凍山　精華交流センター

卯年のカレンダーを古代文字で書いた
り、好きな言葉を書いたりして、自分
だけのオリジナルカレンダーを作ろう。

12/25
10：00～12：00

日曜
1回

600円
100円

10組
親子 書道道具

W4
書き初めに
チャレンジしよう
鈴木凍山　精華交流センター

参加者1人1人に名前入りのお手本を用
意します。会場で学校の冬休みの課題
を完成させます。3月まで市内の小学
校の教員で毎日書道審査会員のアドバ
イザーが優しく指導します。

1/8
10：00～12：00

日曜
1回

600円
100円

10組
親子 書道道具

W5 親子ヨガ
中嶋あさこ　精華交流センター

ヨガのポーズや呼吸法を親子で楽しく
学びましょう。体を使った遊びやゲーム、
リラクゼーションを通して親子の絆を育
み、心の栄養を育てます。

11/20
12/18
1/15

10：00～12：00

日曜
3回 1,800円 8組

親子
ヨガマット（あれば）
飲み物
動きやすい服装

W6
ママと子どもの
Happy ヨーガ
中嶋あさこ　精華交流センター

手遊び、絵本の読み聞かせ、ふれあい
遊びを中心に親子ヨガを楽しみましょう。
後半はママヨガで、心身リラックス。
楽しい子育てを応援します。

12/9
1/13

10：00～12：00
金曜
2回 1,200円

8組
お座り～
あんよの

親子

動きやすい服装（ス
カート、ワイドパンツ
不可）、水分
お子さんのお気に入
りおもちゃがあれば
お持ちください。
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いざという時に備えてAEDの使い方を学びま
しょう！

初心者でも手軽に作れます。講師の楽しく丁寧
な指導で自分だけのオリジナル年賀状を作りま
しょう。

大きな木をみんなで作り、森の生き物達を飾っ
てステージを秋の森にしましょう。

多治見高校探求ゼミによる不思議なサイ
エンスショーです。
・レールを走る車輪の構造とは？
・粉で爆発　ほか

日時日時●11月23日（水・祝）　10：00～11：00
定員定員●20名
参加費参加費●無料
協力協力●多治見北消防署
申込み申込み●10月1日(土)
　　　　　9　：00～ 窓口
　　　　10：00～ 電話にて

日時日時●11月3日（木・祝）
　　　①10：00～12：00　②13：30～15：30
対象・定員対象・定員●小学生・①10名②15名
講師講師●斧内弥生
参加費参加費●①②各900円
持ち物持ち物●汚れてもいい服装
　　　　飲み物
申込み申込み●10月1日(土)
　　　　　9　：00～ 窓口　10：00～ 電話にて

日時日時●11月26日（土）　10：00～11：30
対象・定員対象・定員●小学生・20名（親子参加可）
講師講師●多治見高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
申込み申込み●受付中
共催共催●多治見高等学校

まるごと消防の日
「AED 講習会」

消しゴムはんこ DE 年賀状
～うさぎ～

「やよ先生と作る秋の森」
①新聞紙で作ろう！森にすむ生き物たち
②みんなで大きな木を描こう！

多治見高校サイエンスショー
「たじみ子どもの権利の日」協賛事業市之倉公民館・精華交流センター３館合同企画 親育ち4・3・6・3・たじみプラン協賛事業

快眠体操とリラクゼーション法で、ぐっすり眠
れるカラダを育てましょう。

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。

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。

日時日時●10月14・28日（金曜・全2回）　13：30～14：30
定員定員●12名
講師講師●川添由起子
参加費参加費●1,000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●受付中

日時日時●10月8日（土）　9：30～11：30
定員定員●20名程度
講師講師●安藤秀章
参加費参加費●500円
持ち物持ち物●剪定ばさみ
　　　　軍手、タオル
申込み申込み●受付中

日時日時●10月7日、11月18日（金曜・全2回）　雨天中止
　　　9：30～11：30
定員定員●20名
講師講師●深谷滋浩
参加費参加費●各回200円（当日）
持ち物持ち物●帽子、タオル
　　　　飲み物
申込み申込み●開催日前日の
　　　　15：00までに電話にて

実践！ねむりのトレーニング
足裏もほぐして全身をゆるめましょう

庭木の手入れ　秋 みんなで外に出掛けよう♪

毎年大人気の講座です。寄せ植えでお
正月を美しく飾りましょう。

０～３歳の親子対象の講座です。親子で一緒に参加して楽し
い時間を過ごしましょう。
ボランティアの読み聞かせもあります。

日時日時●12月8日（木）　13：30～15：00
対象・定員対象・定員●一般成人・24名
講師講師●江口美恵子
参加費参加費●1,500円
持ち物持ち物●ハサミ
　　　　使い捨て手袋
　　　　持ち帰り袋
　　　　マイ鉢
　　　　（持参できる方）
申込み申込み●11月1日（火）
　　　　13：00～

日時日時●①10月24日（月）、②11月22日（火）、③12月20日（火）
　　　①、②10：30～11：30　③10：30～12：00
対象・定員対象・定員●０～３歳の子どもとその保護者
　　　　　　①、②各15組　③12組
講師講師●①稲垣千枝子　②深尾由美　③有本祐美
　　　読み聞かせ　ぽかぽかこっこ
参加費参加費●①、②各400円　③500円
持ち物持ち物●①、②動きやすい服装　③子どもの衣装、カメラまたはスマートフォン
申込み申込み●①受付中　②11月1日（火）　③12月1日（木）

お正月の寄せ植え講座 ひよこのひろば
①「おやこで楽しくヨガ＆スキンシップ」②「子重トレーニング」
③「おひるねアート」

日時日時●10月26日、11月9日
　　　（水曜・全2回）　10：00～12：00
定員定員●16名
講師講師●笹木紅凛
　　　（日本遊印アート協会公認講師）
参加費参加費●1,500円
持ち物持ち物●シャープペンシル
　　　　デザインカッター
　　　　汚れてもいいおしぼり
申込み申込み●受付中

旭ケ丘公民館 ♥旭ヶ丘 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

第28回 ふれあいまつり
第42回 趣味の作品展

ふれあいまつり　10月30日（日） 10：30～16：00（予定）

趣味の作品展　11月12日（土） 10：00～16：00　11月13日（日） 10：00～15：00（予定）

第29回 ドリームオンステージ
第30回 ココロのハンドメイド展

ココロのハンドメイド展（展示部門）ココロのハンドメイド展（展示部門）
11月5日（土） 10：00～20：00　11月6日（日） 9：00～15：00

ドリームオンステージドリームオンステージ
10月2日（日） 12：30～

第33回 養正公民館まつり 展示部門　展示部門　11月5日（土） 10：00～17：00
11月6日（日） 10：00～15：00

ステージ部門ステージ部門
11月13日（日） 13：00～16：00
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はじめて卓球をする方、経験が少ない方など初
心者向けの教室です。お気軽にご参加ください。

クリスマスバイン（枝を使った壁飾り）を作ります。
おしゃれな壁飾りでクリスマス気分を思いっきり
楽しみましょう。 さあ、楽しいクリスマス会がはじまるよ！ピア

ノとフルートのミニコンサート＆お楽しみ会。
プレゼントもワクワクするね。日時日時●10月7・14日、11月4・11・18・25日

　　　（金曜・全6回）　13：30～15：30
対象・定員対象・定員●初心者・10名
講師講師●奥政利
参加費参加費●2,700円（ラケット無料貸出あり）
持ち物持ち物●シューズ、タオル、飲み物
　　　　ラケット（お持ちの方）
申込み申込み●受付中

日時日時●12月4日（日）　10：00～12：00
対象・定員対象・定員●小学生・15名
講師講師●小川多津子
　　　（（公社）日本フラワーデザイナー協会名誉本部講師）
参加費参加費●700円
　　　　（日本フラワーデザイナー協会より材料費の一部が助成されています）
持ち物持ち物●はさみ
申込み申込み●受付中

日時日時●12月11日（日）　14：00～ミニコンサート
　　　　　　　　　　　14：30～お楽しみ会
対象・定員対象・定員●小学生・80名（先着順）
出演出演●林めぐみ/ピアノ　吉田真優/フルート
参加費参加費●100円
持ち物持ち物●上靴、飲み物
申込み申込み●脇之島公民館
　　　　脇之島児童センターにて
　　　　10月20日（木）
　　　　10：00～窓口・電話にて

はじめてみよう！
やさしい卓球

クリスマス飾りをつくりましょう ワクワクするね！
「みんなのクリスマス会」

お子さんの成長をカレンダーやおひるねアートで残しませんか。
クリスマスが幸せ溢れる時間になりますよう
に！華やかで美味しいローストチキンをだしソ
ムリエが教えます。

【Menu】
・簡単骨付きローストチキン　・鰹節入スタッフ
ドバケット　・コールスローサラダ(カレー風味)

日時日時●①11月29日（火）　10：00～12：00
　　　②12月6日（火）　1部 10：00～　2部 11：00～
対象・定員対象・定員●未就園児親子・14組（12/6は各7組）
講師講師●②有本祐美
参加費参加費●①300円　②500円　①②とも受講は100円引き
持ち物持ち物●①お子さんの写真数枚
　　　　スティックのり、はさみ
　　　　壊れたおもちゃ（あれば）
　　　　②スマホかデジカメ
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●12月10日（土）　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
　　　　持ち帰り容器
申込み申込み●受付中

市之倉なかよしひろば
①笑顔のカレンダー作り
②おひるねアートdeクリスマス

ニーハオ中国語講座 クリスマスのおもてなし
ローストチキン中級者向けの中国語講座です。書

く・話す・聴く・読むの4技能習得を
目指して学んでいきましょう。

新年のご挨拶に手作りの年賀状を出しましょ
う！兎の可愛い消しゴムハンコが彫れます。
2日間で仕上げます。

①そば店店主によるそば打ち体験講座
②地元産こんにゃくいもを使った手作りこんにゃく講座
お申込みは①②別なので、それぞれお申込みください。

今年で11年目を迎えたロングセラー講座です。
いつから受講されても大丈夫。先生の軽快な
トークで万葉の世界をお楽しみください。

日時日時●11月1・15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（材料費含む）
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
　　　　（お持ちでない方は別途200円）
申込み申込み●受付中

日時日時●①11月10日（木）　10：00～13：00
　　　②12月13日（火）　9：30～13：00
定員定員●各16名
講師講師●①蕎麦屋ぼうず代表河合敬司
　　　②南姫公民館ふるさと料理実行委員会
参加費参加費●①1,200円　②1,300円
持ち物持ち物●①20㎝以上のボウル、エプロン、三角巾、マスク
　　　　②エプロン、三角巾、マスク、飲み物
申込み申込み●10月1日(土)
　　　　　9　：00～窓口　10：00～電話にて

日時日時●11月30日、12月14日、2023年1月11・25日
　　　2月8・22日（水曜・全6回）　13：15～14：45
定員定員●20名
講師講師●安田直幸
参加費参加費●2,700円
持ち物持ち物●筆記用具
申込み申込み●10月1日(土)
　　　　　9　：00～窓口
　　　　10：00～電話にて

心を伝える
消しゴムはんこの年賀状

オーガニックライフを満喫しよう
①そば打ち編 ②こんにゃく編

万葉講座
120 人の万葉歌

日時日時●10月23・30日、11月13・27日
　　　12月4・11日（日曜・全6回）
　　　10：00～11：00
定員定員●10名
講師講師●鄧

デン
ベイジン

参加費参加費●3,000円
持ち物持ち物●筆記用具
申込み申込み●受付中

【同時開催】
おもちゃ病院
11月29日（火） 10：00～12：00
壊れてしまった大切なおも
ちゃを「たじみおもちゃ病院」ド
クターが無料で修理します。

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

マイタウンフェスティバル2022 展示部門展示部門
10月22日（土） 9：00～15：00　10月23日（日） 9：00～13：00

ステージ部門ステージ部門
10月30日（日） 12：30開場 13：00開演

市之倉公民館文化祭 展示部門展示部門
11月5日（土） 9：00～17：00　11月6日（日） 9：00～15：30

ステージ部門ステージ部門
11月6日（日） 13：00～

第31回 南姫公民館文化祭 展示部門展示部門
10月22日(土) 9：00～21：00　10月23日(日) 9：00～15：00

ステージ部門ステージ部門
10月23日（日） 12：30～15：00
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秋の夜空にはどんな星空が見えるかな？雨天時
は室内で星のお話とクイズを楽しみます。

若々しく元気な日々を送るため、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。 根本焼のルーツを学んだ後に、根本焼の器で煮

物をいただきます。
日時日時●10月8日(土)　19：00～20：30
対象・定員対象・定員●どなたでも
　　　　　(小学生以下は保護者同伴)・30名
講師講師●地球村　星倶楽部
参加費参加費●無料
申込み申込み●受付中

日時日時●10月11日(火)　10：00～
定員定員●10名
講師講師●ねもとフォーラム実行委員会
参加費参加費●200円
申込み申込み●受付中

星空観望会
～根本の空を見上げてみよう～

認知症予防講座　「認トレ」 もてなしの美濃染付
～根本焼を知っていますか～

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。

リズムに合わせて親子で体を動かそう！ 聖歌などのヴァイオリン演奏を聞きます。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。

日時日時●10月7日(金)　10：30～11：15
対象・定員対象・定員●未就園児と保護者・20組
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19日、11月16日、12月21日
　　　2023年1月18日、2月15日（水曜・全5回）
　　　10：30～11：15
対象・定員対象・定員●１～３歳児と保護者・20組
講師講師●堀尾尚美
参加費参加費●2,500円
持ち物持ち物●動きやすい服装
　　　　タオル、飲み物
申込み申込み●受付中

日時日時●12月17日(土)　13：30～14：50
対象対象●どなたでも
　　　（未就学児は保護者同伴）
定員定員●80名
出演出演●michikusa
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24日(月) 9：00～窓口
　　　　10：00～電話にて
共催共催●精華母親クラブりらっくすまま

「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～

せいかすくすくスクール
「キッズビクスで体を動かそう！」

クリスマスお楽しみ会
「精華 de 聖歌♬♪」

日時日時●10月27日、11月24日、12月22日（木曜）
　　　10：30～11：45
定員定員●16名程度
参加費参加費●300円/1回
持ち物持ち物●飲み物
申込み申込み●受付中

はがきに捺すだけで、鮮やかで華やかになる消
しゴムはんこ。自分の作品で年賀状を作ってみ
ませんか。

プリザーブドフラワーを使って、ずっと美しい
お花のクリスマス飾りを作ってみませんか。

土笛によるやさしい音色のオカリナの演奏に
加えピアノ演奏・コーラスなど、それぞれの
世界を楽しんでください。

日時日時●10月28日、11月11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●1,500円
持ち物持ち物●三角刀、カッター、カッターマットまたは
　　　　古雑誌、ウェットティッシュ、飲み物
申込み申込み●10月4日(火)　
　　　　　9　：00～窓口
　　　　10：00～電話にて

日時日時●12月10日(土)　13：00～15：00
定員定員●15名
講師講師●荒木真奈美
参加費参加費●3,300円
持ち物持ち物●ハサミ、持ち帰り用の袋、飲み物
申込み申込み●10月4日(火)
　　　　　9　：00～窓口
　　　　10：00～電話にて

日時日時●11月26日(土)　13：00開場　13：30開演
定員定員●40名
出演出演●Flare ＆ クローバー（オカリナ）
参加費参加費●300円
チケットチケット●発売中

彫って楽しむ！
「消しゴムはんこ」で
手作り年賀状

プリザーブド・フラワーで
クリスマス飾りを作ろう！

オカリナと楽しい仲間たち
～響き合うコンサート～

感謝と挑戦のTYK体育館連携事業

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

精華交流センター ♥上野町 4-23-1 ♥☎ 25-1533

第3回 精華交流センターまつり 展示部門展示部門
2023年2月25日（土） 9：00～17：00　2月26日（日） 9：00～15：00

ステージ部門ステージ部門
2023年3月5日（日） 12：30スタート

第10回 根本ふれあいフェスティバル 11月5日（土） 10：00～17：00　11月6日（日） 9：00～15：00
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「NPO法人思いやりの糸」の活動の一つ、お米づくりの脱穀に挑
戦します。これを機会にボランティアをはじめてみませんか。
NPO法人思いやりの糸の活動
⇒https://www.facebook.com/omoiyarinoito/
日時日時●10月30日（日）　小雨決行　荒天中止
　　　13：30～15：00
対象対象●親子、シニアなど世代を問わず関心のある方
定員定員●10名
講師講師●NPO法人思いやりの糸
　　　理事長　廣瀬豊
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●帽子、作業しやすい服装
　　　　スニーカー、タオル、飲み物
申込み申込み●受付中

ボランティアはじめの一歩講座
農作業体験編 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。
日時日時●12月8日（木）　14：00～16：00
対象対象●NPO団体の会計に関心のある方
定員定員●20名
講師講師●税理士　田島宏美
参加費参加費●500円（ぽると登録団体は300円）
申込み申込み●受付中

NPO 会計の決算

自立のための創造力研究所「クリパラボ」
研究員の作品や成果を発信する展示会
です。
※期間中、展示作品の入替えあり
日時日時●11月17日（木）～12月27日（火）
　　　9：00～21：00
会場会場●ヤマカまなびパーク1階ロビー・6階

団体情報発信
「クリパラボ」作品展示会

日時日時●10月2日（日）　9：30～12：00　受付9：00～
定員定員●20名
持ち物持ち物●着替え、濡れてもよい靴、帽子、タオル
　　　　水筒
申込み申込み●受付中

日時日時●11月27日（日）※11/1(火)受付開始
　　　10：00～15：00　受付9：30～
定員定員●15名
持ち物持ち物●昼食、帽子、歩きやすい靴、水筒

日時日時●①11月6日（日）※10/1(土)受付開始
　　　②12月4日（日）※11/1(火)受付開始
　　　①、②9：30～15：00　受付9：00～
定員定員●各20名
持ち物持ち物●昼食、帽子
　　　　歩きやすい靴
　　　　水筒

子どもガサガサ探険隊 魅惑の黄金ルート多治見の山が呼んでいる
市之倉
市之倉から愛知県側へ歩きます

①池田富士
池田稲荷ルートで池田富士に行きます

①丸山
土岐市境にそびえる丸山を登ります

辛沢川
多治見市街地最下流でガサガサをします

新型コロナに生活が脅かされ、気分が落ち込んでしまっていませんか。
こころの健康を保つためにはどうすればよいかお話しします。 私たち診療放射線技師が扱う高度医療機器で、頭の中がどのようになっ

ているのかみてみましょう。※画像診断機器の持ち込みはありません

骨粗しょう症は骨が弱くなり寝たきりにもつながる病気です。
病気を知ることにより健康でいきいきとした人生を送りましょう。
※骨密度測定は行いません

日時日時●12月6日（火） 14：00～15：00 講師講師●精神科部長　高田知二
会場会場●ヤマカまなびパーク 申込み申込み●受付中　☎23-7022
定員定員●20名

日時日時●12月16日（金） 14：00～15：00 講師講師●診療放射線技師　小笠原康太
会場会場●養正公民館 申込み申込み●申込受付11/1(火)より
定員定員●30名 ☎25-3622

日時日時●11月29日（火） 14：00～15：00 講師講師●副院長兼整形外科部長　高津哲郎
会場会場●旭ケ丘公民館 　　　診療放射線技師　水口悠
定員定員●30名 申込み申込み●受付中　☎27-6826

うつ病について～こころの健康を保つには～ 気になる頭の中はどうなってるの
～画像診断機器でみてみよう～

骨粗しょう症・骨密度測定について

私たち診療放射線技師が扱う高度医療機器で、身体の中がどのようにな
っているのかみてみましょう。※画像診断機器の持ち込みはありません

日時日時●11月22日（火） 14：00～15：00 講師講師●診療放射線技師　金子弘明
会場会場●市之倉公民館 申込み申込み●受付中　☎22-3776
定員定員●15名

気になる身体の中はどうなってるの
～画像診断機器でみてみよう～

市民のための
健康講座

県立多治見病院の医師、看護師、薬剤師などが
講師となり、健康づくりに役立つ講座を開催し
ています。

参加
無料

要事前
申込

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　場所：申込時に連絡対象：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　場所：申込時に連絡　※すべてに共通です
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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。

公民館コンサート

市之倉で聴く昭和ポップス＆オペラ
Xmas コンサート

フルート・筝・十七弦で奏でるハーモニーをお楽しみください。

齊藤順子ソプラノコンサート
～煌めきのピアニスト古田友哉を迎えて～（100人コンサート）

井草聖二ギターコンサート

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
 　　　 10：00～18：00（入館は17：30まで）
　　　   月曜（祝日の場合は翌平日）
開　館
休館日Museum of Modern Ceramic Art, Gifu. （MoMCA）

開館20周年記念　特別展
ロマンティック・プログレス

MoMCAの
小さな図工室

開館20周年記念　特別展
愛のヴィクトリアン・ジュエリー
華麗なる英国のライフスタイル

収蔵作品と現在活躍する
作家の作品を併せて紹介。
新たな文脈から陶表現の
過去・現在・未来を探り
ます。

０歳から100歳までウェルカム
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。

100年以上前から変わらぬ
宝石の輝き☆
ヴィクトリア時代の作品を中心に、
イギリスの華麗なアンティーク・
ジュエリーを紹介します。

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
和・洋コラボコンサート

市之倉公民館　☎22-3776

旭ケ丘公民館　☎27-6826

精華交流センター　☎25-1533

 　　　 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

あの時、あの場所で歌った曲…胸が高鳴る懐かしい昭和の名曲と
オペラの世界を、ソプラノ歌手鷲見真純があなたにお届けします。

オペラから唱歌まで多彩な声色で魅了する齊
藤順子が煌めきの技巧派ピアニスト古田友哉
とお届けする珠玉のコンサート。

多様なテクニックを取り入れた緻密なフィン
ガーピッキング奏法の楽曲、演奏スタイルで
国内外で高い評価を受けている井草聖二のミ
ニコンサート開催！

日　　時  12月11日（日）　開場 13：30　開演 14：00
定　　員  100名
出　　演  齊藤順子（ソプラノ）　古田友哉（ピアノ）
入　場　料  前売り1,500円　当日1,700円
チケット  10月2日(日)9:00～窓口、10:00～電話にて

日　　時  11月24日（木）　開場 18：30　開演 19：00
定　　員  70名　 出　　演  井草聖二
入　場　料  無料
申　込　み  10月15日(土)9:00～窓口にて整理券配布

　　　　 （お一人様2枚まで)

日　　時  12月18日（日）
　　　　 開場 15：30　開演 16：00
定　　員  100名
出　　演  鷲見真純（ソプラノ）

　　　　 松平千明（ピアノ）
入　場　料  800円　小中学生500円
チケット  販売中

日　　時  10月10日（月・祝）
　　　　 開場 9：30　開演 10：00
定　　員  80名
出　　演  柴田美紀(フルート)

             大嵜祐子（筝）
             水野孝子（十七弦）
入　場　料  無料　整理券配布中

建物の表面を覆う薄板状のやきものを統一的に「タイル」と呼
ぶようになって今年で100年。本展では2会場に分けて、日
本のタイル100年のあゆみを時代背景とともに紹介します。

砂場で作る泥だんごとは全く違う方法で、粘土の球を削り、色をのせ、磨いて、
光る球体に仕上げていきます。

9月17日（土）
～11月13日（日）

10月16日(日)
13:30～16:00（時間内出入り自由）
参加無料・事前申し込み不要

11月26日(土)
～2023年1月29日(日)

タイル名称統一100周年記念
巡回企画展「日本のタイル100年 美と用のあゆみ」

関連企画　INAXライブミュージアム協力企画
「光るどろだんご」in 多治見

第一会場  多治見市モザイクタイルミュージアム
第二会場  多治見市美濃焼ミュージアム
観 覧 料  ２会場共通券　500円

対象・定員  小学4年生以上・各回20名
講　　師  磯村司（INAXライブミュージアム）
参 加 費  900円　別途観覧料が必要
持 ち 物  手拭きタオル
申 込 み  受付中

9月17日(土)～2023年1月29日(日)
9：00～17：00（入館は16：30まで）

10月29日(土)
①13：00～14：00　②14：30～15：30

カルロ・ザウリ《白い官能》
1976 年　岐阜県現代陶芸美術館蔵

《シードパールティアラ》
　穐葉アンティークジュウリー美術館蔵

撮影：梶原敏英 INAX ライブミュージアム


