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	サクソフォン	 ピアノ

上野耕平 ＆	阪田知樹
デュオ・リサイタル

13：30開場
14：00開演2023. 3/11（土）

バロー文化ホール（多治見市文化会館）小ホール
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Bun　Bunねっと　No.1012

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（12/29～1/3）は休館です

子供文化芸術活動支援事業

好評
発売中

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

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。
【出演】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
【曲目】モーツァルト：歌劇『劇場支配人』K.486序曲
           メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲ホ短調 作品64
           ベートーヴェン：交響曲第5番ハ短調 作品67『運命』
【全席指定】S 席 5,000 円　A席 4,000 円　B席 2,000 円    ※未就学児入場不可

会場 :大ホール　開場 14:30/ 開演 15:151月28日㊏

©Yoshinori Kurosawa ©Makoto Kamiya
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©＠ogata_photo

主催：多治見市・多治見市文化会館
協力：(株)ジーコーポレーション

主催：TAJIMI CHOIR JAPAN　　共催：多治見市文化会館

企画・制作：イープラス　協力：ティーエーエヌジー/eplus music 主催：（株）ジーコーポレーション　共催：多治見市文化会館/岐阜新聞社

［発売日］　1月7日(土)　イープラスでも販売

TAJIMI CHOIR JAPAN
第49回定期演奏会

Sound Spice vol.2

上野耕平＆阪田知樹  デュオ・リサイタル

角野隼斗  全国ツアー2023 "Reimagine"

今、最も熱い注目をあびるサクソフォン奏者 “上野
耕平 ”とピアニスト “阪田知樹 ”によるエキサイティ
ングなコラボレーション。次代を切り拓く、若きヴィ
ルトゥオーゾたちの多彩な響きをお楽しみください。
【出演】サクソフォン：上野耕平、ピアノ：阪田知樹

自身最大規模の全国ツアー全16公演開催。300年前の作
品と現代の作品を並列に捉えることで、クラシック音楽を
生きた音楽として、“再構築 ” する。ジャンルを超えた活
躍を続ける角野隼斗の新たな挑戦。
【曲目】J.S. バッハ : パルティータ 第 2番 BWV826
　　　 J.S. バッハ : インベンション より ほか

［小ホール特別企画］
子どもも楽しめるミニピアノコンサートを開
催します。オーバーホールしたベーゼンドル
ファーの音色をお楽しみください。
【演奏】ピアノ：古田友哉　14:00～ 14:45
※直接ご来場ください。
※申込不要

新しくなった施設を自由に見学していただけます。

東海地方を音楽で盛り上げる音楽イベント
「Sound Spice」。多治見出身のCrystal Boyほか、
豪華ゲストを迎え、多治見市を熱く盛り上げます。

【全席指定】
 一般 4,000 円　　U25 3,000 円
※未就学児入場不可　　協力：イープラス

【全席指定】Ｓ席 6,800 円　　Ａ席 5,800 円　　学生券 3,000 円
※未就学児入場不可

【全席自由】
一般 2,000 円　　学生 1,000 円
ペア 3,000 円　　　※未就園児入場不可

【出演】村屋光二、Crystal Boy(nobodyknows+) ほか
【全席指定】 4,000 円　※未就学児入場不可

会場 :小ホール
開場 13:30/ 開演 14:00

会場 : 大ホール
開場 15:00/ 開演 16:00

13:00 ～ 16:00

会場 : 大ホール　開場 17:30/ 開演 18:00

会場 : 大ホール　開場 17:15/ 開演 18:00

3月11日㊏

2月5日㊐

1月9日㊊㊗

1月29日㊐

2月26日㊐

新しくなったバロー文化ホールをみてみよう

バロー文化ホールリニューアルオープン記念・多治
見ロータリークラブ委嘱作品「土と炎」初演演奏会。

参加無料

好評
発売中

好評
発売中

好評
発売中

チケットのご購入方法

★発売日初日に限り、お一人様 4枚まで　・インターネット（初日は 7:00 ～）　・電話（初日は 9:00 ～）　・発売日初日の窓口販売はありません
※U25応援プロジェクト…多治見市文化会館は 25歳以下の人々の文化・芸術活動やコンサートなどの様々な文化事業への参加を応援していきます。

←詳しくはホームページ
　をご覧ください



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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弦楽器を本気で学びたい子どもたちのステップアップを応援！
地域の演奏家や指導者によるワンランク上の講座を企画しました。
1月21日、2月4日・25日、3月18日（土曜・全4回）
14:00～18:00
【会　場】練習室2 ほか
【対象・定員】5才～20才
　　　　　　  各パート10名程度
【募　集】ヴァイオリン
              ヴィオラ、チェロ
【講　師】山田真吾、加藤菜津子　ほか
【受講料】10,000円（全4回）
              ※小学校低学年（8才）
　　　　　  以下8,000円

［発売日］　 1 月14日 (土)

［発売日］　 1 月14日 (土)

フランツ・リストが編曲した2台ピアノによるベートーヴェン
「交響曲第9番」に 2つの才能が挑む。
【出演】ピアノ：古田友哉、梅田智也
【曲目】チャイコフスキー（エコノム編）：組曲「くるみ割り人形」
op.71a
ベートーヴェン（リスト編）：交響曲 第9番より「歓喜の歌」 ほか

世界各国の民族楽器を紹介します。25日に
は、打楽器アンサンブルViciicによるワーク
ショップや楽器解説も開催。
Viciicミニ演奏会
3月25日（土）
①12:15～12:45　②13:30～14:00
※参加無料・申込不要

～美しい歌声がホールに響く～
陶都楽友協会の若手演奏家が中心になって盛り上げる
ステージなど盛りだくさんでお届けします。
【曲目】さくらさくら、威風堂々、フニクリフニクラ、
　　　  アメイジンググレイス　ほか

ピアノ・マリンバ・パーカッションで結成されるプ
エンテが、子どもたちに音楽の楽しさを広げます。

【出演】
ピアノ：中垣友希、マリンバ：間野英里、パーカッション：中村　新
【入場券】整理券・各回60人　　【整理券配布】1月14日 (土 )  9:00~

弦楽器を学ぶ子どもたちのステップアップ
講座に参加した受講生による初舞台です。
※直接ご来場ください

【全席自由】
 一般 2,000 円　　U25 1,000 円
※未就学児入場不可

【全席自由】
 一般 1,000 円　　U25 500 円

会場 :大ホール
開場 13:30/ 開演 14:00

会場 : 大会議室
① 13:00 ～ 13:45
② 14:15 ～ 15:00

会場 : ホワイエ
11:00 ～ 11:45

会場 : 展示室
入場券 :無料　※直接ご来場ください
10:00 ～ 16:00

会場 : 大ホール
開場 13:30/ 開演 14:00

3月19日㊐

3月25日㊏
3月25日㊏

3月19日㊐～25日㊏

3月21日㊋㊗

バロー文化ホール ピアノ開放DAY 弦楽塾－冬－  受講生募集

まるごと1週間
音楽の日inたじみに
出演予定！

まるごと1
・
週
・
間
・
音楽の日 inたじみ

Tomoya×Tomoya　2台ピアノの饗宴

PUENTEキッズコンサート ふらっとコンサートVol.47
~舞台初挑戦~

世界の楽器博物館

1st陶都楽友協会によるフレンドリーコンサート

● ●●●●●●●● ● ● ●●●入場無料

弦楽塾ロビーコンサート

受付中

ベーゼンドルファーの響きを新しくなったホールで体験してみませ
んか？
① 2 月 4 日(土)　② 3 月 3 日(金)　③ 3 月22日(水)
④ 3 月23日(木)　⑤ 3 月24日(金)　⑥ 3 月25日(土)
─ U25DAY ─ ⑦ 2 月25日(土)
10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00（各55分）
【会　場】小ホール（ベーゼンドルファー）
【参加料】1,500円/1枠
　　　　 連続する2枠まで申込み可
　　　　 演奏者2人目からは1人に
　　　　 つき+500円（上限４人まで）
※U25DAYは、25歳以下限定
※詳しくはホームページでご確認ください
【申込み】1月6日(金)9:00～電話

7日間
毎日開催



Kasahara cooking club

【定　員】12名
【参加費】2,000円

【定　員】12名
【参加費】2,000円

3月14日（火）
19：00～21：002月18日（土）

10：00～12：30

洞谷式おいしい時短レシピ

【講師】洞谷多美江　【申込み】１月６日（金）9：00～

パンとお菓子と パスタ
チャチャッと

さよならアザレアホール事業

思い出ホールツアー＆写真撮影

1月29日（日） 　　 13：00　　　 14：00開場 開演 3月26日（日） 　　 13：00　　　 14：00開場 開演

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

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の最後の公演と
なります。落語が初めての方から落語通まで惹きつける一之輔落語をぜひ会
場で味わってください！

誰でも参加できる音楽劇　REVIEW CONCERT

我らの『さよならアザレアホール』
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

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バイオリン。
アザレアホール最後の100プレ！心揺さぶるステージをご堪能ください。

【チケット】全席自由 1,000円
※未就学児入場不可
※100席限定

席は通常の席となります
【プレイガイド】笠原中央公民館
【出　演】高橋誠／ヴァイオリン

ティトモンテ／ピアノ・アコーディオン
荒川岳大／ギター

【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　※未就学児入場不可

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

多くの方がここに集い、共に高め合いなが
ら絆を生み出し開催してきた『誰でも参加
できる音楽劇』。この公演がアザレアホール
最後のコンサートです。舞台を彩った数々
の名曲をぜひ！
指導：水野妃佐子　江端智哉　市原実小代

【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】1月15日（日）
【プレイガイド】笠原中央公民館

洞谷先生が伝授する、２次発酵か
らのパン作りとお菓子作り。チャ
チャッとパスタも作って、大満足！
・メロンパン ・ナポリタンスパゲッティ
・洞谷先生のお菓子つき

・パラパラたまごチャーハン
・ホタテ缶入りしゅうまい
・もやしのピリ辛ナムル
・お楽しみおまけの１品
・お土産つき

姿勢と呼吸を整える　winter

新しいアナログゲームの世界
マーダーミステリー 2タイトル 連続公演

2月7日・21日、3月7日・28日
（火曜・全４回） 10：00～11：30

2月19日（日） ①「河辺の夜の夢」（10：00～14：00） 定員：6～7名
 ②「最果亭の災禍」（15：00～19：30） 定員：6～8名

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】女性・12名　【参加費】2,400円
【講　師】畑中尚子（理学療法士）
【申込み】１月６日（金）9：00～

人気沸騰のマーダーミステリーを多治見で！これは皆さんが
プレイヤーとしてミステリーの登場人物になり、物語に入り
込むことができるゲームです。今回は２タイトルご用意！！

【ゲームマスター】西本吏志　【対　象】高校生以上
【参加費】各回 1,500円
【申込み】１月４日（水）～

QRコードから申込み
【協　力】ボードゲームフェスタまいたーん！
※各ゲームに参加したことのある方、犯人等を

ご存知の方は参加できません。

2月22日（水）・25日（土） 10：00～12：00
3月31日をもってその使命を終える笠原中央公民館アザ
レアホール。一人でも多くの皆様の記憶に残していただ
きたいと思い、ホールの裏側を体験するツアーを開催し
ます。ツアー中にホール内の撮影もしていただけます。
記憶と記録…両方に焼き付けてみませんか。

【対象・定員】小学生以上・各日15名　【参加費】無料
【申込み】１月６日（金）9：00～
※お持ちの方はヘルメット持参　※危険な箇所もありますので予めご承知おきください。

ボードゲームフェスタ！ まいたーん！ in Kasahara
2月19日（日） 13：00～17：00
人気沸騰！世界のボードゲームで遊ぶことができる１日。
親子でも、ひとりでも楽しめます！！

【対象・定員】小学生以上・20名（８歳以下保護者同伴）
【参加費】大人 500円　高校生以下 300円　親子２名で500円
【申込み】１月４日（水）～　QRコードから申込み

（笠原中央公民館へ電話申込みも可）

vol.54

※詳細はお問合せください　  の講座冬

©photo by キッチンミノル

好評
発売中

好評
発売中

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.1014



冬の天文イベント
【講師】地球村星倶楽部

※雨天・曇天中止
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。

参加
無料

【対象・定員】家族 親子・各回５組
【講　師】安江務

（NACS-J自然観察指導員）
【参加費】無料
【申込み】電話または窓口で

【講　師】多治見峰遊会
【持ち物】運動できる服装、運動靴または体育館シューズ
【申込み】不要

春の動植物を見つけながら、自
然を楽しむウォーキングツアー
です。

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。

10：00～12：00、13：00～15：00

1月7日・21日、2月4日・18日
3月4日・18日（土曜）

スポーツクライミング普及のための体験会です。

【申込期間】
市内のお客様　3月 4日（土）～ 6日（月）
市外のお客様　3月11日（土）～13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。

フリークライミング体験会
ボランティア指導者の皆様による

3月25日（土） 10：00～11：00

地球村フィールドツアー

サタデースターナイト

施設予約の
事前受付・調整
について

令和５年度
7月～10月の

雨天中止

【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

【定　員】10名
【持ち物】デジタル一眼又はミラーレスカメラ

三脚（あれば）、カメラの説明書（あれば）
【申込み】２月18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。

1月14日・21日、2月11日・25日
3月18日・25日（土曜） 19：00～20：30

星空と風景を１枚におさめた「星景写真」を
撮影してみよう！

3月11日（土） 19：00～21：00

星景写真撮影講習会

【対　　象】小学生以上（小学生は保護者同伴）
【受付時間】9：00～15：00（ゲームプレイ16：00まで）
【参 加 費】 　　　　　１ゲームキット400円に加え参加者１人につき100円
 　　　　　《クリアまでの目安 ２時間》
 　　　　　１ゲームキット500円に加え参加者１人につき200円
 　　　　　《クリアまでの目安 ４時間》
　　　　　　※上級編攻略には中学生レベルの読み書き、計算が求められます。
　　　　　　※同伴する小学生未満は参加費不要　※１ゲームキット６名まで

【持 ち 物】歩きやすい靴、防寒着、リュックサック等　　【申 込 み】不要

初級編

上級編

1月21日（土）～4月9日（日）
リス太郎からリス次郎に届いたパーティーの
招待状は、暗号になっていた！？
一緒に暗号を解いて、リス次郎を森の中にある
パーティー会場に連れていってあげよう！

実 践 編

日帰り利用時間│9：00～16：45
利用無料 ※宿泊はできません

３個セット│170円
※予定数に達し次第終了

対象年齢│３～９歳
利用無料

地図を頼りに地球村の山林を
探検し、謎解きや宝探しに挑
戦する体験型ゲームです。

【対象・定員】小学生の子どもとその保護者・10組
【講　師】ボーイスカウト多治見第１団
【会　場】地球村キャンプ場
【参加費】大人1,500円　小人1,200円（材料費込）
【持ち物】飲み物、エプロンなど
【申込み】２月11日（土）9：00～電話または窓口で

家族でキャンプデビューしてみたい方必見！
簡単なものから本格的なものまで、キャンプの名人が
火の起こし方から伝授します！

3月11日（土） 10：00～13：00　

※画像はイメージです

子どもと

一緒に作る

ファミリーキャンプ教室

キャンプ飯お手軽

雨天実施

謎解きフィールドゲーム2023

森のパーティーの招待状
謎解き
フィールド
ゲームとは？

冬季は本館ホールの
暖炉に火が入ります。
揺れる炎を見つめて
いると、心が落ち着
いてリラックスでき
ますよ。

◀

宿泊のできる本館、
ログハウス各室に加
え、本館ホールや常
設テント内、室内遊
具のあるちびっこ
ルームにも設置して
います。

◀

暖炉とこたつ

森っ子の庭

地球村の常設テントが
ビッグサイズにリニューアル！
豊かな緑の近くで
ハンモックに揺られながら、
読書などをお楽しみいただけます。

常設テントに隣接し
た、子ども向け遊具
などを揃えた屋根付
きスペースです。

テ
ン
ト
内
に
は
ハ
ン
モ
ッ
ク
や

ク
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

◀

リニューアル！

ひろーい
テント
ゆったり時間を過ごす

だんろでサモア

地球村の
冬といえば

気軽に日帰り遊び

雨天中止

直径６m！高さ3.5メートル！

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　！
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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

【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

各講座とも表記のない場合は申込受付中です

新春新春　　！！　　開運開運　　！！　　
まなパみくじまなパみくじ

まめまめまめまめ
防災クイズ防災クイズ
災害に備えて、楽しみながら
学んじゃおう。

今年のあなたの運勢は？
ドキドキワクワク運だめし☆

1月7日（土）～22日（日）
9：00～21：00

1000年を生きる女part2時代の扉をあけた人

１月　…　松坂の夜　本居宣長
２月　…　救民　大塩平八郎
３月　…　英雄　日本武尊

～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。

1月20日、2月17日、3月17日
（金曜・全3回）13：30～15：00

1月5日、2月2日、3月2日
（木曜・全3回）13：30～15：00

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）
【持ち物】筆記用具
【会　場】5階学習室501

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行きます。

初めての方歓迎

恋する万葉集

1月26日、2月23日、3月23日
（木曜・全3回）10：00～11：30

1月11日・25日、2月8日・15日、3月8日
（水曜・全5回）13：30～15：00

【講　師】安田直幸 【定　員】60名
【受講料】1,800円 【持ち物】筆記用具
【会　場】5階学習室501

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

美食万葉
万葉人はどんなものを食べていた
のでしょうか。当時の食文化を、
歌とともに堪能しましょう。
オリジナルのテキストとテンポの
よい語り口で万葉集を楽しく読ん
でいきます。

古代史ハイライト
「壬申の乱」で勝利した大海人皇子は
明日香浄御原朝を開き、初めて「天
皇」として即位。皇后鵜野皇女ととも
に国家建設に邁進します。その着実な
歩みを書紀から読み解きます。

天武天皇の明日香浄御原朝

女性ホルモンとカラダのトリセツ
新聞ちぎり絵ワークショップ新聞ちぎり絵ワークショップ

一生を通した女性ホルモンの変化・更年期
の心とカラダの移り変わりを知り、心地よ
くカラダを動かすセルフメンテナンス術を
楽しく実践します。

新聞のカラー紙面を使い、指でちぎり、
貼り付けて絵を描きます。
身近な材料で和紙のような風合いが出る
ため、味わいのある作品をつくることが
魅力です。下絵イラストがあるので、初
めての方もお気軽にご参加ください。

【対象・定員】女性・20名
【講　師】郷司理香（ちぇぶら認定更年期ライフデザインファシリテーター）
【受講料】500円 【持ち物】飲み物、筆記用具
【会　場】5階学習室501
【申込み】1月14日（土）13：00～　電話または窓口にて
【共　催】多治見市役所くらし人権課

【定　員】20名
【受講料】各回200円

（別途初回材料費300円）
【会　場】6階美術室　等
【協　力】㈱多治見中日サービスセンター

男女共同参画講座

3月25日（土）10：30～12：00 1月24日、2月21日、3月14日
（火曜・全3回）13：00～15：00

【講　師】勝典子（古典文学講師） 【定員】60名
【受講料】1,800円（別途書籍代2,860円が必要となります。）
【持ち物】筆記用具
【会　場】7階多目的ホール

2月1日（水）～15日（水）
9：00～21：00

2月19日（日）
10：30～12：00

みんなでカルタを楽しもう
【対象】小学生まで

防災防災カルタカルタ
選手権選手権　　！！

ダダ
笑顔で働くための笑顔で働くための
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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。

まなパー　de　体操　2days

桔 大学はシニア世代のための学びの
場です。年間を通じて活動しています。
今年一年のクラブ活動の成果発表を行
います。

第33回桔 大学

【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
基礎の動きを中心に行うヨガ初級者おススメクラス
です。

1月18・25日、2月1・8・15・22日、3月1・8・15日
（水曜・全9回）

1月13・20・27日、2月3・10日、3月3・17・24日
（金曜・全8回）

【受講料】7,200円
【定　員】40名

【受講料】6,400円
【定　員】40名

１８：３０～１９：４５ １８：３０～１９：４５

リラックスYOGA
ストレッチからゆっくりポーズを行うヨガ初心者に
おススメのクラスです。

アクティブ＆フローYOGA ダイナミックYOGA
たくさんのポーズをテンポアップして行う中・上級
者向けクラスです。

難易度の高いポーズに挑戦しましょう。
筋力・柔軟性・体幹すべて鍛えます。

【受講料】8,100円
【定　員】30名

【受講料】7,200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

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♪

1月20日、2月3日、3月3日・17日・31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2,000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　！
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　!　?

1月19・26日、2月9・16日、3月16・23日
（木曜・全6回）13：15～14：30
【講　師】ユキ（ペルヴィス®ワーク認定）
【定　員】40名
【受講料】4,800円
【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！

ヘルシー骨盤調整

講師：アツシ

バランスボールの上でいろいろな動きを
しながら頭を使った体操も行います。
頭と体を動かして心も体も若返りましょう。
身体測定コーナーもあります。

【講　師】太田志名子（健康運動指導士）
【対象・定員】60歳以上の男女・15名
【受講料】無料　　【会　場】1階サンルーム
【持ち物】バランスボール（あれば）、タオル、飲み物

1月21日（土）10：15～11：30

認知症予防講座

バランスボールで心も体も
若さを取り戻そう　！

展　　示
3月4日（土）～9日（木）
絵画・書道・生け花
ペン習字・手芸・俳句

ステージ 3月9日（木）13：30～
合唱・民謡・詩吟

文化祭 観覧自由

【講　師】小池久司（オハナスポーツ代表）
【対象・定員】①幼児の親子・15組　②小学1～3年生の親子・15組
【受講料】300円（1組）
【持ち物】運動のできる服装、タオル、飲み物
【会　場】7階多目的ホール

2月4日（土）①10：00～10：50　②11：00～11：50

スキンシップを高め、親と子のつながりを
深める時間をつくりませんか。
（共催：多治見市役所くらし人権課）

親子で楽しく体を動かそう　！

親子親子　　dede　　体操体操

子どもの権利学習講座

【講　師】水野真代 【対象・定員】年長～小学3年生・15名
【受講料】800円 【会　場】7階多目的ホール
【持ち物】運動のできる服装、タオル、飲み物
【申込み】笠原体育館（☎43　―　6285）または

QRコード（多治見市スポーツ協会HP）にて

新体操をやってみよう新体操をやってみよう
様々な手具を使って美しく動く、新体操の
世界。あなたも一度やってみませんか？
今回の講座では、ボールとフープとリボン
の体験を行います。
（主催：笠原体育館）

2月5日・12日（日曜・全2回）10:00～11:00
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1月5日（木）・21日（土)
2月2日（木）・18日（土)
3月2日（木）・18日（土)
11：00～11：30お預かりして3週間から6週間

開館時間中いつでも

■　日本画部門 
市 美 術 展 賞 東　　徳惠 中津川市
市 長 賞 川井　庸弘 可児市
市教育委員会賞 水野　　都 土岐市
市議会議長賞 所　久美子 関市
林 雲 鳳 賞 Deng Yu Tong 名古屋市

■　洋画部門
市 美 術 展 賞 磯部　和久 豊川市
市 長 賞 佐竹　立美 可児市
市教育委員会賞 岡　　宣武 多治見市
市議会議長賞 可知富士子 中津川市
林 雲 鳳 賞 市川　佳子 恵那市

■　工芸部門
市 美 術 展 賞 村瀨　定光 多治見市
市 長 賞 酒井　光幸 多治見市
市教育委員会賞 安江　　瞳 多治見市
市議会議長賞 原田　直政 多治見市
林 雲 鳳 賞 安藤　英治 瑞浪市
桔 賞 西尾　斗希 多治見工業高校

■　彫塑部門 
市 美 術 展 賞 伊佐治孝文 土岐市
市 長 賞 川上　堯由 知多市
市教育委員会賞 浅井　直也 小牧市
市議会議長賞 原田　直政 多治見市
林 雲 鳳 賞 大竹　崇文 瑞浪市

■　写真部門
市 美 術 展 賞 東　　　孝 瀬戸市
市 長 賞 春日井ふみ子 瑞浪市
市教育委員会賞 小栗　正敏 瑞浪市
市議会議長賞 田中　靜香 多治見市
林 雲 鳳 賞 籠橋　定省 春日井市
桔 賞 N y x 多治見市

■　　書道部門
市 美 術 展 賞 水野　韜光 多治見市
市 長 賞 荻原　雅春 多治見市
市教育委員会賞 富田　廬牛 多治見市
市議会議長賞 石垣　菫風 坂祝町
林 雲 鳳 賞 安藤　朱游 恵那市
桔 賞 伴野　　葵 多治見高校

■　デザイン部門
市 美 術 展 賞 井上　隆志 多治見市
市 長 賞 中村　蓮翔 東海市
市教育委員会賞 河内　優奈 多治見西高校
市議会議長賞 松田　　凛 名古屋市
桔 賞 長谷川愛子 多治見西高校

多治見市美術展　結果発表 （主催：多治見市）

第80回多治見市美術展一般部・こどもの部が、11月11日～
13日までセラミックパークMINOで開催されました。一般
部は、市内外の高校生から成人まで7部門合計309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 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。

親子で楽しむ絵本の時間です。手遊びやわら
べうた、折り紙などを親子で
楽しみましょう。

絵や文章などどんなものでもかまいません。
自分の　“好きなこと”　を
つめこんで、子ども情報
センターで展示して
みませんか。

子ども情報センター玄関ロ
ビーにて、多治見西高校茶
華道部による年始に向けた
生け花の展示をします。

おはなしのかいぽっぽ
わたし・ぼくのけんきゅうはっぴょう！多治見西高等学校茶華道部

年末年始のお花の展示～六花～

【たじみアグレッシ部】

12月22日（木）～　R5年1月9日（月・祝）頃まで
＊お花の状態により終了日を変更する場合があります。

開館時間中いつでも 【講　師】ボランティアサークルおはなしのかいぽっぽ
【参加費】無料　　【申込み】不要

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

2023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14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15日（日）　13：00～
　　　　２　月　４　日（土）　13：00～
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

【小学生ギャラリー企画】

【参加費】無料　　【申込み】2月28日（火）まで
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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

サタデーナイトサタデーナイト　　★★　　ライブラリーライブラリー
閉館後の図書館で大人向けのおはなし会や夜の地下書庫ツアーを体験してみませんか。

【対象・定員】成人・20名
【参加費】無料
【申込み】1月17日（火）10：00～窓口・電話にて

2月18日（土）
18：30~19：30

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！

【定　員】１日200名限定
【申込み】当日先着順

開運開運　　！！　　図書館おみくじ

1月7日（土）～9日（月・祝）　10：00～18：00

ます。

じじ 当たり付き

第56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行な
います。

2月26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12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22日（水）～26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

薮内正幸絵本原画展

唯一の動物画家と呼ばれた薮内正幸さんの、あたたかな
動物の親子や鳥の原画を展示します。

【会場】ヤマカまなびパーク1階オープンギャラリー・図書館内
【共催】多治見文庫連絡会

好きこそものの上手なれ

「動物が好き」で独学で絵を学び、生涯をかけて数多くの動物画を
描き続けた父・薮内正幸さんについて語っていただきます。
「好きなことはとことんやらせる」という家庭で育った正幸さん。
子育て中の方にも是非聴いていただきたいお話です。

【会　場】ヤマカまなびパーク5階
学習室501

【対象・定員】成人・50名
【講　師】薮内正幸美術館館長

藪内竜太
【チケット】500円
【申込み】図書館カウンター・電話・
多治見文庫連絡会にてチケット発売中
【共　催】多治見文庫連絡会
【連絡先】今井　090　―　8671　―　1510

山口　090　―　7672　―　0531
松田　090　―　8557　―　0827

どうぶつの親子と鳥の世界 ～動物画家　薮内正幸について～

1月21日（土）13：30~15：00
1月7日（土）～28日（土）　10：00~20：00
土日祝は18：00まで

Bun　Bunねっと　No.101 9



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7日（土）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14日（土）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）
14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8日～21日）に限ります。
４．受講券販売期間終了後も成立講座に限り、ヤマカまなびパークにて販売致します。

詳しくはヤマカまなびパークまでお問合せ、またはホームページにてご確認ください。

【電話予約についてのご注意】

【お申込みと受講についてのご注意】

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

分類説明

Ａ…クラフト
Ｂ…教養・ビジネス
Ｄ…ダンス
Ｅ…趣味
Ｈ…健康
Ｊ…和道
Ｋ…子ども
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

2023年1月8日（日）～21日（土）
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。

電話予約日 1月7日㈯  9：00～15：00
予約専用ダイヤル ☎（0572）23-7035 支払締切日 1月14日㈯

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 !

※電話予約はこの日
のみの受付です

Bun　Bunねっと　No.10110



Ｂ 

教
養・ビ
ジ
ネ
ス

Ｄ 

ダ
ン
ス

Ｅ 

趣　
味

Ｈ 

健　
康

Ｊ 

和　
道

Ｌ 

語　
学

Ｋ 

子
ど
も

Ｍ 

音　
楽

Ｐ 

パ
ソ
コ
ン

Ｒ 

リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン

Ｗ 

親　
子

Ａ 

ク
ラ
フ
ト

※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 2023年1月8日㈰～21日㈯ ヤマカまなびパーク	 9：00～21：30（月曜休館）

市立公民館	 9：00～17：00

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
お雛様と
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。
置き飾りのお雛様も選んで作れます。

（お雛様とつるし飾りは希望に応じて単
品でも両方でも作れます）
※つるし台希望者別途1,000円～

2/9・16
3/9・16

10：00～12：00

木曜
4回

2,400円
4,500円

15名
どなたでも 裁縫道具

A2
アーティフィシャルの
花でアレンジ
荒木真奈美　旭ケ丘公民館

花が少ない季節、枯れない花（アーティ
フィシャル）のアレンジで生活を華やか
にして楽しく過ごしましょう。

3/5
10：00～11：50

日曜
1回

600円
2,800円

5名
小学生以上

新聞紙数枚
持ち帰り袋

A3 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。

2/4・11
3/4・18

10：00～11：30

土曜
4回

2,400円
300円

6名
成人

Ｂ教養・ビジネス
講座
番号 講座名 講座紹介 日程・時間 曜日

回数
受講料
教材費

定員
対象 持ち物

B1
想いを叶える
終活セミナー
松本三千代　根本交流センター

エンディングノートを書けるようになる
ための講座です。立ち止まって今まで
の人生を考えてみませんか？
終活は自分を見つめ今をより良く自分ら
しく生きる活動です。

2/17
3/17

10：00～11：30

金曜
2回 1,200円

10名
50歳以上
の女性

筆記用具

B2
その相続財産、
私にもください！
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。

3/12
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）

B3
20代、30代からの
資産形成
小林篤典　ヤマカまなびパーク

長い時間をかけてじっくり資産を増やす
ポイントを学びます。
NISA や iDeCo 等のお得な制度を活用
したほったらかしの仕組みを構築し、自
ら実践・継続するための講座です。

2/3・10・24
3/10
18：30～19：45

金曜
4回 2,400円 16名

成人 筆記用具

B4
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。

2/4・11
3/4・18

13：30～15：00

土曜
4回 2,400円 10名

成人 筆記用具

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
JAZZ DANCE で
体を動かそう
Saryu　ヤマカまなびパーク

ジャズダンスで強い体幹としなやかで美
しい体をつくっていきましょう！
POP な楽曲で体も気持ちもワクワクさ
せて踊ることができますよ！
初めての方でも大丈夫‼

3/10・24
13：15～14：30

金曜
2回 1,200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

D2 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。
※パウスカート無料貸出あり

2/2・9
3/9・23

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
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

3/11・18
18：00～20：00

土曜
2回 1,200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
市之倉
天野登功広　市之倉公民館

当方で用意した透明水彩絵の具を使っ
て、ムラのない塗り方や立体感のある
色の作り方など基本的なことを踏まえ
て風景、静物、人物画を体験していた
だきます。

2/3・17
3/3・17

9：00～11：00

金曜
4回

2,400円
600円

8名
成人
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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 A3 B3 D1

E3
手ぶらで水彩画
脇之島
天野登功広　脇之島公民館

当方で用意した透明水彩絵の具を使っ
て、ムラのない塗り方や立体感のある
色の作り方など基本的なことを踏まえ
て風景、静物、人物画を体験していた
だきます。

2/4・18
3/4・18

14：00～16：00

土曜
4回

2,400円
600円

8名
成人

E4 楽しく木版画
阿部正枝　南姫公民館

4回コースで作品を2点仕上げます。
下絵はこちらで用意します。
作品を刷上げた時のよろこびをあ・な・
た・に。ぜひ一度挑戦してください。
お待ちしております。

2/18・25
3/11・18

10：00～12：00

土曜
4回

2,400円
800円

5名
成人

印刀（浅丸9㎜・キワ
刀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

H 健康
講座
番号 講座名 講座紹介 日程・時間 曜日

回数
受講料
教材費

定員
対象 持ち物

H1
太極拳で体と心を
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。

2/25
10：00～11：20

土曜
1回 600円 15名

成人
飲み物
動きやすい服装

H2
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

2/8・22
3/8・22

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）

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。

2/4・11・18・25
3/4・11

13：00～15：00

土曜
6回 3,600円 7名

女性
動きやすい服装
飲み物

H4
シニア向け
健康増進ズンバダンス
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ダ
ンスエクササイズで筋力・体力を増加
させます。ラテン音楽に合せて踊るこ
とで脳も活性化させて、いつまでも元
気で丈夫な体を作りましょう。

2/3・10・17・24
3/3・10・17

10：00～12：00

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

H5
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たズンバダン
スです。初心者や体力に自信がない方
もエネルギーあふれ、やる気にさせる
音楽と動きでストレスも解消できます。

2/7・14・28
3/7・14・21
12：15～13：30

火曜
6回 3,600円 15名

成人
タオル、飲み物
動きやすい服装

H6
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

2/3・10
3/3・10・17・24

14：00～16：00

金曜
6回 3,600円 13名

成人女性

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）

H7
ダイエットのための
ヨガ＆栄養学
稲垣千枝子　根本交流センター

より良い体づくりのために日々の食生
活で心掛けたい知恵をお伝えします。
ヨガでは動作や姿勢の改善をサポート。
ポッコリお腹が気になるアナタにおすす
めです！！

2/17・24
3/3・10・17
10：00～11：10

金曜
5回 3,000円 12名

女性

筆記用具（初回）
ヨガマット
動きやすい服装
飲み物（ヨガの時）

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
日本の伝統楽器
尺八入門
大重普竹　精華交流センター

日本の伝統楽器尺八を始めませんか。
古典を中心に指導致します。
現在、尺八同好会を結成し精華交流セ
ンターで練習に励んでいます。（約6名）
※尺八の無料貸出あり

2/4・11・18
3/11・18

15：00～17：00

土曜
5回 3,000円 3名

どなたでも 尺八（あれば）

J2 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？
お点前も一つずつ学んでいただきます。
初心者の方、歓迎いたします。

2/3・17
3/3・10・24

10：00～12：00

金曜
5回

3,000円
1,750円

6名
成人 白のソックス

D2・M4 E1
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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 2023年1月8日㈰～21日㈯ ヤマカまなびパーク	 9：00～21：30（月曜休館）

市立公民館	 9：00～17：00

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。

2/1・8・15
3/1・8・15

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。

2/2・9・16
3/2・9・16

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 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。

2/7・14・21
3/7・14

10：00～11：30

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。

J6 きものをきましょう
大竹幸子　ヤマカまなびパーク

寒い季節、着物はあたたかいですよ。
着物が着られると何かと得した気分にな
ります。ご一緒に学びませんか。

2/4
3/4・18

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

J7
五書体と漢字の
起源を学ぶ・まなび
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
書の五書体があります。
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。

2/3・10・17・24
3/3・10・17・24

13：00～15：00

金曜
8回 4,800円 10名

成人 書道道具

J8
五書体と漢字の
起源を学ぶ・根本
山内渓華　根本交流センター

文字には篆書・隷書・楷書・行書・草
書の五書体があります。
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。

2/3・10・17・24
3/3・10・17・24

18：30～20：00

金曜
8回 4,800円 10名

成人 書道道具

J9 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

2/9
3/2

10：30～12：00

木曜
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

J10
いけばな体験
草月流
浦野忍花　ヤマカまなびパーク

「いけばなはなんだか堅苦しいな」と
思っていませんか。
家に好きな花器で花を飾りたい、伝統
文化に触れてみたい、それぞれの思い
で大丈夫です。体験してみませんか。

2/1
13：30～15：00

水曜
1回

600円
1,000円

16名
成人

花器、剣山、雑巾
花ばさみ、ごみ袋
持ち帰り袋

K 子ども
講座
番号 講座名 講座紹介 日程・時間 曜日

回数
受講料
教材費

定員
対象 持ち物

K1 ダイナミックイングリッシュ
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。

2/7・14・21・28
3/7・14

16：00～16：45

火曜
6回

3,600円
300円

10名
年長～小6 飲み物

K2 ダイナミックフォニックス
チャーリー　小泉公民館

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。
ダイナミックフォニックスで楽しく発音
を勉強しましょう！

2/7・14・21・28
3/7・14

18：00～18：45

火曜
6回

3,600円
300円

10名
年長～小6 飲み物

K3
ジュニアいけばな
草月流
浦野忍花　ヤマカまなびパーク

日本の伝統文化を体験しましょう。
いけばなの基本から家に飾るいけばな
を学びます。小学校高学年から免状取
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

2/11
3/4

10：30～11：45

土曜
2回

1,200円
2,000円

10名
小学生～
高校生

花器、剣山、雑巾
花ばさみ、ごみ袋
持ち帰り袋

K4
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。

2/2・9・16・23
3/2・9・16・23
16：00～17：30

木曜
8回 4,800円

10名
5歳から
中学生

書道道具

個別授業

個別授業

H4 H5 H7 K1
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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）

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
入門・養正
デン　養正公民館

中国語を勉強したいがやり方がわから
ない初心者向けの講座です。
楽しく基礎から学んで、少しずつ上達し
ていきましょう。

2/6・13・20・27
3/6・13・20

13：00～14：00

月曜
7回

4,200円
1,400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
入門・脇之島
デン　脇之島公民館

中国語を勉強したいがやり方がわから
ない初心者向けの講座です。
楽しく基礎を学んで、少しずつ上達し
ていきましょう。

2/6・13・20・27
3/6・13・20

10：00～11：00

月曜
7回

4,200円
1,400円

12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

2/9・23
3/16・23

13：00～15：00

木曜
4回

2,400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 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

2/6・13・20・27
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）

M3
楽しいピアノ
初級コース
市原俊子　ヤマカまなびパーク

初めての方から経験者の方まで受講生
に応じた曲を上手に弾ける様指導しま
す。楽しくピアノを演奏して音楽に親し
みましょう。

2/10・24
10：00～11：00

金曜
2回 2,000円 2名

どなたでも

M4
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（5台まで。希望
が多い場合は順番での使用となります。）

2/4
3/4

13：30～15：00

土曜
2回

1,200円
100円

10名
どなたでも ウクレレ（あれば）

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
ライドの作り方から動画加工を学習す
る基礎コース

2/4・25
3/4・11

10：00～12：00

土曜
4回

2,400円
1,000円

8名
成人

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

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 エンジョイヨガ
IKUYO　小泉公民館

今できるところまで呼吸に合せて楽しく
アーサナ（ポーズ）をとってみましょう。
練習を続けていくうちに、筋力、柔軟性が
ＵＰ！憧れのアーサナをめざしましょう。

2/9・16・23
3/9・16・23
10：00～11：40

木曜
6回 3,600円 13名

どなたでも
ヨガマット、タオル
飲み物
運動のできる服

R2 楽しいヨガ
IKUYO　根本交流センター

楽しくアーサナ（ポーズ）をとり、筋力、
柔軟性をアップさせましょう。気持ちよ
く体を動かした後は呼吸法と瞑想です。
レッスン終了後の心身の満足感を味わ
いましょう。

2/1・8・15・22
3/1・8・15・22
14：15～15：55

水曜
8回 4,800円 13名

どなたでも
ヨガマット、タオル
飲み物
運動のできる服

個別授業

K3 M1 R1・R2 R7・R8・R9
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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 2023年1月8日㈰～21日㈯ ヤマカまなびパーク	 9：00～21：30（月曜休館）

市立公民館	 9：00～17：00

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

R3 らくらく ヨーガ
磯谷淳子　根本交流センター

自分のペースで無理なく、正しい姿勢
が大切です。背骨を伸ばしお腹を締め
て深い呼吸で肩こり腰痛をスッキリさせ
ましょう。筋力 UP ！リンパの流れをよ
くしましょう。継続は力なり。

2/5・19
3/5・12・19
13：30～15：00

日曜
5回 3,000円 10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

R4
からだの調子を整える
ヨーガ
磯谷淳子　小泉公民館

ヨガの呼吸で動きを整えましょう。呼吸
と笑顔がストレス解消です。
1度の運動だけでは体は整いません。

「継続は力なり」がんばりましょう！

2/4・18
3/4・11・18
10：00～11：30

土曜
5回 3,000円 10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

R5
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！

2/7・14・21・28
3/7・14

10：00～11：00

火曜
6回 3,600円 8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）

R6
骨盤調整ピラティス
初心者向け
takako　市之倉公民館

リハビリとして開発されたエクササイズ
で体幹インナーマッスルを鍛えます。
土台作りとして足の裏側を鍛えると長く
歩ける身体になります。
背骨や骨盤を正しい位置へ導きます。

2/6・20・27
3/6・20
13：15～14：30

月曜
5回 3,000円 12名

女性
ヨガマット（必須）
ハンドタオル
飲み物

R7
冬の夜もぐっすり☆
ポカポカ♡
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。内側からじんわりポカ
ポカ♨リラックス♡様々なバランスを整
え巡りを良くしていきましょう。
冬も笑顔で健やかに

2/3・10・17・24
3/3・10・17・24

18：30～20：00

金曜
8回 4,800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

R8
内側から
マイナス10歳！
下山真穂　ヤマカまなびパーク

静かにゆっくりと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
き出し冬も笑顔いっぱいの毎日を♫

2/2・9・16・23
3/2・16・23
13：15～14：45

木曜
7回 4,200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

R9
内側から
じんわりポカポカ♡
下山真穂　ヤマカまなびパーク

静かにゆっくりと、リラックスしながら
心身をゆるめていきましょう。
めぐりや姿勢など様々なバランスを整
えて、自然治癒力を引き出し、冬も笑
顔があふれる毎日を♡

2/2・9・16・23
3/2・16・23
15：15～16：45

木曜
7回 4,200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

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
ママの
骨盤調整ピラティス
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鍛え、しなや
かなボディーを手に入れましょう。
足の裏の土台作りから始めます。肩こ
り、腰痛を改善しましょう。

2/7・21
3/7・14

10：00～11：15

火曜
4回 2,400円

6組
6カ月～

2歳位の親子

ハンドタオル
ヨガマット、飲み物

W2 ベビーヨガリズミック
長谷川尚美　小泉公民館

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。わらべうたや絵
本の読み聞かせも取り入れます。

2/8・15・22
3/1・15
10：00～11：15

水曜
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

W3 親子☆楽しいYOGA☆
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
学びます。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深
め、心に栄養を与えます。

2/12
3/12

13：00～15：00

日曜
2回 1,200円

8組
年少から

小学生の親子

飲み物
ヨガマット（あれば）
動きやすい服装

W4
ママと子どもの
Happy ♡ヨーガ
中嶋あさこ　根本交流センター

手遊び、絵本の読み聞かせ、ふれあい
遊びを取り入れた親子ヨガです♡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。

2/2・16
3/2

10：00～12：00

木曜
3回 1,800円

5組
未就園児の

親子

飲み物
ヨガマット（あれば）
動きやすい服装

（スカート不可）

受講されるみなさまへ
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脳トレにも良いクロスワードパズルに挑戦して
みましょう！

コグニサイズは脳と体を同時に動かすことで認
知症の発症を遅延させる運動です。一緒にコグ
ニサイズをして、笑って楽しみましょう！

ひなまつりバージョンのおひるねアートと子重
トレーニングを楽しみましょう！

人気のハイキングコース「鳩吹山」に登ります。
カタクリやヒカゲツツジの花が見頃です。

日時日時●2月3日(金)　10：00～11：30
定員定員●16名程度
参加費参加費●100円
持ち物持ち物●筆記用具
申込み申込み●1月7日(土)
　　　　　9　：00～ 窓口　10：00～ 電話にて

日時日時●3月9日（木）
　　　①10：00～10：50　②11：00～11：50
対象・定員対象・定員●1歳未満のお子さんと保護者・各7組
講師講師●有本祐美（日本おひるねアート協会認定講師）
参加費参加費●500円
持ち物持ち物●デジカメやスマホ、お気に入りの服装
申込み申込み●1月7日(土)
　　　　　9　：00～ 窓口　10：00～ 電話にて

日時日時●3月29日(水)　9：00～12：00
集合場所集合場所●鳩吹山（詳細は申し込みの際お伝えします）
定員定員●20名
講師講師●武笠正治（日本勤労者山岳連盟多治見支部）
参加費参加費●300円
持ち物持ち物●ハイキングに適した服装、ザック
　　　　雨具、運動靴、保険証（写し）、飲み物
申込み申込み●1月25日(水)9：00～ 窓口にて

クラフトかふぇ
「クロスワードパズル」

認知症予防講座
「コグニサイズで楽しく体を動かそう！」

キラキラママ＆キッズ
「ひなまつりおひるねアート」

春のミニ登山「鳩吹山」

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。

胸骨圧迫やAEDを使えば助かる命があります。
大切な人の命を守るため、この機会に使い方を
学びましょう。

日時日時●2月5日(日)　13：00～17：00
対象対象●小学生以上（8歳以下は保護者同伴）
参加費参加費●大人500円　高校生以下300円
　　　　親子2人で500円
協力協力●ボードゲームフェスタまいたーん！
申込み申込み●1月4日(水)　QRコードからどうぞ

日時日時●2月25日(土)　9：30～11：30
定員定員●20名
講師講師●安藤秀章
参加費参加費●500円
持ち物持ち物●タオル、軍手、剪定ばさみ
申込み申込み●1月21日(土)
　　　　　9　：00～ 窓口　10：00～ 電話にて

日時日時●1月22日(日)　10：00～11：30
定員定員●30名程度
講師講師●消防職員
参加費参加費●無料
申込み申込み●受付中

ボードゲームであそぼう！ 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。
初心者の方でも大丈夫です。あなたも一緒に歌
いましょう。

大人のための卓球講座です。技術向上のため、
健康維持のため、一緒に楽しく参加してみませ
んか。

日時日時●1月9日・23日、2月6日・20日
　　　3月6日（月曜・全5回）　10：00～11：30
定員定員●50名程度
講師講師●齊藤順子
参加費参加費●2,000円
持ち物持ち物●歌詞集、筆記用具
申込み申込み●受付中

日時日時●1月12日・※19日・26日
　　　※2月2日・9日・※16日・23日
　　　※3月2日・9日・16日・23日
　　　（木曜・全11回）　13：00～15：00
　　　※印の日には講師の指導を受けられます。
対象・定員対象・定員●成人・20名
講師講師●奥政利
参加費参加費●4,400円
持ち物持ち物●室内用シューズ、タオル、飲み物
　　　　ラケット（あれば）
申込み申込み●受付中

10 歳若返る！
冬の声を出す健康法

大人の卓球の日　木曜日

日時日時●1月19日、2月16日（木曜・全2回）
　　　13：30～14：45
定員定員●30名程度
講師講師●深尾由美、北栄地域包括支援センター
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●運動できる服装、タオル、飲み物
申込み申込み●受付中

防災講座
「災害時など、もしも倒れて
いる人に出会ったら知ってお
きたい救命救急の基礎知識」

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
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人気のボードゲームが市之倉にやってくる！
子どもから大人まで、一緒にボードゲームが楽
しめます。親子や友達でどうぞ。もちろん一人
でも初めてでも大丈夫！

韓国を代表する家庭料理「キムチ」を手作りしま
しょう。キンパとチャプチェも習ってお持ち帰
りします。

あなたはLINEを使いこなしていますか？基礎知
識から、意外と知らない小技や裏技を楽しく学
びます。

かんたんに作れるキムチと野菜がたっぷりとれ
るビビンバを作りましょう。

日時日時●1月22日（日）　13：00～17：00
対象対象●小学生以上（8歳以下は保護者同伴）
定員定員●20名
参加費参加費●大人500円、高校生以下300円
　　　　親子2人で500円
申込み申込み●受付中　QRコードまたは☎ 22-3776にて

日時日時●3月3日・10日・17日（金曜・全3回）
　　　13：00～15：00
定員定員●8名
講師講師●近藤正隆
参加費参加費●2,000円
持ち物持ち物●LINE登録済のスマートフォン、筆記用具
申込み申込み●受付中

日時日時●2月3日（金）　10：00～13：00
定員定員●15名
講師講師●黄載和
参加費参加費●1,500円
持ち物持ち物●エプロン、三角巾、ふきん、手拭き
申込み申込み●受付中

ボードゲームフェスタ
まいたーん！ in 市之倉

これぞ本場の味！
おいしい白菜キムチ

今さら聞けない LINE 講座

食で旅する韓国料理
「キムチ＆ビビンバ」

安田直幸講師の平家物語に続く第二弾。悲劇が
待つ平家物語の最終章に至る、それでも時代を
精いっぱい生きた平家の女たちの物語です。 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！日時日時●１月10日、2月7日、３月7日、４月4日、

　　　5月2日、6月6日（火曜・全6回）
　　　10：00～11：30
定員定員●60名
講師講師●安田直幸
参加費参加費●3,000円（資料代を含む）
持ち物持ち物●筆記用具
申込み申込み●受付中

日時日時●1月24日・31日、2月14日（火曜・全3回）
　　　13：00～15：00
定員定員●8名
講師講師●近藤正隆
参加費参加費●2,000円
持ち物持ち物●ご自身のスマホ（iphoneまたはandroid）
申込み申込み●受付中

女人平家（前期）

やさしい味の西京みそを作ります。初めてでも
大丈夫！手間と愛情をこめた手作り味噌に勝る
ものはありません。

男性のみで気軽に楽しんで作る郷土料理の五平
もち。炭火で照り焼にして作ります。たれの香
ばしさが絶品です！

日時日時●2月10日（金）
　　　①9：30～11：00　②10：30～12：00
定員定員●各回6名
講師講師●勝　泉
参加費参加費●1,800円（保存用袋別途200円）
持ち物持ち物●エプロン、三角巾、ふきん
申込み申込み●受付中

日時日時●3月18日（土）　10：00～13：00
対象・定員対象・定員●男性・12名
参加費参加費●600円
持ち物持ち物●エプロン、三角巾、ふきん、タオル
申込み申込み●受付中

みそ作り講座
「自分で作る西京みそ」

男性のための特別企画
「炭火でこんがり五平もち」

日時日時●2月24日（金）　10：00～12：30
定員定員●12名
講師講師●黄載和
参加費参加費●1,500円
持ち物持ち物●エプロン、三角巾、ふきん
申込み申込み●受付中

もっとスマホしましょ
Season6

四季折々、新鮮な、旬の野菜を味わってくださ
い。自分で丹精込めて育てた野菜のお味は格別
です。
１区画は５ｍ×６ｍです。（9坪程）
日時日時●4月1日(土)～2024年3月31日(日)
定員定員●5区画　先着順受付
参加費参加費●1区画　年間3,000円
申込み申込み●2月16日(木)頃まで
　　　　2月19日(日)9:50より説明会及び勉強会

会員募集　「菜っぱ会」
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
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多治見市などで活動している若手作家6名が集います。
丁寧に作られた作品を見るもよし！買うもよし！一緒に作るもよし！
ワークショップでは、それぞれの作家が本物の手仕事を伝授します。
陶芸、フェルトバッグ、フラワー、グルテンフリースイーツが並びます。
勤労者センターが初めての方も是非お立ち寄りください。

入場無料

親子で大型絵本の読み聞かせを楽しみます。
みんなで絵本の世界のごっこあそびをします。
（共催：多治見市図書館）
日時日時●3月16日（木）　10：30～11：30
対象・定員対象・定員●未就園児と保護者・20組
参加費参加費●無料
申込み申込み●1月20日（金）
　　　　　9　：00～ 窓口　10：00～ 電話にて

キッズスマイル
「おはなしぱーく」

心と体の緊張やコリ・歪みを解消して、全身の気
の巡りを良くしましょう！

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！日時日時●1月16日・30日、2月6日・20日、3月6日

　　　（月曜・全5回）　10：00～11：30
定員定員●20名
講師講師●神ノ川惟香子
参加費参加費●2,500円
持ち物持ち物●室内シューズ
　　　　長めのフェイスタオル
　　　　ヨガマット
　　　　またはバスタオル
　　　　飲み物
申込み申込み●受付中

日時日時●1月16日・30日、2月6日・20日、3月6日
　　　（月曜・全5回）　13：30～15：00
定員定員●30名
講師講師●阪井睦子
参加費参加費●2,500円
持ち物持ち物●室内シューズ、タオル
　　　　ヨガマットまたはバスタオル、飲み物
申込み申込み●受付中

自力整体で『自然治癒力』UP!!冬 さわやか体操♪冬

根本の歴史を学び、紙芝居を楽しみます。名古屋を中心に活躍する人気女性講談師の独演
会です。

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。

日時日時●2月25日（土）　13：30～15：00
対象対象●どなたでも（小学５年生以上）
定員定員●20名
講師講師●根本フォーラム実行委員会
参加費参加費●無料
申込み申込み●1月9日（月・祝）～
協力協力●根本の歴史を語る会

日時日時●3月5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（ホームページでお知らせします）
対象対象●どなたでも（未就学児は保護者同伴）
定員定員●小学生以下50名 大人50名
参加費参加費●無料
持ち物持ち物●動きやすい服装、飲み物、帽子、タオル
申込み申込み●1月29日（日）※整理券を配布します
　　　　　9　：00～ 窓口　10：00～ 電話にて
共催共催●根本まちづくり

ねもとフォーラム
紙芝居でみる根本の歴史

講談
初笑い！！旭堂鱗林独演会

みんなで歩こう会

日時日時●1月22日（日）　開場：13：15　開演：13：30
定員定員●100名（未就学児入場不可）
演者演者●旭堂鱗林
参加費参加費●800円
チケット販売チケット販売●受付中

休日の空いた時間に、お子さんと一緒に「お金」
について学んでみませんか？学校では習わない
貴重なお話が聞けます！

日時日時●3月18日（土）・19日（日）　10：00～17：00 日時日時●3月25日（土）　9：30～12：00
対象・定員対象・定員●小学4年生以上の親子20組
　　　　　 5年生以上は一人での参加可
講師講師●（有）永大 代表取締役 加藤聖規
参加費参加費●親子500円、ひとりでの参加300円
持ち物持ち物●筆記用具、飲み物
申込み申込み●受付中

キンロウ　クラフト
～さいわい町♡勤労者センター手しごと市～

親御さん必見！！
親子で楽しく学べる

「マネースクール」

親育ち4・3・6・3たじみプラン推進事業

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
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日時日時●①1月14日（土）②2月4日（土）③3月11日（土）
　　　10：00～12：00　受付　9：30
定員定員●各15名
持ち物持ち物●帽子、歩きやすい靴
　　　　あれば双眼鏡

日時日時●①1月15日（日）※受付中
　　　②2月12日（日）※1月4日（水）受付開始
　　　10：00～15：00　受付　9：30
定員定員●各15名
持ち物持ち物●昼食、帽子
　　　　歩きやすい靴
　　　　タオル、飲み物

日時日時●①1月8日（日）※受付中
　　　②2月5日（日）※1月4日（水）受付開始
　　　③3月5日（日）※2月1日（水）受付開始
　　　9：30～15：00　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
　　　　タオル、飲み物

お楽しみ探鳥会魅惑の黄金ルート多治見の山が呼んでいる
①池田小通学路
昔の池田小学生通学路を歩きます

②南姫小通学路
昔の南姫小学生通学路を歩きます

①弥勒山
新春登山！初登山で3つの山を登ります

②浅間山
可児市境にそびえる山を登ります

③高社山
やくもに出てきた山を登ります

①虎渓山
オシドリを探します

②南姫地区
タカの仲間を探します

③池田町
ウソやミソサザイを探します

今日からの運動で「健康寿命」をのばしましょう。
知らないうちに足腰が弱り「寝たきり予備軍」にならないよう、毎日で
きる簡単な体操を行います。

気分よく自分らしく暮らし続けられるように、日々の生活について考
え直してみましょう。

日時日時●1月23日（月） 14：00～15：00　　講師講師●リハビリテーション科技師長
会場会場●精華交流センター　　　　　　　　　　　木村信博
定員定員●40名　　　　　　　　　　　　　申込申込●受付中　☎25-1533

日時日時●2月24日（金） 13：30～14：30　　講師講師●リハビリテーション科
会場会場●笠原中央公民館　　　　　　　　　　　作業療法士 寺下美智子
定員定員●30名　　　　　　　　　　　　　申込申込●受付中　☎43-5157

高齢者向け 腰痛・ひざ・足の痛み予防 知って得する！認知症予防のための活動

認知症とはどんな病気でしょうか？その症状について知り、
どのように対応すれば良いか考えてみましょう。

日時日時●1月19日（木） 14：00～15：00 定員定員●60名
会場会場●根本交流センター 申込申込●受付中　☎27-5500 

日時日時●2月9日（木） 14：00～15：00 定員定員●30名
会場会場●勤労者センター 申込申込●受付中　☎29-2283

認知症のお話

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。

団体の運営方法、会計書類や事業報告の書き方
などなど…団体のお悩みに専門相談員が相談に
応じます。
日時日時●毎月第3木曜日
　　　①14：00～14：50　②15：00～15：50
対象対象●市民活動に関わる方
定員定員●各回1組
講師講師●NPO法人ぎふNPOセンター専門スタッフ
参加費参加費●無料
申込み申込み●受付中
会場会場●6階 美術室他

NPO 専門相談

交流を通じて、活動の輪を広げませんか？
他の活動団体とつながるチャンスです。

これで補助金審査会のプレゼンもバッチリ！
スマートにわかりやすく、効果的な見せ方を
お伝えします。

日時日時●1月29日（日）　13：30～15：30
対象対象●市民活動に関心のある方
定員定員●30名程度
アドバイザーアドバイザー●（特非）ぎふNPOセンター事務局長 野尻智周
参加費参加費●無料
申込み申込み●受付中
会場会場●7階 多目的ホール

日時日時●2月5日（日）　13：30～15：30
対象対象●市民活動に関わる方
定員定員●10名
講師講師●㈱SMC-POWER 代表取締役社長　肥田和明
参加費参加費●500円　ぽると多治見登録団体は300円
申込み申込み●受付中
会場会場●6階 視聴覚室

わ・笑
わ

・輪
わ

でいきましょう！
市民活動団体交流会

コンパクトに伝える！
プレゼンづくり

講師講師●精神科部長　高田知二

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

羽山園美　新春コンサート

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）　☎ 0572-28-3100
 　　　 10：00～18：00（入館は17：30まで）
　　　   月曜（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/26~1/3）
開　館
休館日Museum of Modern Ceramic Art, Gifu. （MoMCA）

開館20周年記念　特別展
超絶技巧、未来へ！
明治工芸とそのDNA

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

あの「超絶技巧」シリーズ
の第３弾。明治工芸の逸品
と現代作家の作品を通じて、
進化し続ける超絶技巧の世
界をご堪能ください。

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。

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。イギリス文化の精華
をお楽しみください。

小泉公民館　☎0572-29-1377

 　　　 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
※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
　　　  月曜（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/29~1/3）

開　館 観覧料

休館日

多治見市東町 1-9-27　☎ 0572-23-1191美市見治多 濃焼ミュージアム

羽山園美さん、初のソロコンサート。
おなじみのクラシック曲、昔懐かしいポピュラー曲の2部構成でお届けします。
素敵な歌声をお聞きください。

シリーズ第一回は、2021年　「NHK新人落語大賞」
にて満点をたたき出した女性初の優勝者、若手注目度
№1の上方落語家、桂二葉の登場です。二日にわたり
市内で繰り広げられる3公演。審査員をうならせた確
かな実力をとくとお聴きいただき、落語の魅力を存分
に味わってください。
出　　演 　桂二葉（かつらによう）
チケット 　1月14日(土)発売　9:00～窓口　10:00～電話

“歩いていける落語会”が始まります！

気軽にご近所落語会　vol.1

桂
かつら

二
に

葉
よ う

一
ひ と り

人会

日　　時  1月22日（日）　開場 13：30　開演 14：00　 定　　員  80名
出　　演  羽山園美(ソプラノ）　真希（ピアノ）           入　場　料  前売800円　当日1,000円　 チケット  販売中

今年度も美濃焼の産地である岐阜県多治
見市を舞台に、全国の高校生たちのやき
ものコンテストを開催しました。やきもの
に魅せられ青春をかける全国の高校生た
ちの想像力あふれる作品を紹介します。

卒業記念の茶碗をつくるにあたり、
17世紀に作られた郷土のやきも
の、美濃桃山陶を鑑賞しました。
多治見中学校３年生の心の振幅が
感じ取れる生徒の作品と、授業で
鑑賞した２碗を共に展示します。

2月11日（土）
～4月9日（日）

1月22日(日)、
2月26日(日)
13:30～16:00（時間内出入り自由）
参加無料・事前申込不要・要観覧券

開催中～
1月29日(日)まで

第2回 全国やきもの甲子園 多治見中学校3年生
思春期の茶碗展2023

2月25日(土)～4月23日(日) 1月4日(水)～3月5日(日)

3月10日(金)　
時　　間 　開場18:30　開演19:00
会　　場 　ヤマカまなびパーク
全席自由 　前売1,500円　当日1,800円

3月11日(土)　
時　　間 　開場10:30　開演11:00
会　　場 　旭ケ丘公民館
全席自由 　前売1,000円　当日1,200円

3月11日(土)　　
時　　間 　開場14:00　開演14:30
会　　場 　脇之島公民館
全席自由 　前売1,000円　当日1,200円

チケット取扱　多治見市学習館 ☎0572-23-7022
　　　　　旭 ケ 丘 公 民 館 ☎0572-27-6826
　　　　　脇 之 島 公 民 館 ☎0572-25-5611

共催：多治見市学習館　旭ケ丘公民館
　　　脇之島公民館　落語ステージ・ワゴン

© 橘蓮二

たっぷり
３席

お楽しみ
2席

お楽しみ
2席

※未就学児入場不可

本郷真也《「Visible 01」- ハシボソガラス -》
2021 年　個人蔵　Photo: 渞忠之

第 1 回最優秀賞 花器の形

《エメラルド＆ダイヤモンド ゴールド セット》
1830 年頃　穐葉アンティークジュウリー美術館蔵




