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■チケットのご予約・講座のお申込みはお電話でも出来ます。 

■公民館・体育館ともに８：３０から21:30まで開館しています。 

 

2009 

Azalea Hall 

TAJIMI  KASAHARA 

  JULY    

      盛り上がりましたソフトバレーボール大会   

    
 
 

  5月24日に開催した各区対抗のソフトバレーボール大会へのご協力 
  誠にありがとうございました。優勝チーム次のとおりです。 
   
  Aクラス男子 平園区  Aクラス女子 栄区  
  Bクラス 向島シマウマ 

 ツツジの花が咲きました   

 

 

アザレアホールのオープニングセレモニーの際に、皆様にツツジの 
苗木をお配りしました。「花が咲いたよ！」とのお便りをたくさん 
の方からもらいました。本当にありがとうございます。まだ、まだ、 
満開とはいかないようですが、アザレアホールの活動と同じく年を 
重ねるごとに鮮やかに花が咲くことを楽しみにしています。 

TOPICS  

 
 

ポケモンDPアドベンチャーパークへの入場方法 
保護者の方のパーク入場券は不要です 
 

映画「名探偵コナン」をみよう 
  ・映画券ご購入時にパーク入場券をお渡しします。  
   ※映画とパークは別々の方が入場することも可能です。  （例：親子、兄弟） 

お祭り盛り上げ隊になろう（どなたでも参加可・参加無料） 
  ・踊りタイムを盛り上げてくれる方を対象にした次の体験会を開催します。ご参加いただい 
   た方に入場券をお渡しします。 

 太鼓体験会7月21日（火）、7月27日（月）  踊り体験会7月30日（木） 
  ※いずれも19時30分から   ※定員あり、お申し込みください。 

 

KASAHARA シネマウィーク ２００９ 夏 
 

名探偵コナン 
漆黒の追跡者    

 ① １０：００～   ② １４：００～   

 入場券 1,000円 
 

ポケモンDPアドベンチャーパーク入場券、 
模擬店100円券つき 
 

 チケット発売  7月4日（土）から 
  

    

祭 
   

 ８  

   8   土曜日 

協賛イベント インフォメーション 



コンサート concert 

８/3 【月】 

         KASAHARA シネマウィーク ２００９ 夏 
TAJIMI 映画館のない町でたのしむスクリーンの感動 

７月４日（土） 
発売開始 

 

       
 
 

 

 
 
 

１００人のプレミアムなセカイ 

VOL.2 

８月２９日（土） 

おもしろいですヨ。100人のプレミアムなセカイ 
舞台上に並べられた客席は、幻想的なスモークの世界。そして、色鮮や
かな照明が皆様を照らします。 
第１回目の公演では紙吹雪が皆様を包みました（2回目は水が降ってく
るかもしれません）。「来場する皆様は、アーティストの巧みな技を間近で
楽しむとともに、来場者の互いの表情からもコンサートを楽しみます」  
そして、アーティストは、来場者の様々な表情、反応をヒントに芸術の世
界を完成させます。 
・・・、その世界が皆様にとってもプレミアムなセカイであれば幸いです。 
100人で創るプレミアムなセカイとは、どんなものか？ぜひ参加してみて
ください。 
 

森谷ワカ カルテット 

森谷ワカ（Vo＆P） 

名古路一也（B) 

青木弦六（G） 

砂掛裕史朗（Ds) 

18:30 OPEN  １９：００ START 
ペア 500円 シングル 300円 

クラシックの名曲、映画音楽、日本の歌、ポッ

プスなど、様々なレパートリーに楽しいトーク

を加えたサロン風コンサート。 

季節感をかもしだすプログラムが、会場の皆様

を包みます。 

 

フルートカルテット シーズンフォー 

 ７月１２日（日） 開演１２：0０ 

入場無料 

笠
 

VOL. 
１５ 

原 発   

ロ ビ コ   ン

８ /  ３（月）・４（火）・５（水）・６（木）・７（金）・８（土）・９（日） 

駄菓子屋シアター: アニメや世界の名作映画を上映します。 

10:00～ 13:00～ 16:00～ 19:00～ 

アザレアシアター: 話題の新作アニメ映画、昭和の喜劇映画を上映します。 

８/４ 【火】 

８/５ 【水】 

８/６ 【木】 

８/７ 【金】 

 

映画入場券には、ポケモンDTアドベンチャーパーク入場券＆模擬店100円券がつきます。 

名探偵コナン 
漆黒の追跡者（チェイサー） 
 

①10:00～  ②14:00～  

宿敵「黒ずくめの男たちと「名探偵コナン」がついに激突 

東京を中心に6件の広域連続殺人事件が発生。目暮警部や各県の刑事

たちに加え、小五郎も捜査会議に参加する。そんな中、会議を抜けた

一人の刑事がスポーツカーに乗り込むところを目撃したコナンは、単

独捜査を開始する――。遂に宿敵“黒ずくめの男たち”と激突！ 

かさはらいこまい祭協賛 ８/８ 【土】 入場料 1,000円 

入場料 500円（4作品フリー券） 

風刺劇に落語ネタ、庶民劇にクレージー・キャッツ、喜劇映画の代表作を一挙公開 

黄色い雨がさ 他 

おはなし小劇場集 

下宿人 80分 

ヒッチコック特選集① 

三十九夜 83分 

ヒッチコック特選集② 

みにくいあひるの子 他 

世界の絵本箱集 

第三の男 120分 

アカデミー作品集① 

武器よさらば  83分 

アカデミー作品集② 

塩吹きうす 他 

まんが日本昔ばなし集 

王女メディア 111分 

名作ヒロイン洋画集① 

恋に生きた女ﾋﾟｱﾌ 75分 

名作ヒロイン洋画集② 

マタ・ハリ 89分 

名作ヒロイン洋画集③ 

父と暮せば 99分 

名作邦画集 

奇傑ゾロ 90分 

名作ヒーロー洋画集① 

三銃士 130分 

名作ヒーロー洋画集② 

魔人ドラキュラ 75分 

名作ホラー洋画 

楽しいムーミン一家 

外国アニメ 

野ばら 95分 

名作ファミリー洋画 

モヒカン族の最後  70分 

名作恋愛洋画 

入場無料 

昭和のコメディー名作劇場 
平成21年度優秀映画鑑賞推進事業 

ニッポン無責任時代  1962年（86分） 

出世街道を登ってゆくお調子者の男を通して、いわゆる高度経

済成長時代を笑い飛ばそうとする風刺的な喜劇。その風刺性

は、「努力」や「忍耐」といった美徳をまるで重んじない主人公の

人生観ばかりでなく、平均（たいらひとし）なるその役名にもあら

われている。 

喜劇・女は男の 
ふるさとヨ1952年（90分） 

脚本、監督を務めた森崎東
が、庶民の生活からにじみ出る
人間臭いエネルギーを笑いと
ともに描いた作品。 

1６:00
開演 

1８:00
開演 

８/9 【日】 

本日休診 
1952年（97分） 
井伏鱒二の同名小説と「遥拝
隊長」の二つの短編をもとに、
斎藤良輔がシナリオを書いた
風俗喜劇。 

幕末太陽伝 
1957年（110分） 
遊廓の人気若として要領よく
生きてゆく男の姿を描いた時
代劇コメディ。 

13:00
開演 

10:00
開演 



講座 SCHOOL [講座の申し込み・問い合わせ] 笠原中央公民館 電話43-5155 

 

 

暑い時には、さっぱりとしたスイーツを楽しみましょう！ 

作ったスイーツは、持ち帰ります。 
 

 日時 7月22日（水）10:00～13:00 

場所 笠原中央公民館 料理教室 

受講料 1,500円（材料費込）  定員 16名 

持ち物 エプロン・三角巾・布巾・持ち帰り用の入れ物 

 

季節の野菜で ランチ＆スイーツ『夏』 

 

なんだか体の調子が悪いと思っている人、ぜひこの機会にご

参加ください。※開催日程は、公民館にお問い合わせください。 
 

 日 時 8月21日～9月25日（金）15：00～16：30 

場 所 笠原中央公民館 アザレアホール舞台 

受講料  3,000円 定員 25名 

持ち物 ヨガマット（バスタオル）・タオル・飲み物 

 

体質改善 午後のリラックスヨガ 

 

生の藍葉とバイセンを使ってハンカチまたはショールを「湊鼠色」に

染ます。二つとないオリジナルな風合いを楽しみませんか？ 
 

 

かんたん！ 草木染め体験教室 

日 時 8月5日（水）10：00～12：00 

場 所 笠原中央公民館 料理教室 

参加費 2,000円（材料費込）  定員 16名 

持ち物 ゴム手袋・エプロン・タオル・ビニール袋・ 
布巾・膝丈のストッキング（破れていない物） 1枚 

日時 7月27日(月)か7月28日(火)10:30～11:30(全1回) 

場所 笠原中央公民館 和室 

参加費 500円 定員 各回 10名 

持ち物 タオル・飲み物 

 

乳幼児から幼児のための 体操教室 

なりきり体験講座 SCHOOL [問い合わせ] 笠原中央公民館 電話43-5155 

 

自分で収穫した夏野菜を使ってランチプレートに挑戦！ ランチはお母さんと一緒にいただきます。 
 

なりきり 

Café 

 

家庭にある材料でかんたん草木染め！ビー玉やビーズを使った絞りを楽しめます。 

 

日 時 
7月27日（月） 

10:00～13:00 

 

参加費 
1,300円（材料費込） 

1食増えるごとに500円増加  

 

定 員 
 

16名 

持ち物 エプロン・三角巾・布巾 

 

笠原の老舗の手作りこんにゃくの味を体験しましょう。冷たいデザートも作ります。 

 

なりきり  

染色家 

 

なりきり 

こんにゃく

職人 

 

季節のお花を使って、カラフルに可愛くフラワーアレンジメントを作りましょう。 
 

なりきり 

お花屋 

さん 

 

フロアの上で流れる音楽に合わせて行う華麗なスポーツ「新体操」を楽しみましょう。 
 

なりきり  

アスリート 

 

笠原が誇るモザイクタイルを使って素敵なプレートを作りましょう。また、工場見学へも行きます。 
 

なりきり  

タイル 
デザイナー 

 

2～3歳を対象にしたオリジナルプログラムを開発し、ちびっ子

の反射神経、腕力、脚力をサポート。※両日とも同一ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです 
 

 

【申込方法】全講座とも、まなびパークへ「はがき」でお申込ください。7月13日（月）必着。 

 〒507-0034 多治見市豊岡町1-55 まなびパークたじみ「たじみごっこ」係 

 ※申込ハガキの記入方法や講座の内容など、 

  詳しくは多治見市文化情報誌「BunBunねっと」夏号（7/1号市広報に折り込み）をご覧ください。 

 

日 時 
7月29日（水） 

10:00～12:00 

 

参加費 
 

500円（材料費込）  
 

定 員 
 

16名 

持ち物 玉ねぎの皮5個分・エプロン・タオル 

 

日 時 
7月30日（木） 

9:30～11:30 

 

参加費 
 

600円（材料費込）  
 

定 員 
 

20名 

持ち物 エプロン・三角巾・タオル・布巾 

 

日 時 
8月17日（月） 

10:00～11:30 

 

参加費 
 

1,000円（材料費込）  
 

定 員 
 

20名 

持ち物 花を切るはさみ・エプロン・持ち帰り用の入れ物 

 

日 時 
8月21日（金） 

10:00～11:30 

 

参加費 
 

300円  
 

定 員 
 

20名 

持ち物 運動できる服装・タオル・飲料水 

 

日 時  
8月25日（火） 

9:30～11:30 

 

参加費 
 

800円（材料費込）  
 

定 員 
 

20名 

持ち物 作品を持ち帰るための袋 



図書館笠原分館                                             電話43-5155 

・返却カウンター横に課題図書コーナーを設置しました。 

・読書感想文の書き方の本も用意しています。 

・７月～８月は貸出が１人１冊、１週間になります。 

 返却期限は必ず守ってくださいね。 

 

◎7月の休館日   
   6日（月）・13日（月）・16日(木)・27日(月) 

   ※開館時間外の返却は返却ポストをご利用ください。 
 

◎7月のおはなしの会  

   4日（土)、18日(土) 10：30～11：00 

   絵本や紙芝居の読み聞かせを行います。 

  みんなで聴きに来てね！ 
  ※読み聞かせボランティア募集中♪ 

 
 

 

           ＜平成21年の課題図書が入りました＞ 

 

 
 

  ◎夏休み学習コーナー 開放のお知らせ 
 

  夏休み期間中 視聴覚室を無料開放します。みんなの研究や 

  宿題をサポート、ぜひご活用ください。 

 □期  間 7月20日（月）～8月31日（月）午前9時～午後6時 

 □会  場 笠原中央公民館 3F視聴覚室 

 □利用方法 公民館事務室で名前等をご記入のうえ、入室して  

       ください。 

 ※全館催事が行われる日などご利用できない場合もございま 

  す。また、部屋は変更する場合があります。 

 ※共有での利用となります。個々の占有利用や予約はできま  

  せん。 

 ※室内での飲食、おしゃべりはご遠慮ください。 

ちびっ子のみんな 「公民館」へLet’s GO 

子どもたちが遊べて、まなべる空間事業  ほのぼのあそびパーク 

「ほのぼのあそびパーク」 企画・運営：親子ほのぼの推進ネットワーク 
 

日本では珍しいものですが、海外には「移動遊園地」というものがあります。メリーゴーランド 

などが定期的に地域へやってきて、地域の子どもたちに夢の世界をプレゼントします。 

「ほのぼのあそびパーク」は、そんな移動遊園地をイメージしています。毎月お届けする各種イベントと公民館とのイベントを結び、子どもたち、そ

して大人たちが、遊び、学ぶことのできる楽しい時間を提案してまいります。 

図書館笠原分館特別企画 

こわ～い、こわ～い お話しの会 

夏休みの特別企画 － 暗闇の中、こわ～いお話しの朗読会をおこないます。 

キミはこの恐怖に耐えられるか？勇気のある子どもたちは集まれ！ 

ほのぼのあそびパークは 
主に毎月第１土曜日に開園します。 

第１回目のあそびパークは、「ブーブーふうせんを

つくろう」でした。この日は天気がとっても良く、

屋外にブースを設けてみました。 

音の出る仕組みに驚く子ども、なかなか音が出ず悪

戦苦闘する子ども、広場を元気に走りまわる子ども

に、「ブー♪ブー♪」の響き。館内ロビーではマン

ドリンアンサンブルのロビコンを同時開催して、ち

びっ子、お母さんへ楽しい時間を提案しました。 

7月4日（土） 

11:00～12:00 
和太鼓のせかい 

わらべうたあそび！ 

和太鼓を使ってみんなで「かごめかごめ」を

演奏しよう 

夏休み特別編 

ペープサートをつくろう！ 

7月23日（木） 

11:00～12:00 

ペープサートを作って、みんなでお話を演じて

楽しもう。 

参加料・材
料費 

無料 

8月６日（木） 11:00～12:00  参加無料 

小学校低学年 

 おこだでませんように  くすのきしげのり／作  石井聖岳／絵 

 しっぱいにかんぱい！  宮川ひろ／作 

 ちょっとまって、きつねさん！  カトリーン・シェーラー／作  

 てとてとてとて 新版  浜田桂子／作 

小学校中学年 

 そいつの名前はエメラルド  竹下文子／作 

 風をおいかけて、海へ！  高森千穂／作 

 しあわせの子犬たち  メアリー・ラバット／作 

 オランウータンのジプシー  黒鳥英俊／著 

小学校高学年 

 春さんのスケッチブック  依田逸夫／作 

 ぼくの羊をさがして  ヴァレリー・ハプズ／著 

 ヨハネスブルクへの旅  ビヴァリー・ナイドゥー／作 

 マタギに育てられたクマ  金治直美／文 

中学校 

 ８分音符のプレリュード  松本祐子／作 

 時間をまきもどせ！  ナンシー・エチメンディ／作 

 月のえくぼを見た男  鹿毛敏夫／著 

高等学校 

 カレンダーから世界を見る  中牧弘允／著 

 縞模様のパジャマの少年  ジョン・ボイン／作 

 夏から夏へ  佐藤多佳子／著 



スポーツ    SPORTS  
  

 
 

 

 

 

 

 写真が大好きな60歳以上のメンバーが集まって、写真協会の  

 メンバーに指導を受けながら楽しく写真を作っています。 

 今回は、風景や人物、お祭りなどの作品20点を展示します。 

 

「友和展（yu wa ten）」 
 

中日写真土岐支部 

 
  ７月１日（水）～7月16日（木）  

ギャラリー         アザレアホール前ロビー 

その他の展示企画 

 

 

 
トレーニング室を初めてご利用される方はトレーニング講

習会を受講してください。マシンの使い方やトレーニング

方法をわかりやすくお教えします。 

 

 

 
 

 

 

【7月の講習会】(1回 約1時間) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ※各回定員があります。お電話でご予約ください。  

 笠原体育館TEL43-6285(受付9:00～21:00) 

※講習会受講後は、1回100円でご利用できます。 

 12回つづり1,000円の回数券もあります。（高校生以下半額） 

7月から始めるスポーツ 
 

トレーニング室利用講習会 

3日 金 10:00～11:00（託児付き1,300円）    

5日 日 18:30～19:30 11日 土 18:30～19:30 

18日 土 18:30～19:30 19日 日 18:30～19:30 

22日 水 10:00～11:00 24日 金 18:45～19:45  

26日 日 18:30～19:30 29日 水 18:45～19:45  

受講料  1,000円 

持ち物 室内用シューズ・トレーニングウェア 

タオル・飲料水 

地域情報 
笠原消防団の訓練 
 

  平成18年から20年の３ヶ年で笠原地域では29件の火災がありました。まさかの火災に対応するため、地域を守るために消防団の活動はありま
す。消防の仕事には僅かなミスも許されません。常に100％の仕事しか求められていません。（勿論、出動をゼロに近づけることがベストです。）消
防団員は完璧を確かなものにするために訓練を積みます。想像をしてみてください、阪神・淡路大震災、新潟中越地震を超える規模の震災がこ
の地域を襲ったときのことを、町はパニックになるでしょう。いたるところから消防へ要請が送られてくるでしょう。笠原消防団88名の団員も初めて
体験する場面のはずです・・・。それでも消防には的確かつ迅速な100％の仕事しかないのです。 
 

  消防団員の消防技術向上と志気の高揚を図るために「岐阜県消防操作法大会」は開催されています。笠原第１分団が出場する大会はポンプ
車の部です。1隊が5名で編成され、ホースを2線（6本）延長し、標的（２ヶ所）を倒すまでのタイムと隊員の規律、迅速性、確実性、安全性が審査さ
れます。 
 

東濃地区消防操法合同研修会開催 
 

東濃５市消防協会による第58回岐阜県消防操法大会出場隊の消防

操法技術の向上と親睦を図るための研修会を開催。 

日 時 ７月12日（日） 8:30～12:00 

会 場 笠原町向島グラウンド 

 
文化会館 NEWS    

 TVで大人気の作曲家青島広志がお届けする クラシック・エンターテイメント 

「歌曲王」シューベルトの代表作の数々と、日本でおなじみのプッチーニ「蝶々夫人」を  

 愉快でわかりやすいおしゃべりでお届けします。 

 バリトンに原田勇雄（埼玉県熊谷市出身）、ソプラノに平福知夏（多治見市出身）を迎 

 えた日本一あついコンサートです。 

 【出演】青島広志・平福知夏（ソプラノ）・原田勇雅（バリトン） 

     名古屋フィルハーモニー交響楽団（弦楽五重奏）旭ヶ丘公民館 おやじの合唱（合唱） 

  

 全席指定  一般  ２,５00円  高校生以下  1,０00円 

 ※未就学児の入場不可  お問い合わせ：多治見市文化会館 0572-23-2600 

青島広志のあっちっちクラシックコンサート 

～シューベルティアーゼにようこそ！ プッチーニさんこんにちは～ 

 

  ８月30日（日） 開場14:30  開演  15:00  

open 

close 

6/27（土）

7/12（日） 

お気軽Happyスクール講座 

「布ぞうり」作品展  
open 

close 

6/27（土）

7/12（日） 

お気軽Happyスクール講座 

「絵手紙」作品展  
open 

close 

7/3（金）

7/16（木） 

日中書画交流里帰り展 

（ほほづき書会） 
open 

close 

7/18（土）

7/26（日） 

 

子ども陶芸教室「夢茶碗」作品展 



 かさはらカレンダー  2009.7 

｢あしすと｣は、笠原地区文化・体育施設の指定管理者・財団法人多治見市文化振興事業団が発行編集しています。 

※ごみ収集区域：①（栄、上原、向島） ②（音羽、神戸、富士、釜、平園） 表示のないものは笠原町全域 

このカレンダーは｢2009年度版かさはらｶﾚﾝﾀﾞｰ｣(笠原校区青少年まちづくり市民会議発行)に基づいて作成しています。同ｶﾚﾝﾀﾞｰの掲載 

内容の更新・変更は、毎号の「あしすと」に掲載していきます。 

1 水 
笠原中央公民館 申込開始[ﾎｰﾙH22.7月分まで、会議室他H21.9月分まで] 

笠原体育館[H21.10月分まで]（7月9日まで受付） ことぶき学級ペン習字（笠原中央公民館）9:00～ 
    

2 木 
陶芸教室（笠原中央公民館陶芸工房）①10:00～ ②19:00～ 

ﾁｪｱｰｴｸｻｻｲｽﾞ体験教室（笠原体育館）9:30～ はじめてのﾊﾝｸﾞﾙ語（笠原中央公民館）19:00～ 
  ビン・ペット・発泡類② 

3 金 
お気軽Ｈａｐｐｙｽｸｰﾙ 絵手紙公開講座（笠原中央公民館）9:00～ 

午後のリラックスヨガ（笠原中央公民館）15:00～ 

トレーニング室利用者講習会 託児付き1,300円(笠原体育館）10:00～ 

  燃やすごみ 

4 土 
中体連多治見大会  おはなしの会（図書館笠原分館）10:30～ 

お気軽Ｈａｐｐｙｽｸｰﾙ 簡単ﾍﾞｰｶﾘｰ講座（笠原中央公民館）①9:30～ ②15:00～ 

ほのぼのあそびﾊﾟｰｸ（笠原中央公民館）11：00～ 

    

5 日 
中体連多治見大会   笠原小 授業参観・資源回収 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18:30～ 
    

6 月   図書館休館日   

7 火     燃やすごみ 

8 水     破砕ごみ① 

9 木 
陶芸教室（笠原中央公民館陶芸工房）①10:00～ ②19:00～ 

ﾁｪｱｰｴｸｻｻｲｽﾞ体験教室（笠原体育館）9:30～ 
  金属・紙・布類① 

10 金 
ことぶき学級合唱（笠原中央公民館）9:00～ ｽﾎﾟｰﾂﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄﾚｯｽﾝ｢ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ｣(笠原体育館)16:30～ 

お気軽Ｈａｐｐｙｽｸｰﾙ ちょっとだけｽﾎﾟｰﾂ講座（笠原中央公民館）9:30～ 
  燃やすごみ 

11 土 
子ども和太鼓教室（笠原中央公民館ホール）10:00～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18:30～ 
    

12 日 ﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄvol.15 フルートカルテット （笠原中央公民館）12:00～     

13 月 交通安全日 図書館休館日   

14 火     燃やすごみ 

15 水 
笠原小・中開放施設調整会議 

ことぶき学級 ペン習字（笠原中央公民館）9:00～ 
    

16 木 
陶芸教室（笠原中央公民館陶芸工房）①10:00～ ②19:00～ 

ﾁｪｱｰｴｸｻｻｲｽﾞ体験教室（笠原体育館）9:30～ 
図書館休館日 金属・紙・布類② 

17 金 
交通安全日 

お気軽Ｈａｐｐｙｽｸｰﾙ 絵手紙講座（笠原中央公民館）9:00～ 
  燃やすごみ 

18 土 

笠原幼稚園 夏のお楽しみ会 おはなしの会（図書館笠原分館）10:30～ 

お気軽Ｈａｐｐｙｽｸｰﾙ 簡単ﾍﾞｰｶﾘｰ講座（笠原中央公民館）①9:30～ ②15:00～ 

裸足でｷｯｸ!ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ教室（笠原体育館）16:45～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18:30～ 

子ども和太鼓教室（笠原中央公民館ホール）10:00～ 

    

19 日 トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18:30～   
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ家庭ごみ 

持込（午前9時～12時） 

20 月       

21 火 笠原小 家庭訪問（24日まで）   燃やすごみ 

22 水 
季節の野菜でランチ＆スイーツ『夏』（笠原中央公民館）10:00～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）10:00～ 
  破砕ごみ② 

23 木 
陶芸教室（笠原中央公民館陶芸工房）①10:00～ ②19:00～ 

ﾁｪｱｰｴｸｻｻｲｽﾞ体験教室（笠原体育館）9:30～ ほのぼのあそびﾊﾟｰｸ（笠原中央公民館）11：00～ 
  ビン・ペット・発泡類① 

24 金 
ことぶき学級 合唱（笠原中央公民館）9:00～ 

お気軽Ｈａｐｐｙｽｸｰﾙ ちょっとだけｽﾎﾟｰﾂ講座（笠原中央公民館）9:30～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18:45～ 

  燃やすごみ 

25 土 裸足でｷｯｸ!ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ教室（笠原体育館）16:45～     

26 日 トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18:30～     

27 月 
なりきりCafé（笠原中央公民館）10:00～ 

乳幼児から幼児のために体操教室(笠原中央公民館）10:30～ 
図書館休館日   

28 火 乳幼児から幼児のために体操教室(笠原中央公民館）10:30～   燃やすごみ 

29 水 
なりきり染色家（笠原中央公民館）10:00～ 

子ども和太鼓教室（笠原中央公民館ホール）19:00～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18:45～ 

    

30 木 
陶芸教室（笠原中央公民館陶芸工房）①10:00～ ②19:00～ 

なりきりこんにゃく職人（笠原中央公民館）9:30～ 
  ビン・ペット・発泡類② 

31 金     燃やすごみ 


