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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。 

 

2010 

Azalea Hall 

TAJIMI  KASAHARA 

  MARCH 

加藤登紀子 コンサート        

  3月２１日（日） 開場15:30  開演16:00   

   入場料 全席指定 S席 6,000円 A席 ４，０００円 

銘酒のある町に 大好きな笠原の町に、  

 「おときさん」が 帰ってきます。 

加藤登紀子さんといえば、「日本酒」をイメージする人も多いはず。 
来場者にも日本酒を振る舞い、自らも一升瓶を抱えて胡坐をかきながら歌う、
恒例の「ほろ酔いコンサート」が有名です。 
 

今回は「ほろ酔い…」とは違う「詩と歌の世界」をタイトルにしたアコースティック
なコンサートですが、加藤登紀子さんも笠原の銘酒、あの！？お酒の町でのコン
サートを大変楽しみにしています。 
 
来場者と間近に迫り、 
弾き語りでお届けする － 詩と歌の世界 －  
アザレアホール公演は特別なコンサートになります。 
 
何が起こるかわからない 生の舞台へ 
ぜひ、ご来場ください。 

  

 アザレアホール コンサート情報   

  

 図書館笠原分館・笠原体育館・ギャラリー情報 

 ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

  

地域情報  

～ 詩と歌の世界 ～ 

２ページ 

 笠原だからこそできる！ 図書館・公民館・体育館連携企画 
 

 おはなしの会 スペシャル 
 ＧＯＮＮＡ with かさはらこども太鼓「光」 
 市制７０周年記念プレ事業 第5回たじみキンボール大会 
 スポーツ体験フェスティバル 

５ページ 

３ページ 

４ページ 



コンサートまであと2週間となりました。勇介さんの指導もヒートアップ！！ 
子どもたちのテンションも上がりっぱなしです。2月からは、練習時間を延長。回数も増やすことにしました。平日の夜の練習は、子ど
もたちには辛いことだと思いますが、それでも一生懸命バチを振ります。毎回新しいリズムを覚えて、そして、通し演奏。 
体でリズムをとって、優しく愛しむように小さな音から大きな音へ…、最後の決めポーズ。 
全員の音がピタリと決まると超感動！ GONNAとのコンサートが楽しみになってきました。 

図書館笠原分館を支えてくれているボランティアの皆さんが 
素敵な企画をつくってくれました。 

お・は・な・し の 会 スペシャル 

音と映像で楽しむ こんな話があったげな たじみの昔話 
  おばれだぬき（大針町）・庚申堂（こうしんどう）のたぬき（笠原町） 

人形劇 まくらのせんにん 
手あそびうた 

 

頭脳と体を使う軽スポーツ  キンボールの魅力を体験！   

一度やってみたいスポーツを少しずつ、いろいろ体験・・・自分にあったスポーツを見つけるチャンス！ 
各競技のエキスパートがサポートします。これから何かを始めたい方！ちょっと運動が苦手な方・・・ 
スポーツの楽しさを知ってください。 

 

市制70周年記念プレ事業   ５th たじみキンボール大会 

with かさはらこども太鼓「光」 GONNA 

笠原のお祭りを盛り上げてくれている「かさはらこども太鼓『光』」
のメンバーが、本当に一生懸命練習をしています。作品づくりの難
しさ、練習を重ねる度にみえてくる新しい壁…、しかし、真正面から
向かい合っています。 
素敵な子どもたちの姿！  皆様 ー 直接感じてください。 

たじみの昔話って知っていますか？ 笠原町・大針町…の名所に伝わる民話が収められて 
います。民話には祖先の暮らしの足跡、その時代の庶民の願いが込められています。 
昔話の中から新しい多治見の魅力を発見してみてください。 

種目 テニス・サッカー・卓球・陸上・野球・ドッヂビー（１０：００～15:00（昼休憩あり）） 
     バスケットボール・体操・バドミントン・空手（１３：００～１５：００） 

 笠原だからこそできる！ 図書館・公民館・体育館 連携企画  こだわりの3月イベント 

３月１３日（土） 
図書館  企画 
 笠原分館 

１４：００ ～ 
参加無料 
 
お問い合わせ 
図書館笠原分館 
☎ 43-5155 

３月１４日（日） 
公民館  企画 
 

１６：００ 開場 
１６：３０ 開演 
 

入場料 全席自由 
一般 2,000円 
高校生以下 １，０００円 
 

お問い合わせ 
笠原中央公民館 
☎ 43-5155 

３月２８日（日） 
体育館  企画 

キンボール大会 
集合 ８：３０ 
競技開始 ９：００ 
参加無料 
 
スポーツ体験 
     フェスティバル 
１０：００ ～ １５：００ 
参加料 300円 
対象 小学生 
 

お問い合わせ 
笠原体育館・公民館 
☎ 43-5155 

部門 （A）一般の部 （B)ファミリーの部 （C)小学生の部  
いずれの部門とも男女は問いません。１チーム４人～6人で編成してお申し込みください。   
応募方法 ：参加申込書に必要事項をご記入の上、笠原中央公民館へ 
 

締め切り 3月20日（土） 
※11:00からキンボール体験コーナーも実施します。 

 スポーツ         フェスティバル 体 験 

こどもたちのゆめを太鼓の音にのせて 
 

和太鼓×マリンバ GONNA    

      with かさはらこども太鼓「光」  公演にむけて 

お申込みの必要はありません。 
当日お出かけください。 

会場：公民館2階 Azalea Hall ロビー 



小林亜矢乃＆小林研一郎  トーク・ピアノコンサート 

 4月からも Azalea Hall は 満開です。 
アザレアホール 

 たじともclub 
 法人（団体）会員をご存知ですか 

チケット 
発売中 

Azalea Hall でしか観ることのできない オ・リ・ジ・ナ・ル企画 

 炎のマエストロ・コバケンと小林亜矢乃  親子共演 

 Azalea Hall名物  N響 室内楽コンサート 

上妻宏光コンサート ２０１０ （仮称）   
 

津軽三味線の伝統と革新 － 三味線コンテストの最高峰といわれる「津軽
三味線全国大会」にて2年連続優勝という輝かしい実績を持つ上妻宏光 
このコンサートは「生の音」にこだわり、津軽三味線の本質をお伝えする公演
です。 

皆さんに紹介したい 凄いアーティスト による 凄い公演  

１００人のプレミアムなセカイ vol.6 
                    お芝居と音楽で綴る 私たちの・・・ 

歌劇 ヘンゼルとグレーテル 

間近で観る！  巧みな技をもつアーティストを好きになる  １００人のプレミアムなセカイ 

「市民から市民へ贈る 感動の舞台」   

                                                   日曜日のよるNHKで放送されている「N響アワー」をご存知ですか？日本の最高峰と   
                                                   呼ばれるオーケストラNHK交響楽団、その最前列に位置するメンバーがこぞって、 
                                                   こだわりの曲を奏でるのがこのコンサートです。 今回は名古屋で活躍する岩田なな
え（ヴァイオリン）さんとピアニスト松本和将さんが共演し、シューマンの生誕200周年をテーマにお届けいたします。 

 音響機器を使わず 三味線一本「生音」 で 勝負 

世界的指揮者小林研一郎とピアニスト小林亜矢乃。
親子たった二人でお届けする舞台はAzalea Hallオリジ
ナル企画です。ショパン生誕200年をテーマに、ピアノ
の詩人による名曲を小林亜矢乃が奏で、コバケンが偉
大なる作曲家を紐解き明かします。 

藤森亮一とその仲間たち 

NHK交響楽団メンバーによる室内楽シリーズ in TAJIMI ２０１０ 

７月１１日（日） 
 

15:30開場 １６：００開演 

 

全席指定 一般2,000円（club会員1，500円）  高校生以下1,500円（club会員1,000円） 
一般発売 4月1７日（土）  club会員先行 4月１０日（土）  

オペラやクラシックなのに間近で観る・聴く ！？ アーティストの凄さを直接知っていただきたい・・・ 

１００人のプレミアムなセカイ vol.７ 

名古屋フィルハーモニーメンバーによる室内楽 
With 水野みか 

4月25日（日） １５：３０開場 １６：００開演 
入場料 全席自由500円 小学生以下無料 
小学生以下の方も整理券を配布いたします。 

５月１６日（日） １２：３０開場 １３：００開演 
入場料 全席自由500円  

チケット 
発売中 

多治見市市民文化祭 合唱・合奏の部 

 

アザレアホールや多治見市文化会館でおこなわる催事を先行購
入、割引購入ができる「たじともclub」。 
個人会員では約800人の方にご登録いただいております。 

６月27日（土） 
 

15:30開場 １６：００開演 

 

指定席2,000円(club会員1,500円） 
自由席1,500円（   〃    同額  ） 

一般発売 4月10日（土） 
club会員先行 4月3日（土） 

全席指定 ５,000円（club会員４，５００円） 

一般発売 ５月２９日（土） 
club会員先行 ５月２２日（土） 

８月２９日（日） 
 

15:０0開場 １５：３０開演 

市民の文化の祭典「多治見市市民文化祭」、文化活動に取り組み人々が一堂に集いその腕前を披露します。 
客席の皆様に感動を届け、一緒に舞台に立つことを願う文化祭の活動。今年は合唱・合奏の部を Azalea Hallで開催いたします。 

たじともclubには法人（団体）の方を対象にしたものがあります。その団体に所属する方で特典をわけあえることがポイント。社員の
親睦を深めるためにも法人単位でのご加入をご検討ください。 
条件：5口（10,000円以上）から 
特典：口数に応じた個人会員の特典に加え、ご希望により団体名をwebにて掲載します。 http://www.tajimi-bunka.or.jp/jigyodan/ 
お問い合わせ・お申し込み  多治見市文化振興事業団 総務企画課 ☎０５７２－２４－６３５２ 

5月30日(日） 



 

３月の休館日 

１日(月）、８日（月）、１５日(月)、１８日（木）、２９日（月） 
  ※開館時間外の返却は返却ポストをご利用ください。 

 

3月のおはなしの会   

６日（土）１０：３０～ 
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ください。 
※3月20日のおはなしの会はおやすみします。 

 

 図書館笠原分館       笠原中央公民館 ☎43-５１５５   

受講料  1,000円 所要時間 

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 

約1時間 

トレーニング室は、午前9時から午後9時まで開館しています。インストラ
クターが常駐しておりますので、トレーニング方法のご相談など、お気軽に
ご利用ください。 
 

好きな時間に、自分のペースで   

10日（水） 18:45～19:45 15日（月） 18:45～19:45 

20日（土） 18:30～19:30 25日（木） 10:00～11:00 

30日（火） 18:45～19:45   

３月のトレーニングﾞ室 利用講習会 
 

お申込み・お問い合わせ 笠原体育館 ☎４３－６２８５ 
   

  ３月は次の５回を予定しています。各回定員（８人）を設けていますの  
  で、お電話でご予約ください。ただし、高校生以上の方が対象です。 

 笠原体育館                 笠原体育館 ☎43-6285 

 ウォーキング愛好家の為のトレーニング講習会 
  ウォーキングに適したトレーニング方法を学ぶトレーニング室利用講 
  習会。トレーニング室利用カード付きの特典企画です。 

 トレーニング室お気軽講座 

 肩こりからの脱出!! 体の使い方 

  トレーニング室の魅力をご提案する講座。 
  自宅でもおこなう簡単エクササイズを中心にご紹介します。 

時 間 14:00～14:30 受講料 無料 

4月20日（火） 

日頃の運動・健康促進を支援する 

ちびっ子のみんな公民館へ                             
                                                    Let’s  GO   

 

ほのぼのあそびパーク 

みて！ さわって！ かんがえる！ ふしぎはっけん！！ ちびっ子（幼児から小学生低学年）を対象にした 
科学実験教室や工作教室などを毎月実施しています。 

3月６日(土)  11:00～12:00 

新聞紙でテントを作って 

あ・そ・ぼ・う 

運営：親子ほのぼの推進ネットワーク 

 ギャラリー          

就労センター けやき 
 

『社会就労センターけやき』は、平和町にある知的障害者の支援施設です。
今回は、縫製班の作品の展示と就労センターの紹介です。 

         公民館利用者の方や地域の方の芸術・文化活動をご紹介しています。 
 

けやき紹介展 
3月1日（月）～3月15日（月） 

 

DCC写真展 
3月16日（火）～3月31日（水） 

シニアネット多治見 
 

シニア世代の生きがい、仲間作りとシニアの持つ能力を地域社会へ発信し
ているシニアネット多治見を紹介する展示です。 

5月からも ほのぼのあそびパークは開催します。 
5月・6月・7月のテーマは「音の公園」！ 音の科学工作、 
ピアノ遊び、太鼓遊びを予定しています。 

 

 笠原・精華公民館企画  笠原中央公民館 ☎43-５１５５   

キミも プラズマ博士だ！！ 
日本を代表するプラズマの研究施設である核融合科学研究所。プ
ラズマは近未来エネルギーと呼ばれ、その研究が日々進められてい
ます。 
子ども向けの解説で最先端施設を見学、また、プラズマ等をテーマに
した科学実験教室を開催します。 

５月2２日（土） 核融合科学研究所見学会 

時 間 10:00～11:00 受講料 1,000円 

６月５日（土）  科学実験教室 

時 間 10:00～1２:00 核融合科学研究所 土岐市下石町322-6 

時 間 10:00～1２:00 精華公民館 多治見市上野町４－２３－１ 

・どちらかだけの参加もできます。 
・両日とも現地集合・現地解散となります。 

参加・材料費 無料 

お申し込み 笠原中央公民館 ☎43-5155 

申込 3/15（月）～ 

４月２1日（水） 申込 3/15（月）～ 

 スポーツワンポイントレッスン 
 サッカーの楽しさを教えます 

時 間 17:15～18:15 受講料 100円 

３月４日（木） 小学校4年～6年生対象 



 

【開催日】  平成22年6月20日（日） 開場１２時 開演１２時３０分 【会場】  多治見市笠原中央公民館 アザレアホール 
【主  催】  笠原歌謡愛好会  ＦＭＡ   【問合せ】  笠原歌謡愛好会 会長 倉橋 武 TEL４３－４３４２ 
※詳細は、お問い合わせください。 

●平成２２年２月１日に地域子育て支援センターがオープンしました。 
  

    問い合わせ 子ども支援課℡22－1111（内線1266） 
 
 
 
 
 
 

 

  地域情報 

 第25回笠原チャリティ歌の祭典 
出演者 募集 

期 日 毎週 月～金曜日（祝日を除く）   

時 間 9：００～12：00 14：00～1６：0０（開所中は自由に利用していただけます） 

場 所 笠原保育園２階 

対 象 未就園児親子 

問い合わせ・申込み先：笠原保育園TEL４３－３０５２ 

●平成22年4月1日から笠原児童館がオープンします。 
     

   ～開館日であれば子どもたちは自由に使用ができます。～ 
 

場  所：多治見市笠原町２８３７－２（旧笠原保健センター跡、笠原診療所併設） 

駐車台数：児童館敷地内１５台・笠原児童館西側駐車場44台（共に笠原診療所と共有） 

開館時間：午前１０時～午後６時 

休 館 日 ：原則、月曜日、第3日曜日、祝祭日、年末年始 

設置目的 

 

施設用途と目的外使用の料金 
 

※目的外使用（児童館事業以外で使用する場合）は、下記のとおり 

申請方法：児童館事業以外で使用するときは、指定管理者に「児童館使用許可申請書」を提出してください。 

     使用の許可は、多治見市が行います。 
＊児童館事業で使用する場合は無料です。 

児童館 地域子育て支援拠点事業（仮称）子ども支援室 

児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操

を豊かにするとともに、母親クラブ、子ども会等の地

域組織活動の育成助長を図るものです。 

少子高齢化が進む中、子育て家庭に対し、子育ての相談、子

育てサークル活動の育成等を通じて、地域における子育てしや

すい環境を整備するものです。 

施設名 用 途 専用使用料（1時間） 冷暖房使用料（1時間） 

遊戯室 遊戯、運動、その他 300円 100円 

集会室 打合せ、工作、お絵かき、会議、その他 200円 100円 

調理室 調理教室、親子で調理、調理したものを試食することが可能 400円 200円 

図書室  － － 

子ども支援室 

（仮称） 
子育て親子の交流の場、子育て等に関する相談・援助、その他 － － 

自慢の歌声をご披露ください。 



 かさはらカレンダー  2010.3 

｢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 月 
笠原中央公民館 申込開始[ﾎｰﾙH23.3月分まで、会議室他H22.5月分まで] 

体育施設抽選申込開始[H22.4～6月分まで]（3月9日まで受付） 交通安全日 
図書館休館日   

2 火     燃やすごみ 

3 水 
ことぶき学級 ペン習字（笠原中央公民館）9:00～ 

季節の野菜でランチ＆スイーツ「和菓子コース」（笠原中央公民館）10:00～ 
    

4 木 スポーツワンポイントレッスン サッカー（笠原体育館）17:15～   金属・紙・布類② 

5 金 

お気軽Ｈａｐｐｙｽｸｰﾙ 絵手紙講座（笠原中央公民館）9:30～ 

ｳｫｰｷﾝｸﾞ愛好者のためのトレーニング講習会（笠原体育館）10:00～ 

午後のリラックスヨガ（笠原中央公民館）15:00～ 

  燃やすごみ 

6 土 

子ども太鼓教室（笠原中央公民館ホール）10:00～ 

かさはら探検隊（笠原中央公民館）10:00～ おはなしの会（図書館笠原分館）10:30～ 

ほのぼの あそびパーク（笠原中央公民館）11:00～ 

   

  7   日 This is a penから始まらない中学英語（笠原中央公民館）19:00～     

8 月 季節の野菜でランチ＆スイーツ「ケーキコース」（笠原中央公民館）10:00～ 図書館休館日   

9 火 体育施設抽選申込受付締切    燃やすごみ 

10 水 
中学校卒業式 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18:45～ 
  破砕ごみ② 

11 木 初めてのハングル語（笠原中央公民館）19:00～    ビン・ペット・発泡類① 

12 金 
ことぶき学級 合唱（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～ 
  燃やすごみ 

13 土 
子ども和太鼓教室（笠原中央公民館ホール）10:00～ 

おはなしの会スペシャル（図書館笠原分館）14:00～ 
    

  14   日 和太鼓×マリンバ GONNA with かさはら子ども和太鼓「光」（笠原中央公民館ホール）16:30～     

15 月 
交通安全日  笠原小・中開放施設調整会議 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18:45～ 
図書館休館日   

16 火     燃やすごみ 

17 水 ことぶき学級 ペン習字（笠原中央公民館）9:00～     

18 木   図書館休館日 ビン・ペット・発泡類② 

19 金 
お気軽Ｈａｐｐｙｽｸｰﾙ 絵手紙講座（笠原中央公民館）9:30～ 

午後のリラックスヨガ（笠原中央公民館）15:00～ 
  燃やすごみ 

20 土 
スポーツ指導者育成研修会（笠原体育館）13:30 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18:30～ 
    

  21   日 
加藤登紀子コンサート（笠原中央公民館ホール）16:00～ 

This is a penから始まらない中学英語（笠原中央公民館）19:00～ 
  

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ家庭ごみ 

持込（午前9時～12時） 

  22   月      

23 火     燃やすごみ 

24 水 笠原幼稚園 卒園式・修了式   破砕ごみ① 

25 木 
小学校卒業式  トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）10:00～ 

初めてのハングル語（笠原中央公民館）19:00～ 
  金属・紙・布類① 

26 金 小・中学校修了式  ことぶき学級 合唱（笠原中央公民館）9:00～   燃やすごみ 

27 土 子ども和太鼓教室（笠原中央公民館ホール）10:00～     

  28   日 
キンボール大会（笠原体育館）8:30～  

スポーツ体験フェスティバル（笠原体育館）10:00～  
    

29 月 笠原保育園 卒園式・修了式 図書館休館日   

30 火 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 

31 水       


