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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。 

 TAJIMI  KASAHARA 
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あしすと 
 笠原町総合情報誌 
 笠原地区の文化・体育施設催し物案内 

笠原中央公民館 
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ふれあい福祉まつり 10月24日（日） 
※展示部門は10/20（水）～24（日） 

 
笠原の子どもたちや、 
公民館で活動をおこなう人々が、 
日頃の活動の成果を紹介します。 
 

24日の公民館は 

ふれあい福祉まつりも同時開催され、 

シルバーの人たちも大活躍されます。 
 

ぜひ、ご来場ください。 

新
し
い
学
び
を
楽
し
む 

      まなびの秋の 
新しいチャレンジを   

応援します 
 

笠原発「秋」講座

新着情報 

1１月７日（日） 
受付８：００  開会式８：３０ 
競技９：００～１４：３０  閉会式１４：３０ 
 

参加料：1人100円 （当日のお支払） 
 
 

（事前申込み必須） 
ソフトバレーボール・ドッチビー ※チーム競技 
 
 

（当日参加も可） 
グラウンドゴルフ・障害物競争・ぺタンク 
※個人競技 
ウォーキングラリー ※チーム競技 
 
申込方法 
 

申込書に必要事項をご記入のうえ、 
笠原中央公民館まで 
締切 10月15日（金） 
 
 

Azalea 文化祭 

  スポレクかさはら2010 
みる！ さんかする！  様々な秋の楽しみ方 

 

注目のｺﾝｻｰﾄ情報 
夏川りみ 他 

ス
ゴ
技
を
楽
し
む 

ステージ部門  
Azalea Hall 9時30分～ 
展示部門 
笠原体育館・公民館ロビー 9:00～18:00 
                     ※24日は16:00まで 

模擬店コーナー 
屋外広場 10:00～１３：００ 
※シルバー作品展へのお申込みは１０/８までです。 



スポーツ！ワンポイントレッスン            
お申込み 笠原体育館☎43-6285  （申込開始10/１５～）  

親子で一緒に卓球を体験しよう 

１１月6日(土) 13：00～14：00  

■対象：親子（初心者）    ■定員：5組(申込み順) 
■受講料：100円 
■持ち物：運動の出来る服装  室内用シューズ  

クリスマスケーキを作ろう 
12/19 （日）  10：00~12：00 
対象：小学生  定員：16名 
持ち物：エプロン・三角巾・タオル・手提げ袋 
受講料：1,300円 

初級ヴァイオリン・チェロ講座 
（ジュニアオーケストラ多治見 協力企画） 
10時から12時のうちで30分程度の個別（小人数）レッスンです。 
11/14・28 12/12・26 （日） 10：00~12：00 
対象：小学生・中学生  定員：全体で20名 
持ち物：お持ちの方はヴァイオリン、チェロ 
参加費：4,000円（教材込）※楽器はご用意します。 

絵本の中のスイーツ 
絵本『からすのパンやさん』のパンを作ろう!! 
11/3 （水・祝） 13：00~15：00 
対象：小学生   定員：親子8組（1組2名） 
持ち物：エプロン・三角巾・布巾2・3枚、持ち帰り用の入れ物 
参加費：1,300円（教材込）※3人目から受講料として100円が必要です。 

クリスマスフラワーアレンジメントを作ろう 
11/23 （火・祝）  13：30~15：00 
対象：小学生  定員：20名 
持ち物：工作はさみ・手提げ袋 
受講料：800円（教材込） 

 

笠原発 
秋講座 

 お申込みは笠原中央公民館まで ☎43-5155 

秋のキッズ講座 

お気軽Happy スクール 

X’mas 講座 

干
支
グ
ッ
ズ
を
つ
く
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フエルトで干支を作る 

12/8 （水） 10：00~12：00 

持ち物：いらない雑誌 

一般1,000円 特典900円 

陶器で干支を作る 

１１/２５ （木） １０：００~１２：００ 

持ち物： 
エプロン 
タオル 
 

一般1,000円 特典900円 

木目込みで干支を作る 

12/1 （水） 13：00~16：00 

持ち物： 
ヘラ（リッパーまたは千枚通し） 

糸切りばさみ まち針 
小さい布切りハサミ  

一般1,200円 特典1,100円 

土鈴で干支を作る 

12/16 （木） 10：00~12：00 

持ち物：モチーフとなる花・油性ペン（細字）・
筆ペン・ポケットティッシュ 

一般1,000円 特典900円 

プリザーブドフラワーのリース   

１１/２６ （金） １０：００~１１：３０  

持ち物：針金の切れるはさみ 
      （または、ニッパー）  

一般3,000円 特典2,900円  

アロマキャンドル   

12/11 （土） 10：00~12：00 

一般1,500円 特典1,400円 

絵手紙 

持ち物：顔彩・ティッシュ・水入れ 

一般3,750円 特典3,250円 

１０/１５・ １１/５・１９ ・１２/３・１７ （金） 
9：30~11：30  

高齢者の方々にも気軽に楽しんでもらえる 
プログラムでお届けしています。 

特
典 

ク
リ
ス
マ
ス
グ
ッ
ズ
を
つ
く
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トールペイントのオーナメント 

11/29 （月） 10：00~11：30  

持ち物：タオル・エプロン  

一般1,500円 特典1,400円 

① 
 

② 
 

③ 
 

６０歳以上の方割引価格 
 

ペア大歓迎 １人が60歳以上ならば2人とも割引価格 
 

毎回ティータイム付き、ドリンクを飲みながら交流も図れる 
 



韓国への旅行に役立つ 
身近なテーマで学習を進めます 

 

初めてのハングル語 
 

１１/１１・２５・１２/９・２３・１/１３・２７（木） 
１９：００~２０：００ 
持ち物：筆記用具 
受講料：2,900円 

 

 ほのぼのあそびパーク  

 

幼児から小学生低学年程度を対象にし、 

毎月開催している 無料イベント!! 
音楽遊び、科学工作などを紹介しています。 
 
 

なつ から あき のプログラムは 森の公園 
 

１０月９日（土）１１：００～１２：００ 

自然・昆虫博士による 

ドングリファミリーをつくろう 
植物・昆虫のことを何でも知っている博士がやってきます。 
いろいろと質問をしてみよう！ 

毎月第３月曜日、体育館に跳び箱、鉄棒などを

練習できる場所をつくります。 

１０月１８日（月）１６：００～21：００  
※毎月第三月曜日にやっています。 

対象：幼児～小学生 
※小学2年生以下は保護者の方が付き添ってください  
 

利用料：1時間 親子で100円 ※事前申込不要 

※混雑時には、入場を制限させていただく場合がございますので 
   ご了承ください。  

           コンセプトは 強く・美しく・しなやかに… 
 

ビューティ・ペルヴィス 
 

１０/２８・１１/１１・１８・２５・１２/９・１６・１/１３（木） 
１５：３０~１７：００ 
対象：一般成人女性 
持ち物：ヨガマット 
          タオル 
          飲み物 
受講料：4,900円 

畑で収穫する野菜をおいしく調理する 
 

季節の野菜でランチ&スイーツ 
 

１１/２２（月） ブルーベリーマフィン パン、サラダ他 
１２/２０（月） フルーツケーキ パスタ、サラダ他 
１０：００~１３：００ 
持ち物：エプロン 
          三角巾 
          布巾2，3枚 
          持ち帰り用の入れ物 
受講料：1回1,500円（材料込） 
 

家族・友達…グループで料理を 

楽しむ 

 
 
 
 
 
 
 
 
受講料：各回1組500円（２～3人） 
材料費：１人800円 
 

 
料理教室を開放します  
設備の充実する料理教室でX’masケーキづくりなど 
チャレンジしませんか？ 
 
 
ワンテーブル単位でご利用いただけます。コンロ・オーブンな
ど自由にご利用ください。 
講師も待機しますので微妙な火加減などワンポイントアド
バイスもします。ご希望によりレシピ・材料もご用意します
（実費）。 
 

開放日 １２/１１・１/８（土）１４：００～16:00 
※数に限りがありますので事前申し込みが必要になります。 
料金 １テーブル 2時間500円 

 １２/１１（土） 
 ９：３０～１２：３０ 

星型フルーツブレッド 
星型パインのフルーツゼリー 

 １/８（土）  
 ９：３０～１２：３０ 

きなこあんサンド 
豆乳パンナコッタ 

                     ワンコインキッチン  

               月替わりパン＆スイーツ教室 

幼
児
・小
学
生
低
学
年
が 

対
象
イ
ベ
ン
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みて・さわって・かんがえる 
ふしぎ はっけん 

マット運動・鉄棒・跳び箱 
嫌いになる前に苦手を克服する 
 

 体操の日  



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 

５日（火） 18:15～19:15 10日(日) 18:15～19:15 

1５日（金） 10:00～11:00 20日（水） 19:45～20:45 

25日（月） 18:15～19:15 30日（土） １４：００~15:00 

１０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 
   

  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。 

絵本や紙芝居などの読み聞かせを行っています。
みんなで聴きに来てね♪ 
※１０月２日のおはなしの会は窯ぐれまつりのため
お休みします。 

 

日本のむかしばなし  

 

 図書館笠原分館   笠原中央公民館 ☎43-５１５５   

１０月の休館日 ４日(月）、１８日（月）、２１日（木）、２５日（月） 
   ※開館時間外の返却は返却ポストをご利用ください。 

           アーティストに迫る！ この企画  100人のプレミアムなセカイ 

陶都楽友協会会員 による コンサート 
 

１１月14日（日）に Azalea Hall で開催する 
同会のフレンドリーコンサートのプレイベント。 
各コンサートでソリストを務める声楽家の素敵
な歌声をお楽しみください。 
 

ロビコン 

Vol.20 

 笠 原 発 
10月3日（日） 
１２：００～１２：４５ 

無 料 

夏川りみコンサート   夏川りみ 歌さがしの旅 ～太陽・月・風～  

１２月１２日（日） 開場１６：００ 開演１６：３０  Azalea Hall 多治見市笠原中央公民館 
全席指定 5,500円   
 
 
人の心に届く歌声… 
10月9日生まれ、沖縄県石垣市出身。1999年に夏川りみとしてデビュー。 
2001年に『涙そうそう』をリリースし、大ヒット。116週連続チャートイン。 2002年には紅白歌合戦に
初出場し、2004年には日本レコード大賞で最優秀歌唱賞受賞。その歌声は、老若男女問わずリス
ナーを魅了する。 

Vol.１０  

砂掛ブラザーズアコースティックバンド 
１０月１６日（土） １８：３０開場  １９：００開演 
入場料 500円   

「涙そうそう」をAzalea Hallで聴く 

夏川りみ コンサート    決定   

良い席はお早目にGET！！   

チケット発売開始   

たじともclub先行発売  
１０/２（土） ９：００～  
 

一般発売 
１０/３（日） ９：００～ 
 
 

１００プレの魅力は、 
アーティストと同じ舞台上で、 

同じように照明を受け、 
生音に近い環境で、 

 アーティストのスゴ技を楽しむことです。 

 
 

コ
ン
サ
ー
ト
情
報 

スゴ技を間近でお楽しみください 
これからの100人のプレミアムなセカイ 

あれから…もう1年が経ちました。 
加納裕生野さんのこの一年の成長をお伝えします。 

Vol.１１ 

加納裕生野＆尾池亜美コンサート 
１２月５日（日） １３：３０開場  １４：００開演 
入場料 1,000円   

鳴り止まない拍手がフェアリーミュージシャンたちの 
凄さを象徴しています。 

Vol.１２ 

メリット・ベル・リンガーとフェアリーミュージシャンによる 

X’masコンサート 

１２月５日（日） １３：３０開場  １４：００開演 
入場料 ５00円   

 

１４：００～１４：３０  
図書館絵本コーナー 

１６日（土） 

ジャズの本場アメリカで巧みなセンスを身につけた 
オシャレなジャズミュージシャンたち  
今、名古屋で最も期待される若手ミュージシャンの夢のコラボレーションを 
お楽しみください。 



 ギャラリー          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。 

つるし飾り（甦る日本の着物） 
 

１０月１日（金）～１０月１６日（土） 

古くいにしえの布を使って作るかざり。伝え継がれた日本の着物を捨て
去るのではなく、新しい身近なものに作り直します。 
思い出のおばあちゃんの着物が洋服や小物によみがえり、毎日の生活の
中に、おばあちゃんを思い出します。 
そんな古布が作り上げる新しい出会いを楽しんで学びませんか？ 

 地域情報        
 

笠原地域子育て支援センターからのお知らせ   

なかよしあそび“リズム遊び” 
      ～年中児とともに～ 
 

１２月1日（水） 10：00～11：00 

笠原保育園年中児がふだんしている 
リズム遊びを、一緒に楽しみます。 

 体験会開催!!（要予約） 

旧笠原授産所「なごみの杜かさはら」作品展 
   

 １０月２５日（月）～１２月２０日（月） 

「なごみの杜かさはら」は、障害福祉サービス事業所としてこの4月から
事業を始め、生活介護サービスと就労継続支援サービスの事業を提
供しています。今回は、利用者の作品の一部を展示することで、地域
の皆様の理解を得ることができればと考えています。布わらじ、アーム
バンド、ストラップ等展示していますので、ご覧になってください。 

展示期間中、各種イベントを開催します。お気軽にご参加ください。 
10月4日（月）・5日（火） 10：00～12：００ 
●ベスト作り 限定10名 800円 
  （着物2種類をほどいて洗って持って来てください） 
●ブローチ作り  300円（材料費込） 
10月7日（木）10：00～12：00 
●うさぎの籠作り  大1,000円 小500円（材料費込） 
●琴コンサート 10：00～（20分程度） 無料・予約不要 
10月16日（土）10：00～12：00  
●ブローチ作り 500円（材料費込） かぼちゃ、なす、キュウリなども作
れます。 
●大正琴コンサート 10：00～（20分程度） 無料・予約不要 

中日書道展 作品展示 
 

１０月５日（火）～１０月１６日（土） 

伝統ある中日書道展に参加したほほづき書法會の作品を展示しま
す。どうぞご覧になってください。 

忘れていませんか？検診！ 
 

「糖尿病」「がん」が年々増加しています。症状のないうちに早期発見し治療することが大切です。 

種類 対象者 受診期間 検診方法 料金 

特定健診 40歳以上 10月31日 指定医療機関で受診（要受診券） 1,000円 

胃がん検診 40歳以上 10～11月で7回実施 バス検診（予約制） 500円 

大腸がん検診 40歳以上 11月19日 笠原振興事務所等で容器を購入し保健センターへ提出 300円 

乳がん検診 40歳以上 10～11月で8回実施 バス検診（予約制）     10月18日 笠原児童館 1,000円 

子宮がん検診 20歳以上 10月31日 指定医療機関で受診（要受診券） 700円 

30代健診 30～39歳 10月30日 産業保健センターに予約 1000円 

第3回 お父さんと遊ぼう 
  

１０月２４日（日）10:00～11:00 
今年度最後の「お父さんと遊ぼう」です。 
お父さんと体を動かしてふれあい遊びをしま
す。 
今回は「きらきらルーム」を12時まで開放し、お
父さんにも自由に遊んでもらったり、お父さん
同士の交流もできるようにと考えています。 

 

「お父さんと遊ぼう」、「なかよしあそ
び」いずれの催事もお申込みが必要
です。2か月前から受け付けます。 
 

持ち物：動きやすい服装・タオル・ 
       お茶 
対 象：未就園児 
定 員：15組 

【お問い合わせ】  笠原地域子育て支援センター （笠原保育園2階） 
TEL/FAX４４－1971  http://blogs.yahoo.co.jp/sien_kasahara 

 

多治見市保健センターからのお知らせ   

大活躍!! 笠原中学校  こどものワンダーランド（9月5日） 
 

笠原中の生徒が先生役を担い、幼児から小学生までの子どもたち
にスライムづくりや、光の屈折、静電気の秘密などをお教えする「こ
どものワンダーランド」を9月5日に開催しました。子どもたちによる
子どものための理科の大イベントです。 
中学生先生は、学校で繰り返し予備実験をおこない、ちびっ子にも
わかる言葉で説明することを学んできました。 
いざ当日！！ 約350人のちびっ子が訪れ、中学生先生は休憩する暇
もなく、何回も何回も実験、説明を繰り返しました。 
 

ちびっ子が、実際に原理を理解することは非常に難しいことです。し
かし、「実験の数々には『何かふしぎがある』」そのことをちびっ子は
確実に持ち帰ってくれたと思います。 
ちびっ子の真剣な眼差しが、中学生先生のたくましさ、凄さを象徴
していました。 

【お問い合わせ】多治見市保健センター TEL23-6187（担当：成人保健グループ） 
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※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｢2010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  金 
笠原中央公民館 申込開始[ﾎｰﾙH23.10月分まで、会議室他H22.12月分まで] 

笠原施設抽選申込開始[H23.1月分まで]（10月9日まで受付) 
  燃やすごみ 

2 土 
夏川りみコンサート たじともClub会員発売（笠原中央公民館）9：00～ 

英語で遊ぼう1・2・3（笠原体育館）10：00～  女性のための卓球教室（笠原体育館）14：00～ 

かさはら窯ぐれ祭り  笠原保育園運動会 笠原幼稚園運動会  

    

 3  日 
夏川りみコンサート 一般発売（笠原中央公民館）9：00～ 

かさはら窯ぐれ祭り 初心者のためのギター講座(笠原中央公民館）10：00～ 

笠原発 ﾛﾋﾞｺﾝvol.20 陶都楽友協会会員によるｺﾝｻｰﾄ（笠原中央公民館）12：00～ 

    

4 月 吊るし飾りﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（笠原中央公民館）10：00～ 自宅でできる簡単ｽﾄﾚｯﾁ!（笠原体育館）13：00～ 図書館休館日   

5 火 
50歳から始めるゴルフ教室（笠原体育館）10：00～ 吊るし飾りﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（笠原中央公民館）10：00～ 

気軽にチャレンジ!テニポン教室（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）18：15～ 
 燃やすごみ 

6 水 
ことぶき学級 ペン習字（笠原中央公民館）9：30～ 

ボクシングエクササイズ教室（笠原体育館）10：00～ 女性のための卓球教室（笠原体育館）14：00～ 
    

7 木 
陶芸教室（笠原中央公民館）9：30～ 19：00～ 吊るし飾りﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・琴演奏（笠原中央公民館）10：00～ 

ｽﾎﾟｰﾂ!ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄﾚｯｽﾝ ｽﾎﾟﾝｼﾞﾃﾆｽを体験しよう（笠原体育館）17：45～ 
  ビン・ペット・発泡類② 

8 金 小・中学校終業式 ことぶき学級 合唱（笠原中央公民館）9：00～   燃やすごみ 

9 土 
月替わりパン＆スイーツ（笠原中央公民館）9：30～ 吊るし飾りﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（笠原中央公民館）10：00～  

かさはら子ども和太鼓（笠原中央公民館）10：00～ ほのぼのあそびパーク（笠原中央公民館）11：00～ 

女性のための卓球教室（笠原体育館）14：00～ うながっポーツの日 

    

 10  日 神明宮例祭（秋祭り）   トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18：15～     

 11  月 多老連笠原支部運動会     

12 火 小・中学校始業式 気軽にチャレンジ!テニポン教室（笠原体育館）13：30～   燃やすごみ 

13 水 ボクシングエクササイズ教室（笠原体育館）10：00～   破砕ごみ① 

14 木 
陶芸教室（笠原中央公民館）9：30～ 19：00～ 

ビューティ・ペルヴィス（笠原中央公民館）15：30～ 

初めてのハングル語講座（笠原中央公民館）19：00～ 

 金属・紙・布類① 

15 金 
笠原小・中開放施設調整会議  笠原幼稚園育友会バザー 交通安全日 

絵手紙講座（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）10：00～ 

  燃やすごみ 

16 土 
吊るし飾りﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・大正琴演奏（笠原中央公民館）10：00～ 

女性のための卓球教室（笠原体育館）14：00～ おはなしの会（図書館笠原分館）14：00～ 

100人のﾌﾟﾚﾐｱﾑなｾｶｲ vol.10 砂掛ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞｱｺｰｽﾃｨｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ（ｱｻﾞﾚｱﾎｰﾙ）19：00～ 

    

 17  日 
笠原小資源回収 家庭の日 初心者のためのギター講座(笠原中央公民館）10：00～ 

秋のわくわくﾊﾞｽｳｫｰｷﾝｸﾞ(笠原中央公民館）8：00～ 
  

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ家庭ごみ 

持込（午前9時～12時） 

18 月 体操の日（笠原体育館）16：00～21：00 図書館休館日   

19 火 気軽にチャレンジ!テニポン教室（笠原体育館）13：30～   燃やすごみ 

20 水 

笠原中央公民館文化祭 展示部門＆シルバー作品展（24日まで） 

笠原幼稚園バス遠足  ことぶき学級 ペン習字（笠原中央公民館）9：30～ 

季節の野菜でランチ＆スイーツ（笠原中央公民館）10：00～ 

ボクシングエクササイズ教室（笠原体育館）10：00～ トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）19：45～  

    

21 木 ビューティ・ペルヴィス（笠原中央公民館）15：30～ 図書館休館日 金属・紙・布類② 

22 金 ことぶき学級 合唱（笠原中央公民館）9：00～   燃やすごみ 

23 土      

 24  日 笠原中央公民館文化祭・ｽﾃｰｼﾞ部門＆かさはらふれあい福祉まつり（笠原中央公民館)     

25 月 トレーニング室利用者講習会(笠原体育館） 18：15～ 図書館休館日   

26 火 気軽にチャレンジ!テニポン教室（笠原体育館）13：30～  燃やすごみ 

27 水 ボクシングエクササイズ教室（笠原体育館）10：00～   破砕ごみ② 

28 木 
ビューティ・ペルヴィス（笠原中央公民館）15：30～ 

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

29 金 笠原幼稚園祖父母参観日   燃やすごみ 

30 土 トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）14：00～     

 31  日       


