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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 

 

AUGUST 

 

 

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 

上妻宏光「生一丁！」Tour２０１０ 

8.29（日） 

１５：0０開場 １5：3０開演 全席指定 ５,000円 

ソロデビュー10周年を迎えた上妻宏光の真骨頂ともいえる「生一丁！」ツアー 
津軽三味線の生音の響きを体感できるプレミアムな公演です。 

アザレアホールには生音が似合う!! 

１００人のプレミアムなセカイ vol.８   

 

いこまい祭 

前夜祭 

全席自由 ５00円 

次世代のジャズシーンに新しい旋風を巻き起こすメンバー
たちの「あつい」ライブ！ 

YUTA IKEDO Trio 池戸祐太トリオ 

8.６（金） １8：3０開場 １９：0０開演 
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いこまい キッズパーク 
公民館・体育館が1日だけの 

アミューズメントパークに 

大 変 身 



8.7(土） あつい 1日が スタートする 

名物模擬店コーナー も随時 OPEN 
１０：００ open 

多治見Zelo FC 育成会 
ジャンボフランク・棒アイス・飲み物 
味ごはん・おにぎり※１１：００～・焼きそば※午後から 
 

１１：００ open 
おによめ 
鬼まんじゅう 

笠原Jr.クラブ 
キャラメルポップコーン・フリーマーケット 

梅平誠友会・寅卯会 
焼きとうもろこし・牛肉串焼き 
 

１２：００ open 

羽竹会 
ホットドック・焼きそばパン 
 

14:00 open 

B.ストリングス 
フロート 
 

14:30 open 

ジュニア会 
手作りギョーザ・手作りのカゴ 
 

１５：００ open 

明和工業 
ポップコーン 

笠原町商工会青年部 
焼き鳥・チューハイ 

笠原幼稚園育友会 
フランクフルト・ホルモン 

ミール・オン・ミール 
クッキー・ミートスパゲティ・ 
カレーライス・チヂミ・生ビール 

チームいちょう 
みたらしだんご 

笠原地域民生児童委員協議会 
ラクトアイス・おもちゃのくじ引き 

楠クラブ 
ラムネ・お茶 

笠原子ども会連絡協議会 
かき氷 

 
 

１６：００ open 

笠原小学校PTA 
英語で注文するジュース屋さん 
 

17:00 open 

トキワ 
漬物 

ザ・スターズ 
水風船ヨーヨー釣り 
 

１８：００ open 

気楽会 
光おもちゃ屋 
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忍たま乱太郎 
11:00から17:00までの毎時00分スタート 
①１１：００ ②１２：００ ③１３：００ ④１４：００ 
⑤１５：００ ⑥１６：００ ⑦１７：００ 

 パークチケット 0(ゼロ)まい 体験ブース 

３DザウルスⅡ 
11:30から17:30までの毎時３0分スタート 
①１１：３０ ②１２：３０ ③１３：３０ ④１４：３０ 
⑤１５：３０ ⑥１６：３０ ⑦１７：３０  

10:00  いこまいキッズパーク開園 

チャレンジブース 
１０：００～１８：００ 
体育館いっぱいにゲーム体験ブース 

パーク 
チケット要 

１～３まい 

リアル野球盤、スロットレーシング 
ストラックアウト、パターゴルフなど 
お楽しみいただけます。 

1作品上映時間約20分 
作品毎の入替制 

キミはこの恐怖に耐えられるか 
①１１：００～ ②１４：００～ 
茶ッ茶ッ茶ッ室がお化け屋敷に… 

お化け屋敷を抜けると 今度は 

こわ～いお話しが待っている 
竹トンボづくり 
１0：００～1２：0０ 
ほのぼのあそびパークがいこまいバージョンで
開園です。 
オリジナルな竹トンボをつくります。 

1日出張児童館  
いろいろな楽器♪手作り教室 
１0：００～18：0０ 
新しくオープンした笠原児童館が 
いこまい祭に出張です。 

１３:３0 Azalea Hallコンサート 
笠原中学校吹奏楽部がお届けする NO music NO life な ・・・ 世界とは、 
メンバー、レパートリーも増えて益々パワーアップする笠中吹奏楽部の演奏をお楽しみください。 

お化け屋敷             おはなしの会 
               こわ～いこわ～イ 
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パーク 
チケット要 

５まい 
パーク 
チケット要 

３まい 

こどもヘリコプター 
10:00～18:00 
さあ！みんなで大空の世界へ 

公民館・体育館が 
１日だけのアミューズメントパークに大変身 

目の前に迫る“迫力”３Dシアター 

本のリサイクルフェア 図書館で不要になった本をお譲りします。1人5冊まで 10:00～18:00 図書館ロビー前 

かさはらいこまい祭の情報は7月12日現在のものになります。 
今後追加、変更される場合があります。予めご了承願います。 



             CONCERT     
             コンサート   

1000人のおどりタイム 

昭和レトロコーナー 
１７：００～２０：３０ 
昭和の街並みを実物大で再現する昭和レトロコーナー 
駄菓子屋、ラーメン屋台、古民家いろり座敷で、買い物もしていた
だけます。 

19:15～20:30 
恒例の盆踊りは1000人でノンストップで踊りまくります。 

20:30～2１:０0 
いこまい祭フィナーレを飾る夜空のアート 
地域の皆様のご協力により今年も開催です。 

1000発の 打ち上げ花火 

1５:00 

15:00～１９：１５ 
今年のショータイムはあついパフォーマンスが勢ぞろい！！ 
子ども太鼓他、気合いのステージをお約束。  
和太鼓GONNAのスペシャルLIVEも開催決定!! 

あつ～い ショータイム 

17:00 

 

いこまい前夜祭イベント 
100人のプレミアムなセカイ vol.８ 

YUTA IKEDO TRIO ジャズコンサート 
    池戸祐太トリオ 
８．６（金） １８：３０開場 １９：００開演 
入場料 500円 
古くからのスタイルを大切にしながら常に新しい音楽を追求
する池戸祐太。 
確かなテクニックと、新しいアイデアと歌心。 
次世代のジャズシーンに新たな旋風を引きおこします。 
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０
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いこまい祭 ショータイム 
笠原発ロビコン vol.１９ 

GONNAいこまいスペシャルLIVE 
 ８．７（土） １８：４５ ～（予定） 

入場無料 
感動を提案し続けるGONNA、感動のLIVEから半年、 
笠原の地に、GONNA旋風が再び巻き起こります。 

光る技が、あなたを虜にするはずです 

先人達の精神を引き継ぎ 三味線一丁 生音 だけでつくる芸術 

上妻宏光「生一丁！」Tour２０１０ 

全席指定 ５,000円 8.29（日） １５：0０開場 １5：3０開演 

ソロデビュー10周年を迎えた上妻宏光の真骨頂ともいえる「生一丁！」ツアー。 
津軽三味線の生音の響きを体感できるプレミアムな公演です。 

vol.９ 愛知とし子「音浴（おんよく）じかん」 
９．１１（土） １０：３０開場 １１：００開演 
入場料 500円 小学生以下無料 

アーティストの息遣いのわかる距離まで迫る 
100人のプレミアムなセカイ 赤ちゃんに聴いてもらいたいコンサートをつくりました。 

赤ちゃんに贈る魔法の時間！！ 
お母さんのお膝の上で…、ピアノの下に潜り込んで 
美しい音色を心や体でいっぱい浴びましょう。 

名古屋で活躍する 

オシャレなジャズミュージシャンのコラボレーション 

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

８月７日(土） 
笠原中央公民館で 
盛り上がろう 

Azalea Hallで 

聴く音楽は 

特別 です  

１９：１５ 

20：30 



                      初夏の果物「びわ」の葉を使って 
                      小さめのスカーフを染めます。 
                      少しオレンジがかかったピンクに染 
                      まります。 
 

                                 9/3（金） 全１回 13：30～16：00 
受講料  60歳以上の方 1,900円 一般 2,000 （材料費込）  
持ち物  エプロン・タオル・ゴム手袋 

 講師 大鋳 栄 季節を楽しむ草木染め 

 講師 洞谷 多美江 

＜初心者のためのギター講座＞ 
8/1・ 22（日） 10：00～11：30 

申込先 笠原体育館    ℡.０５７２－４３－６２８５ 手軽に作れるスイーツにチャレンジ！ 地元で採れた野菜を
使ったランチもご紹介します。 

季節の野菜でランチ＆スイーツ 

週末クッキング工房 
家族・グループで料理教室の設備をフル活用！！ とってもお得です。 
専門講師が料理教室に待機し、皆様の体験をサポートします。 

9:30～12:00 
受講料 各回1組500円（1組3人まで）   材料費 各回1人800円 
※各回ごとのお申込みです。 

スポーツ！ ワンポイントレッスン （申込開始8/１５～） 

公民館の屋上に上がって、星の観測をおこないます。 
いつもとは違う特別な空間で、笠原の夜空を楽しみませんか？ 
8/21 （土） 19：00～20：3０  
参加無料 申込は必要です。どなたでもご参加いただけます。 

※雨天時は「星座早見表」製作をおこないます。 （実費300円要） 

※子どもさんだけの参加の時は、必ず大人の方のお迎えをお
願いします。  

星空観望会  講師 地球村星倶楽部 

公民館の屋上から星空を観る 

   

9/２2～１０/１６ 毎週（水・土） １４：００～１6：００  
対象 成人女性（経験者） 定員 15名(申込み順) 
受講料 4,200円   （申込開始8/１５～） 

ワンランクレベルを上げよう！ 女性のための卓球教室 パックプラン派  

ワンコインキッチン フリープラン派 

 ギャラリー          

大鋳栄先生の指導のもと、藍を使って絞りの技法を学んでい
ます。今年で6回目となる作品展、笠原では初めてのことで
す。どうぞ、藍染めの絞りの世界を楽しんでください。 

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。 

草木染め 
   

 8月10日（火）～8月1６日（月） 

川柳漫画 
   

 8月29日（日）～9月15日（水） 

エンピツ一本で貴方も詩人! 
新聞やテレビを見て、頭の体操のため自分の川柳を作りましょ
う。今、時事川柳が面白い。 

 

あそび  ほのぼの    パーク 

ちびっこのみんな公民館へ  Let’s GO 

参加無料 

８月７日（土）10:00～12:00 
竹トンボをつくろう ※いこまい祭内で開催します 

８月２１日（土）1１:00～12:00 
笹舟づくり 

 現在開講中の講座です。 
  ご見学・１日体験入学ができます。          

笠原発 夏 講座  申込み 笠原中央公民館 ☎４３－５１５５ 

10：00～13：00  受講料 1回1,500円（材料費込） 
 ※各回ごとのお申込もできます 

 

①９/1（水）    ぶどうゼリー テーブルロールサンド 

②9/29（水）    スフレチーズケーキ パスタ 

③10/20（水）   かぼちゃケーキ ソースかつ丼 

月替わりパン＆スイーツ教室 

9/11（土）    セサミロール・ピーチゼリー 

10/９（土）    ハムブロート・黒糖ロール 

11/20（土） あんぱん・黒ゴマのババロア 

コンロ・オーブン・パン醗酵機…などの設備は自由にご利用
いただけるプランです。講師も待機しますので火加減などの
アドバイスもします。 
9/11・10/9・11/20（土） 14:00～16:00 
１テーブル500円/2時間 

笠原発 スポーツ 講座 

かけっこのコツを教えます! 

                  講座! 

卓球の楽しさを教えます! 

                 講座! 

9/２(木) 17：30～18：30  9/22(水) 17：30～18：30 

■対象：小１学～３年 ■対象 小学4～6年生 

■定員：1５名(申込み順) ■定員 10名(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  

 

＜ビューティ・ペルヴィス（骨盤矯正）＞ 

8/１９・２6（木） 15：30～17：00 

幼児から小学生低学年を対象にした工作教室などを 
毎月開催しています。 

※ご見学はお電話にてお申し込みください。 



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  
  ストラクターがスタッフルームに待機しておりますので、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。 
●多治見市総合体育館のカードをお持ちの方を対象にした「短時間  
  講習」は、毎日実施しています。 

５日（木） 14:00～15:00 10日(火) 19:45～20:45 

1５日（日） 18:15～19:15 20日（金） 10:00～11:00 

25日（水） 19:45～20:45 30日（月） 18:15～19:15 

８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。 

 ２１日（土） 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♪ 
 ※8/7（土）はいこまい祭のため、おはなしの会はお休みします。 

 

8月のおはなしの会 １４：００～１４：３０  図書館絵本コーナー 

 

 図書館笠原分館   笠原中央公民館 ☎43-５１５５   

映画館のないまちで映画を楽しむ  
～梅平団地にお邪魔します。～ 
 

お楽しみ映画会 

       「アイスエイジ3」 
               ティラノのおとしもの 
 

8月27日（金） 
梅平団地集会場   14：00～ 
（梅平運動公園向い）    
滝呂小学校体育館 19：00～ 
どちらの会場でもご参加いただけます。 
 

48区及び梅平団地自治会  
滝呂校区青少年まちづくり市民会議 共催 
 

8月の休館日 2日(月）・9日(月)・16日(月)・ 
            １９日（木）・23日（月）・30日（月） 

 

※開館時間外の返却は返却ポストをご利用ください。 

乳がん健診のお知らせ 
女性の30歳～64歳では、乳がんが死亡原因の第1位 
  乳がんは優れた検査法や有効な治療手段が多いことから、早期に
発見して適切な治療を受ければ、ほぼ完全に治すことができます。乳
がんにかかる女性は年々増えており、日本人女性の20人に1人が生
涯の間にかかるといわれるほど身近な病気です。また若い年代の乳が
ん死亡率が年々上昇しています。乳がんは、セルフチェックの際、しこり
や違和感を感じ発見されることが多いため、若いときから自分の体に
関心をもつことが大切です。月１回のセルフチェックと、定期的に健診
を受け、自分で体を守りましょう。多治見市の乳がん健診は、40歳以
上の女性で、職場健診を受ける機会のない方に受診していただけま
す。お申し込みは保健センターで受け付けています。 

 

   お問い合わせ   多治見市保健センター  TEL２３－６１８７ 

 

多治見市保健センターからのお知らせ   

 Azalea Hall イベント情報   

木管五重奏団「おうま」concert 
9月4日（土） 16：0０開場 16:30開演  アザレアホール 

入場料 一般 2,500円  学生1,800円 
チケットは、笠原中央公民館でも取り扱っています 

 ＜課題図書の貸出について＞ 
課題図書は７月１６日（金）～９月５日（日）まで貸出が１人１冊１週間と
なります。過去の課題図書については制限はありません。 
返却期限は必ず守ってくださいね。 

 地域情報        

工場で文楽を楽しむ ～音羽区夏祭りにお邪魔します。～ 
 

文楽 
半原操り人形浄瑠璃保存会による 
「三馬叟」「絵本大功記十段目」を 
上演します。 
 

8月15日（日） 18：00～（予定） 
長江陶業（株）敷地内（笠原町１９３－２） 
※駐車場は笠原中央公民館駐車場を
ご利用ください。 
 
音羽区夏祭り協賛事業 
４１区及び41区公民館 共催 

 

笠原地域子育て支援センターからのお知らせ   

お父さんと遊ぼう 
 平日お母さんと遊びに来ている支援センターをお父さんも見てみま
せ   んか?お父さんと体を動かして遊びます。 
8/8（日） ・ 10/24(日）  時間 10:00～11:00 
■定員：各15組 ■持ち物：動きやすい服装・タオル・お茶 
■対象：未就園児 
お電話等にて必ずお申し込みください。（2カ月前から） 

 

ブログを開設しました 
 笠原地域子育て支援センターのブログを開設しました。年間行事予
定や、行事の様子、色々なお知らせなどをアップしています。ぜひご覧
ください。http://blogs.yahoo.co.jp/sien_kasahara 
又は「子育て支援センター」でブログ検索をしても見ることができます。 
 
お問い合わせ   笠原地域子育て支援センター  TEL/FAX４４－1971 

                  （笠原保育園2階） 

「おうま」さんからのプレゼント 
 

小学生の皆さんにぜひコンサートを聴いてもらいたい！ 
木管五重奏団「おうま」コンサート入場券を 

先着で10名様にプレゼント♪    

8月1日（日）午前9時より公民館窓口にて 

  

 公民館を飛び出して     皆様の身近な場所に芸術を宅配します。      
いずれも無料公演です 
どなた様でもご来場いただけます。 
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｢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｢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 日 

笠原中央公民館 申込開始[ﾎｰﾙH23.8月分まで、会議室他H22.10月分まで] 

笠原施設抽選申込開始[H22.11月分まで]（8月9日まで受付）  多治見市制記念花火大会 

逆上がり体操教室（笠原体育館）10：00～ 

初心者のためのギター講座(笠原中央公民館）10：00～  

    

2 月 卓球教室（笠原体育館）14:00～ 図書館休館日   

3 火     燃やすごみ 

4 水 

ことぶき学級 ペン習字（笠原中央公民館）9：30～ 

卓球教室（笠原体育館）14：00～ 

かさはら子ども和太鼓（笠原中央公民館）19：00～ 

  破砕ごみ② 

5 木 

陶芸教室（笠原中央公民館）9：30～ 19：00～ なりきり染色家（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） 14：00～ 

初めてのハングル語講座（笠原中央公民館）19：00～  

  
有害ごみ・天ぷら油① 

ビン・ペット・発泡類① 

6 金 100人のﾌﾟﾚﾐｱﾑなｾｶｲ vol.8 YUTA IKEDO TRIO（ｱｻﾞﾚｱﾎｰﾙ）19：00～  燃やすごみ 

7 土 
かさはらいこまい祭（笠原中央公民館） 

バレーボール教室（笠原体育館）9：00～ 
    

8 日      

9 月 卓球教室（笠原体育館）14:00～ 図書館休館日   

10 火 トレーニング室利用者講習会(笠原体育館） 19：45～   燃やすごみ 

11 水      

12 木     
有害ごみ・天ぷら油② 

ビン・ペット・発泡類② 

13 金     燃やすごみ 

14 土 富士区・平園区夏祭り  バレーボール教室（笠原体育館）9：00～     

15 日 

音羽区・上原区 ・向島区・釜区夏祭り 家庭の日 

文楽 （長江陶業（株）敷地内 夏祭）18：00～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）18：15～ 

  
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ家庭ごみ 

持込（午前9時～12時） 

16 月 笠原小・中開放施設調整会議  神戸区夏祭り  卓球教室（笠原体育館）14：00～ 図書館休館日   

17 火 栄区夏祭り   燃やすごみ 

18 水 ことぶき学級 ペン習字（笠原中央公民館）9：30～  卓球教室（笠原体育館）14：00～   破砕ごみ① 

19 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～  韓国料理（笠原中央公民館）18：30～ 
図書館休館日 金属・紙・布類① 

20 金 
バレーボール教室（笠原体育館）9：00～  初秋の絵手紙講座（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 

21 土 ほのぼのあそびパーク（笠原中央公民館）11:00～ 星空観望会（笠原中央公民館）19：00～     

22 日 
笠原幼・保・小・中 愛園・愛校作業 

初心者のためのギター講座(笠原中央公民館）10：00～ 
    

23 月 卓球教室（笠原体育館）14：00～ 図書館休館日   

24 火 なりきりプロボウラー（パークレーンズ）14：00～   燃やすごみ 

25 水 

卓球教室（笠原体育館）14：00～ 

鉄棒、逆上がりのコツ教えます！講座（笠原体育館）17:30～ 

トレーニング室利用者講習会(笠原体育館）19：45～ 

    

26 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② 

27 金 

ことぶき学級 合唱（笠原中央公民館）9：00～ 

笠原保育園プール納め 

なりきりタイルデザイナー（笠原中央公民館）9：30～ 

お楽しみ映画会（梅平団地集会所 14：00～ 滝呂小学校体育館 19：00～） 

  燃やすごみ 

28 土 
かさはら子ども和太鼓（笠原中央公民館）10：00～ 

絵本の中のスイーツ（笠原中央公民館）13：00～ 
    

29 日 
これから始める山登り教室（笠原体育館）10:00～ 

上妻宏光「生一丁！」Tour2010（ｱｻﾞﾚｱﾎｰﾙ）15:30～ 
    

30 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   

31 火     燃やすごみ 


