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多治見市笠原中央公民館 ∣ 検 索 

201４. 

笠原地区の文化・体育施設催し物案内 

未来予想図を描くシリーズ 
地域の人と、笠原の魅力や課題、未来をともに考えたいとの願いで 
4月から取り組んでいます。 
 

ひとつのテーマが、  まちのどんな スタイル


 

笠原のタイルを取り上げてきました。 
 
家の中に、町の中で…、私たちの生活の中で笠原のタイルが使われています。 
日本中、そして世界中で愛されている笠原のタイル 
何が凄いのか 様々な視点から探ってみました。 
 
■ 子ども達が笠原のタイルに直接ふれることを目的にした工作教室を開催しました。 
■ あいちトリエンナーレ2013への出展作品に笠原のタイルが用いられました。 
■ 町に彩られているモザイクアートを かさはらタイルMAP にまとめました。 
 

今、公民館では これらの活動と公民館にあるモザイクアートを集め、展示会を行っています。 
皆様の家に眠っているタイルに関する資料があればお寄せください。 
この企画展を、みんなでタイルを自慢する機会にしたいと思います。 
 

２月 
まちのどんなスタイル として 
みんなの社会見学 タイル工場へ行こう！ を計画しました。 

タイルの町を彩るアートの数々、 
この町ではいたる所でタイルの美しさを知ることができます。 
一つひとつの色彩がコントラストを描き、 
町の文化を主張します。 

                みんなの社会見学  タイル工場へ行こう 
                

              世界で愛されている笠原のタイルが生まれる場所を実際に見てみませんか 
 

2月22日（土） 10:00～12:00 参加無料 

集合場所 笠原中央公民館ロビー 
定員：10名  対象：小学生以上  見学場所：株式会社カネキ製陶所本社工場 
申込み：笠原中央公民館 ☎43-5155 
 

協力：笠原陶磁器工業協同組合  株式会社カネキ製陶所 

タイルの 
まち 
笠 原 



 さまざまな 価値観  を 寄せあい  

重なる部分にある   真の豊かさ   を 発信します 

毎月２回 第1・第3水曜日に開催しているフラダンスのサークルです。現在会員は6名 平均年齢は60歳前
後。レイなどに使われる花で、目立たなくひっそりとしている「オハイアリィ」のように、気長に地道に続けてい
きたいという想いがサークル名となっています。 
今回は講師の柴田恵子さんにお話を伺いました。 

笠原文化・体育施設、笠原地区の 「今」 をお伝えします 

R  eport-Talk 笠原中央公民館 利用団体レポート 
 

レイ・オハイアリィ （フラダンス） 

フラダンスの魅力というのはどのようなところでしょうか。 
 

－ ゆったりとしたハワイアンの音楽に癒されながら、手話のように手の
動きで様々な表現をするというところですね。フラダンスをすると、リ
ラックスして気持ちが落ち着きます。日ごろのストレス解消にとても良い
ですよ。 
 

フラダンスを始めるきっかけはどのようなことからでしょうか。 
 

－ 体調不良だった時期があって、人に勧められたことがきっかけでし
た。フラダンスをするようになった今では、心身ともに充実し、元気にな
りました。だから、何かしたいと思っている方がいたら、「ぜひ来てみてく
ださい、いっしょに踊りましょう」と言いたいです。 
 

サークルとして大切にしていることは何ですか。 
 

－ 基本は楽しく・和気あいあいと明るい雰囲気を大切にしています。実
際、メンバーは本当に良い方ばかりで、私は本当に人に恵まれているな
と思っています。毎年文化会館で行われる市民文化祭に素敵な衣装で
出演することを楽しみにしています。 

フラダンスに興味を持たれた方に何か伝えたいことはありますか。 
 

－ フラダンスと聞いて「踊りはダメだわ」とか「人前でなんてとても無
理」という方も多いかと思いますが、「まずやってみて。やってみなけれ
ばわからないですよ。」と伝えたいです。 
最初は慣れないステップや手の動きに戸惑うかもしれませんが、難し
くはありませんし、基本からゆっくりしっかりと教えますよ。 
一度来てみて、体験してみてください。見学だけでもいいです。来てみ
て合うとか合わないとかを決めていただければいいんです。 
 
お会いしたどの方も明るく優しく、休憩時にはなごやかに談笑している
雰囲気が印象的なサークルでした。 
 
    【サークル情報】 
 

    レイ・オハイアリィ （フラダンス） 
 

       月２回 第1・3水曜日 10:30～12:00 会費2,700円 
       興味のある方はお気軽にお問合せください。 

                             チェリスト 長谷川彰子 
 

多治見市下沢町出身。第77回日本音楽コンクール第3位。 
財団法人ロームミュージックファンデーションより奨学金を受けてライ
プツィヒ音楽大学に留学。 
2012年アザレアホールでN響首席Vc藤森亮一らN響メンバーと共演
したシューベルト弦楽五重奏曲ハ長調D.956の演奏は、来場者に感
動を与えた。  

100人のプレミアムなセカイ Vol.27   

ザッハトルテコンサート 
アコーディオン・ギター・チェロの調べ 
 

 都丸智栄：アコーディオン  
 ウエッコ：ギター  
 ヨース毛：チェロ 
 

3月29日（土） 開場16:30 開演17:00 

全席自由1,500円（Cｌub会員1,000円） 
                            100人のプレミアムなセカイ  

 

客席はアーテイストを囲むように配置された舞台  
息遣いのわかる距離で、アーティストと来場者を結ぶ  
100人限定で味わう至極の時間 
 

                   息遣いのわかる距離がつくる緊張感 
 
ザッハトルテのコンサートは１００プレの舞台こそ相応しい。 
 

１００プレの演目は、“近い距離が似合う”アーティストをセッティングしてい
ます。 
アーティストは極限の緊張の中での舞台になります。わずかなミスもお
客様にわかってしまう程の息遣いのわかる距離。そして、お客様の反応
を見ながらプログラムを組み立てなければなりません。 
また、お客様も緊張感ある舞台を体験します。舞台照明を一緒に浴び
るため、気の抜けた顔は他のお客様にバレてしまいます。 
アーティスト、お客様、スタッフ、全てが緊張感を持って楽しめる１００プレ。  
だから、１００プレの舞台に「今日は“イマイチ”」の感想はありません。 
絶対に満足感のあるコンサートになります。 

                 若きビルトゥオーソの饗宴 
 

－ カーサ五重奏団 －  

長谷川彰子と若い音楽家たち 
室内楽コンサート 

植村太郎：1stVn    須山暢大：2ndVn 
叶澤尚子：Vla       長谷川彰子：Vｃ 
中野友裕：P 

4月２７日（日） 開場15:30 開演16:00 

全席自由2,000円（Cｌub会員1,500円） 
Club会員発売 2月15日（土） 一般発売 2月22日（土） 

ラフマニノフ； ピアノ三重奏曲第１番ト短調 「悲しみの三重奏」  
スメタナ； 弦楽四重奏曲第1番ホ短調 「わが生涯より」  
ドボルザーク； ピアノ五重奏曲イ短調 作品８７          



「新しい声」、「新しいニーズ」を感じ取り、利用者全ての膨れ上がる期待に応えます。 

親子パン教室  ‐ 冬 ‐  
講師 可児枝里子 
 

手ごねで作るパン教室は、おいし～いパンとの出
会い。パンが発酵している時間を利用してスイーツ
も楽しめます。 
 

2月8日（土）  
やさしい甘さのクリームパンと 
新感覚りんごフィリングスイーツ 

■ 全2回   ■ 9:30～13:00   
■ 料金4,000円 ■ 親子10組(未就園児不可） 

野菜たっぷりヘルシー韓国料理    
講師 黄 載和 
 

素材の味わいをいかした、日本のご家庭でも作りやすい
黄先生のオリジナルレシピをお楽しみください。  
 

キムチマンドゥ（キムチ餃子）、プゴク（干しダラのスープ） 
ナムル、大根キムチ、ごはん  
 

2月23日（日） 
■ 10:00～13:00 ■ 料金1,500円 ■ 20人 

魚さばき講座  講師 本田和人 
 

魚屋さんから学ぶ“本物の技” 
家庭にある包丁を使って、鯛を手早く、 
美しくさばく方法を学びます。 
 

刺身2種、アラ汁 
 

2月16日（日）  
■ 14:00～16:00  
■ 料金 大人1人1,900円、親子2,000円  
■ 20人 

お一人鯛一匹  

丸ごと調理 

森裕子先生の元気ごはん 
料理教室シリーズ 講師 森 裕子 
 

名古屋グランパスエイト栄養アドバイザー森裕子
先生が作った元気な子どもを育てる食育レシピ
を学びます。 
 

「背がグングン伸びるレシピ」 
 

揚げない肉団子の甘酢あん 
小松菜のナッツ和え 
ひじきとトマトの胡麻ドレサラダ 
はちみつと果物を使ったデザート 
 

2月20日（木） 
■ 10:30～12:30 ■ 料金1,500円  
■ 20人   

はじめての日常ハングル語入門  講師  黄 載和 
 

4月から連続講座を予定するハングル語。その前に体験コースを開設。 挨拶や簡単な会話をレッスン。 
 

3月6日 （木）・20日(木) 全2回  ■ 19:00～20:00 ■ 料金  1,000円  ■ 15名 

初めてのボールペン画を楽しもう 
講師  伊藤邦晤 
 

繊細かつシャープな線で描かれる美しい作品は見
る人を引きつけます。初心者の方でもすぐに描け
るようなります。 
 

2月8日 （土）・22日 （土） 
3月8日 （土）・22日 （土） 全4回 
■ 10:00～12:00 ■ 料金 2,600円  
■ 20名(学生不可) 

韓国の伝統工芸「ポジャギ」  幸せのチュモニ(巾着) づくり 
講師  板倉倫子 
 

韓国の美しい伝統工芸「ポジャギ」。もともとの語源は”福を包む”と言われ、 
縁起の良いものとされていました。今回は巾着を作り、結び紐「メドゥプ」も学びます。 
 

3月18日 （火） ■ 10:00～13:00 ■ 料金  1,300円  ■ 15名 
 

 ー 春風ポジャギ 展 － 
ひと針、ひと針つなぎ合わせた布は、まるでステンドグラスのようです。風に揺れ、光に透かしてみるとまた
違った 表情に変化します。 3月1日（土）～3月31日（月） 

洞谷式おいしい時短レシピ   
講師 洞谷多美江 
 

本格的な味を引き出す隠し味や調理
のコツ、盛り付け方を伝授します。 
 

長芋ハンバーグ 酸辣湯風もずく汁 
くるみ入りかぼちゃ サラダ  
ひじきの炊き込みご飯  
 

         2月18日（火）  
          ■ 19:00～21:00 
          ■ 料金1,200円 ■  20人 

ヴァイオリン講座  講師  安藤三記子 
 

ヴァイオリンの音色が大好きという方や楽器初心
者、未経験者大歓迎！ 楽器を持っていない方でも
参加できます。 
 

2月9日（日）・23日 （日） 
3月9日 （日）・23日 （日） 全4回 
①子どもの部 10:00～11:00 
②高校生・一般の部  11:00～12:00 
※時間内で少人数レッスンを実施します。 
■ 料金  5,000円   ■ 各クラス10名 

3月8日（土） 
ウィンナーロールと 
豆乳パンケーキ 

夜のお菓子教室  
講師 洞谷多美江 
 

王道のスイーツを「基本レシピ」
で作ります。黄金比がわかれば
どんどん応用ができます。 
 

ココアシフォンケーキ 
 

3月11日（火） 
■ 19:00～21:00  
■ 料金1,200円  
■ 20人 

講座担当者が 
参加していただける皆さまの顔をイメージしてつくった講座です 

冬 講座 

まだ間に合う 講座への申込み！  

笠原発             

笠原発冬講座 受講の皆様へ 
 

・各講座に必要な持ち物は直接お問い合 
 わせください。 
・料金は全て材料費込の金額です。 
・申込み後のキャンセルについて、受講料等 
 の返金が行えない場合があります。 



※１ ウォーキング愛好者向けトレーニング講習会  

受講料 500円 

所要時間 約1時間 

トレーニングﾞ室 
利用講習会 

 

    笠原体育館 情報  

        information    ☎43-６２８５   
笠原発 スポーツ講座 
お申込み、お問合せは 笠原体育館 

   5日（水） 18：15～ 

10日（月）  １４：００～※１ 

15日（土） 
18：15～ 
19：45～ 

20日（木） 10：00～ 

25日（火） 
18：1５～ 
19：45～ 

予約制  TEL43-6285 

2月の企画展示  

 

    図書館笠原分館 情報  

        information     ☎43-5155   

今月の休館日   

3日（月） 20日（木） 10日（月） 17日（月） 24日（月） 

 子どもたちと本との素敵な出会いを・・・   

ボランティアグループ「カッパの会」によるおはなしの会を開催しています。 
絵本の読み聞かせやパネルシアターのほか、折り紙や簡単な工作も行います。 

かいじょう ひにち じかん 

図書館笠原分館 2/15（土） 15:00～15:30 

笠原地域子育て支援センター 2/18（火） 11:15～11:30 
 

「お茶は元々“薬”だった！」 
私たちが普段飲んでいるお茶について、みなさんはどれくらい知っていますか？ 
お茶の種類、お茶の効用、お茶の文化・歴史などお茶にまつわる本をご紹介し
ます。 

 

    たじみを楽しく歩こう 

    ウォーキングチャレンジ事業  
 おはなしの会 2月のテーマは 「春はまだかな？」 

すんなり入れる！スーッとテニポン教室 
 

テニス+卓球＝テニポン 新感覚のスポーツを体験してみては？ 
 

2月18日（火）・25日（火）・3月4日（火）・11日（火）・3月18日（火）・25日（火） 
全6回  ■ 10:00～12:00 ■ 2,500円 ■ 20人 ■ 笠原体育館 

短期集中！ バシッと卓球教室 
 

週2回の短期集中トレーニングでより高いレベルを目指そう。 

2月17日（月）・19日（水）・24日（月）・26日（水）・3月3日（月）・5日（水） 
３月10日（月）・12日（水）  全8回   

■ (月）13:30～15:00 （水）10:00～11:30 ■ 4,000円 ■ 16人 ■ 笠原体育館 

自転車大好き！ 自転車でいろいろな遊びをしよう！教室 
 

自転車は乗るだけじゃない！ いろいろな遊びができるよ！ 
自転車大好き「おかっぴ」と一緒にいろいろな自転車遊びをしませんか？ 

3月1日（土）  
■ 9:30～12:00 ■ 500円 ■ 15人 ■ 笠原梅平運動広場 
※自転車に乗れる子どもを対象にした教室です。 
※できるだけ自転車・運動靴持参でお越しください。 

市民の心躍る挑戦 は つづく  誰でも参加できる音楽劇 が はじまります 

・3月23日（日）発会式（説明会）を行います。 
・4月から練習がスタートします。 土曜日の夜、日曜日の午前を中心にした 
 練習スケジュールになります。 

誰も参加できる音楽劇 Vol.3 
 

             「こうもり」 

参加者募集 

オペレッタ 

歩きたい道 たじみ  多治見の100コースを歩いてみませんか 

平和中学校周辺の森林浴コースコース 
                距離 約3.0ｋｍ 所要時間 約60分 
          スタート地点 昭和公園 多治見市昭和町 

9月27日（土）・28日（日） 2回公演   
Azalea Hall 多治見市笠原中央公民館 
参加料 4,000円（参加料相当分のチケットがつきます） 



問合せ  笠原中央公民館 
TEL ４3－5155 

問合せ・申込み  多治見市文化会館 
TEL ２３－2600   

参加無料 

 

 笠原地域福祉協議会からのお知らせ 

生きがい健康塾サロン 受講生募集 
 

自分の健康のこと、家族のためになること、地域のことを考えてみま
せんか？ 
 

 

リンパ・ドレナージュ  
リンパ節を刺激し、リンパ液の流れを活性化して身体機能や美容効
果を高めます。  
講師：㈱コパン インストラクター 
 
 

2/19（水） 10:00～11:30  

かさはら福祉センター2階 集会室・研修室 

講座終了後、健康相談を無料にて実施します。 

申込み  笠原地域福祉協議会  
TEL 43-6822 

 NPOまいてからのお知らせ 

笠原体育館 チャレンジ企画 

 多治見市文化会館からのお知らせ 

体操の苦手を克服する 「体操の日」  
2/17（月）14:00～18:00 100円/1ｈ 
16:00～17:00体操講師からアドバイスをうけることができます。 

卓球で楽しく アドバイスで上達 「卓球の日」 
2/15（土）13:00～17:00 100円/1h（高校生以下50円） 
13:00～15：00卓球講師からのアドバイスを受けることができます。 

【回収させていただくもの】 
 

新聞紙・雑誌・ダンボール・ボロ（古着）・アルミ缶・牛乳パック 

資源回収にご協力ください 
 

笠原小学校の生徒が通学時にかぶっている黄色い帽子や、笠原中学校の生徒が腕に着けている腕章は、 
この資源回収で得たお金が充てられています。 
来年度小・中学校の新一年生の誕生に向けて、次のとおり資源回収を計画しました。 
 

2/16（日） 9:00から  ※小雨決行 

当日の午前9時までに、ご自宅前または近くの道路にだしてください。 
こちらで回収をさせていただきますが、積み込みにご協力いただける 
場合はお願いします。  
 

企業、各種団体で事前回収、個別回収を希望される方は 
遠慮なくお申し出ください。  

問合せ  NPOまいて事務局 （笠原中央公民館内）  
TEL 43-５１５５ 

 

問合せ  笠原地域子育て支援センター （笠原保育園2階） 
TEL/FAX 44－1971  

 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 
 

2/23（日） １０：00～１1：0０  笠原保育園2F きらきらルーム 

鉄棒、跳び箱、トランポリンなどを使った運動遊び 
※申し込みが必要です。 

水窯会作品展 開催 
 

作陶グループ水窯会の活動1年間を紹介する展示会を開催します。 
 

2/4（火）～２/26（水） 公民館ロビー 

 水窯会からのお知らせ 

 かさはら和太鼓クラブISAMIからのお知らせ 

ISAMI 1日体験会を開催します 
 

多治見まつりや愛知県清洲市での太鼓フェスティバルへの参加など、活動の幅を更に広げ、日々充実した活動を 
繰り広げているISAMI。新年度 新しい仲間を迎えるために体験会を開催します。 
 

① ３/13（木）19:15～１９：４５   ② 3/27(木）19:15～１９：４５  
 

   公民館アザレアホール 

第47回多治見市市民文化祭 出場団体募集 

①合唱・器楽の部（会場/笠原中央公民館） 

  5/10（土）、5/11（日）※2日間になりました。 

②邦楽の部4日間 5/17（土）、5/18（日）、5/24（土）、5/25（日）   

③ダンスの部 6/29（日）、7/6（日）  

応募締切 2/14（金）必着 
 

※参加料、出演時間は、各部門ごとに異なります 
※申込用紙は、文化会館・学習館・市立公民館にて配布 

たじみ音楽祭2014 
 

「たじみオーケストラ合唱団」と「多治見市交響楽団」、総勢約200人によ
る迫力の舞台再び！ 難曲中の難曲として知られるプーランクの『グローリ
ア』、聴くとつい口ずさみたくなる『ふるさとのこころ』『思い出のJ-POP』を、
オーケストラをバックに声高らかに歌います。オーケストラ演奏曲は『カルメ
ン 第1・２組曲』。多治見の音楽の底力をみなさまにお見せします。 
 

３/９（日）14：00開演 多治見市文化会館大ホール 

料金 全自由席 一般2,000円（Club会員1,500円）高校生以下 500円 
 
 

同時開催  
たじみ音楽祭ロビーコンサート（会場 大ホールホワイエ） 
 

13：10～ ジュニアオーケストラ多治見  13：30～ らららコーラス 
 

※ご入場にはたじみ音楽祭2014の入場券が必要です。 
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※（笠中公）…笠原中央公民館  （笠体）…笠原体育館   （図笠分）…図書館笠原分館 

1 土              

2 日               

3 月 交通安全日  笠原保育園 豆まき      【図書館休館日】           

4 火     ○         

5 水 ことぶき学級ペン習字（笠中公）９：３０～  トレ室利用者講習会（笠体）18:15～     ②       

6 木           ① ① 

7 金 絵手紙講座（笠中公）９：３０～   ○         

8 土 親子パン教室（笠中公）9:30～  初めてのボールペン画（笠中公）10:00～              

9 日 ヴァイオリン講座（笠中公）10:00～              

10 月 
フォークダンスクラブ（笠中公）１０：００～ 
ウォーキング愛好者のためのトレ室利用者講習会（笠体）14:00～ 

     【図書館休館日】           

11 火     ○         

12 水 笠原小 授業参観             

13 木 
笠原保育園 保育参観・懇談会（２０日まで） 
名歌を歌おう（笠中公）１０：００～   ハングル倶楽部（笠中公）１９：００～ ２０：１０～ 

      ② ② 

14 金 交通安全日  ことぶき学級合唱（笠中公）９：３０～   ○         

15 土 
笠原幼稚園 生活発表会  卓球の日(笠体）13:00～ 
おはなしの会（図笠分）１５：００～  トレ室利用者講習会（笠体）18:15～ 19:45～   

          

16 日 ＮＰＯまいて資源回収  魚さばき講座（笠中公）14:00～             

17 月 
短期集中！バシッと卓球教室（笠体）13:30～ 
らくらく筋力アップ体操（笠体）13:30～  体操の日（笠体）14:00～               【図書館休館日】  

          

18 火 
おはなしの会（支援センター）11:15～ 
すんなり入る！スーッとテニポン教室（笠体）10:00～  洞谷式おいしい時短レシピ（笠中公）19:00～   

○         

19 水 
笠原小 入学説明会 
ことぶき学級ペン習字（笠中公）９：３０～  短期集中！バシッと卓球教室（笠体）10:00～    

  ①       

20 木 森裕子先生の元気ごはん（笠中公）10:30～ トレ室利用者講習会（笠体）10:00～   【図書館休館日】      ①     

21 金 絵手紙講座（笠中公）９：３０～   ○         

22 土 タイル工場見学へ行こう（笠中公）10:00～  初めてのボールペン画（笠中公）10:00～              

23 日 
お父さんと遊ぼう（笠原地域子育て支援センター）   
ヴァイオリン講座（笠中公）10:00～  野菜たっぷりヘルシー韓国料理（笠中公）10:00～   

          

24 月 短期集中！バシッと卓球教室（笠体）13:30～        【図書館休館日】           

25 火 すんなり入る！スーッとテニポン教室（笠体）10:00～  トレ室利用者講習会（笠体）18:15～ 19:45～   ○         

26 水 大人のパン教室（笠中公）９：３０～  短期集中！バシッと卓球教室（笠体）10:00～              

27 木     ②     

28 金 ことぶき学級合唱（笠中公）９：３０～   ○         

名歌を歌おう（笠中公）１０：００～  ハングル倶楽部（笠中公）１９：００～ ２０：１０～   


