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6月２３日（日）   

6月９日（日）   

6月８日（土）   

6月7日（金）   
白駒妃登美講演会  
19:00開演 （NPOまいて・笠原中央公民館） 

笠原校区わたしの主張大会 
10:00開演 （笠原校区青少年まちづくり市民会議）  

第46回多治見市市民文化祭 合唱・器楽の部 
12:00開演 （文化会館・笠原中央公民館）  

第28回笠原チャリティ歌の祭典 
12:30開演 （笠原歌謡愛好会）  

わたしの主張多治見市大会 
12:30開演 （多治見市教育委員会）  

海援隊トーク＆ライブ2013 
16:00開演 （笠原中央公民館）  

美川憲一リーディングドラマ「楢山節考」 
14:00開演 （笠原中央公民館）  

6月２２日（土）   

6月１６日（日）   

6月３０日（日）   



6/11（火） 19:00～21:00 
料金 1,200円 

笠原文化・体育施設、笠原地区の 「今」 をお伝えします 

R  eport-T alk 

 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 

アトリエかさはら 陶芸部 
子ども陶芸 

アトリエかさはら 陶芸部 笠原中央公民館に、陶芸専用の工房があるのをご存じですか？ 
 

美濃焼の産地、多治見の文化に触れる… 
陶器の町多治見に住む人には、深く陶芸に触れてもらいたい… 

講師：高橋義孝 

          初 級 ク ラ ス 
    

      少人数制できめ細かな指導を行います  

 

はじめての方でも楽しく、気軽に作陶体験ができるショートコース
を新設しました。手びねりと電動ろくろでカップとソーサー（２組）を
作ります。 
最終日には、作ったカップで珈琲を飲みながら講評を行います。 
 

6/12（水） カップとソーサーの成形（ろくろ） 
6/19（水） カップとソーサーの底を削る 成形（手びねり） 
6/26（水） 底を削る 下絵付け、釉薬掛けの説明 
7/10（水） 素焼き後の下絵付け、釉薬掛け 
8/7（水）  講評 自作カップで珈琲を 
 

全5回  9:30～11:30  料金 5,500円  

講師：洞谷多美江 
【春の献立】 ・作り置きもできる！ クレープグラタン  ・あえるだけ栄養まんてんの 黒胡麻パスタ 
           ・ソースが決め手の 野菜スティック   ・豆ときのこの コンソメスープ 

洞谷式 おいしい時短レシピ 

まなびの館 笠原中央公民館   どこにも負けない充実のプログラムを用意しています 

かさはら和太鼓クラブISAMI の 確かな成長  
     

GONNA ＆ ISAMI ライブの裏側 

  本番の舞台袖は声や音を発することが厳
禁のため、勇介氏は小さな声でメンバーに何
かを伝えていました。ISAMIメンバーにしか聞こ
えていない小さな声―。 
  ISAMIメンバーは「ウン、ウン」と笑顔で頷い
ていました。 

その光景を眺めながら勇介氏との最初の
会話を思い出しました。 

「演 奏 技 術 の 向 上 は 勿 論 で は あ る が、
GONNAの演奏に向かう姿勢を伝えてもらいた
い。1つの演奏機会を大切にし、それに向かう
日々の活動（練習）の大切さをISAMIの中に浸
透させてもらいたい。」 

ISAMIはこの1年間で、想像を超える集中力
を習得していきました。そして、確かな技術と
卓越した集中力をもって、GONNAと一緒に
なって来場した人々に感動の演奏を届けてく
れました。 

 

笠原の和太鼓 ― 新しい風を笠原から起
こすと誓ったISAMIの音楽。 

ISAMIの演奏をもっと皆さんに紹介したい。
もっと皆さんにISAMIを知ってもらいたい。今、
ISAMIは本当に凄いです。 

できる限りISAMIの演奏をお届けできる機
会を作りたいと思います。皆さんの目と耳で
ISAMIの成長を見届けてください。 

 

届け！ 町民1万人の心へ、 ISAMIの音楽…。 

GONNAとかさはら和太鼓クラブISAMIのコ
ンサートに、多数のご来場を賜り誠にありがと
うございました。 

このコンサートは、ISAMIの指導者である木
村勇介氏が所属するGONNA（ガナ）の10周年
を記念するとともに、笠原に新しく誕生した
「かさはら和太鼓クラブISAMI」の１周年をお祝
いするものとして企画しました。 

 

この１年間、ISAMIは新しいチャレンジを続け
てきました。勇介氏の作る曲は、氏の名前が象
徴するよう「〝勇〟ましく」、アップテンポなリズム
で、各パートが次から次へと重なるように曲が
進みます。1つのパートがテンポを間違えると
次のパートは入れなくなり、曲はストップする
可能性があります。 

何よりも大切なもの… 太鼓を打つ基本技
術と演奏への集中力がなければ１つの演奏は
完成しません。 

 

 4月14日アザレアホール ― GONNAの新作
ステージに続いて、さあ！ ISAMIの出演です。 

 

少し緊張した表情も伺えるISAMIメンバー
の顔…、出演直前に勇介氏が手を広げISAMI
メンバーを集めました。私もその輪の中に加わ
りましたが、私には勇介氏の声が聞こえてきま
せん。 

                          Report 
GONNA10周年ライブスピリチュアル 
     with かさはら和太鼓クラブ“ISAMI” 
 

2013. 4. 14（日）  -  Azalea HALL 
 

GONNA － 2003年に結成、名古屋の工場外に
あるスタジオを拠点に全国で演奏活動を展
開、今年、結成10周年を記念し全国7公演を
行う。多治見市笠原公演では、GONNA木村勇
介の太鼓スピリッツを継承するかさはら和太鼓
クラブISAMIが共演し好評を博す。 

手早く、安く、満足感のある美味しい晩ごはんを作りませんか？ 
ちょっとのアイディアで、楽チンなのに、いつもの料理が見違える！ 

陶器の町多治見を体感！ オリジナルのペアカップを 
つくりませんか 
 

①7月20日（土） ②7月21日（日） 
10:00～11:30 
［対象・定員] 5歳以上 ・各24人 
※未就学児については保護者同伴 
  保護者も参加可（要参加費） 
料金 800円 
[持ち物] 手拭タオル、エプロン、飲み物 
[申込み] 6月30日（日）から 



「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。 

海援隊トーク＆ライブ2013 
 

6月23日（日） 開場15:30 開演16:00 

全席指定 5,000円 

武田鉄矢の トークが冴える  
 

ＮＨＫの朝ドラ「純と愛」で大活躍の武田鉄矢が率いる 
海援隊コンサート 
 

まずは、その舞台セットに驚くはずです。 
 …「そう きたか」 と、…トーク ！？ …コンサート ！？  
とにかく面白い…。 

人間の老いとは、死とは、生命とは 何か。 
 

貧しい寒村の老婆と息子を描いた近代日本文学の名作「楢山
節考」に向き合い、渾身で生命の尊厳を語ります。 
朗読後は、「わが母を語る」というテーマでトークもあり、名曲「生
きる」を歌い上げます。 
 

美川憲一がライフワークで始めた語り公演。年間数回しか行わ
れない公演。さあ、笠原公演をお見逃しなく。 
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リーディングドラマ 楢山節考 
 

6月30日（日） 開場13:30 開演14:00 

全席指定 4,000円 

感動する 日本史 ～日本人は逆境をいかに生きたか～ 
 
 

                              講師 博多の歴女  白駒妃登美 
しらこま ひとみ 

NPOまいて  
 

生涯学習講演会 

「歴史の話って、難しそう。」「歴女って、おたくじゃない？」って思うかもしれません
が、そうではありません。白駒妃登美さんのお話を聞くと、日本人が好きになれま
す。日本人として誇りを持てます。 
よし、自分もちょっとやってみよう。やってみるか、なぁんて背中を押してくれる講
演会です。 
お時間を作って、多くの皆様に聴いていただきたい講演会です。 

6月7日（金） 開場18:30 開演19:00 

入場無料 

プロフィール 
 

・1987年 慶應義塾大学卒 
・同年 大手航空会社の客室乗務員  
 として入社 
・1992年 職場で素敵な旦那様と出会い 
 結婚 
・1994年 航空会社を退社後、経団連外 
 部スタッフ、社員研修講師（接遇）などと 
 して活躍 
・2008年 友人と結婚コンサルタントマゼ 
 ンダを設立 
・同年ひすいこたろうさんの助言により、ア 
 メーバにて歴史ブログを書き始める 
・2010年 講師として、歴史の講演初デ  
  ビュー 
・2011年 祥伝社より、初著書「人生に悩 
 んだら 日本史を聞こう」を出版 
・2013年 中経出版より、待望の2冊目 
「感動する！日本史」を出版 

かわいいキャラバンカーにたくさんの絵本を載
せて、講談社のおはなし隊が笠原にやってきま
す！！ キャラバンカーを見学したあと、隊長さん
による楽しいおはなし会があります。 

7月5日（金）  15:00～ キャラバンカー見学   

               15:35～ おはなし会 
 

場所：公民館前広場および2Fロビー  参加無料・申込み不要 

大興奮の100プレの舞台 
 

作詞・作曲 寺島尚彦 「さとうきび畑」 
第二次世界大戦末期の沖縄戦で戦死した
人々が眠る 夏のさとうきび畑に吹く風の音を
モチーフにした名曲。 
さとうきび畑は、11連からなる大曲であること
をご存知でしょうか。 
 少女はひとりで戦闘で死んだ父親を探しにさ
とうきび畑に行く。なぜ殺し合ったのか、なぜ殺
されたのか、何を恐れ自決したのか。風の音を
聞きながら静かに悲しみを訴える。 
今回水野妃佐子が10分を超える大曲を来場
する方々の心に届くよう歌います。 

息遣いさえもわかるアーティストとお客様の距離 
アーティストとお客様、スタッフがつくりだす特別な空間 

100人のプレミアムなセカイ VOL.26  
 

水野妃佐子・江端智哉 
ジョイントコンサート 
 

7月20日（土）  
開場13:30 開演14:00 
全自由席 1,000円 

全国訪問 

（NPOまいて 前田市朗） 

親子で楽しむ 
フラワーアレンジメント 
講師 金武留美 
 

おばあちゃんと、お姉さんと、お兄さん
と…、ペアは親子でなくてもOK 
花を永く保つ秘訣など、豆知識も紹介
します。 
 
7月26日（金） 13:00～15:00 
[対象・定員]年長から小学生低学年 
20組 
※年長は親子でご参加ください 
料金 2,000円 
申込み 6月30日（日）から 



※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） 18：15～ 

25日（火） 19：45～ 

30日（日） 10：00～ 

予約制  TEL43-6285 

「手作りの世界」 
 

6月は普段は手作りしない物の作り方を紹介している本
を展示します。 
石けん、グミ、革小物など「こんな物まで手作りできるん
だ」と思ってもらえるような本を集めました。 

6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） 10日（月） 17日（月） 

20日（木） 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 6/15（土） 15:00～15:30 

笠原地域子育て支援センター 6/18 (火） 11:15～11:30 
 

スタンプカードを 
はじめました 

 おしらせ  

25年度の課題図書が入りました。 
夏休み期間中は貸出を1人1冊1週間までに制限します。 
今なら2週間借りることができますよ！！ 

 

    たじみを楽しく歩こう 

    ウォーキングチャレンジ事業  

笠原各区対抗 ソフトバレーボール大会 
 

春の各区対抗ソフトバレーボール大会を開催します。 

6月9日（日）  開会式 8：30  競技開始  9：00（12：30終了予定） 

会場   笠原体育館  

            おはなしの会 6月のテーマは 「雨のおはなし」 

お悩み改善クリニック お腹引き締め＆凹まし 
 

6月12日（水）  14：00～14：30 

会場   笠原体育館 トレーニングルーム他 
料金：300円  電話又は直接窓口へお申込みください。 

たじみウォーキングチャレンジ事業 健康づくりルーム ソフトエアロビクス体操 
 

6月7日・14日（金） 13：00～13：45   各回の参加OK 

講師 太田志名子  会場  笠原体育館    
料金：無料  ※ 運動しやすい服装、室内靴を持って直接お出かけください 

 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 

潮見の森から笠原小学校 
砂防ダムを巡るコース 
距離 約4.0ｋｍ  
所要時間 約2時間 
スタート地点 潮見の森管理棟 
多治見市笠原町3387-1 



 

 

 

みて・さわって・かんがえる ほのぼのあそびパーク 
つくってとばそう 紙トンボ・キャンペラ・キンピラ 
6/1（土） 11：００～12：00  
笠原中央公民館 ロビー 参加無料 

☑ 第46回多治見市市民文化祭 
期日 合唱・器楽の部… 6/9（日） 12:00開演 

     ダンスの部………6/16（日）、23（日） 各10:30開演  

※合唱器楽の部のみ笠原中央公民館で開催 

料金 全席自由  一般500円  高校生以下250円 

 多治見市文化会館からのお知らせ 

問合せ・申込み  多治見市文化会館 
TEL ２３－2600   

 

 

らくらく筋力アップ体操    参加無料 申込不要 

跳び箱、鉄棒、マットを用意し、体育館を開放します。 
6/17（月）14:00～18:00  
笠原体育館   100円/1ｈ 

6月の公演 

世界中で毎年オーディションを開催しており、実力派揃いの情熱あふれる演奏
家集団としても有名です。 
また、ソリストには、クラシック・アコーディオンの歴史を切り開いたパイオニア、御
喜美江を起用いたします。 
佐渡氏とのテレビ共演でも好評だった、非常に相性の良い演奏家です。 
すべてが一流の演奏会。またとない機会を、お聴き逃しなく！ 
 

10/29(火) 19:00開演 
料金  全席指定 S席 7,500円（Club会員7,000円） A席 6,500円  
               B席 4,500円 車いす席 6,500円 
発売日 Club会員 7月7日（日） 一般 7月14日（日） 

「地域の人と一緒に、地域の課題や地域の未来を考えたい」 そんな思いで始めた「未来予想図を描く」シリーズ。 

今度は、笠原のタイルを取り上げてみようと思います。 図書館で笠原のタイルに関係する書籍を集めたり、公民館ではタイルに関連する催

しを連続的に企画したいと思います。 

話題公演を PICK UP   

 笠原地域子育て支援センターからのお知らせ 

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  

笠原に住む 笠原に生きる  どんな スタイルで 過ごしますか？   

ちびっこ 集まれ  

☑岩崎宏美コンサート  
  あなたへ～いつまでも いつでも～ 

 

公演各地でいま最も聴きたい歌い手岩崎宏美。数々の珠玉の名曲
をぜひ“生”でご堪能下さい。 
 

9/16（月・祝）17:00開演 
料金：全席指定 5,500円（たじともClub会員 5000円） 
発売日：Club会員 6/15（土）・16日(日） 限定  
       一般 6/22（土） 

【ご自宅にタイルに関する資料は眠っていませんか？】 
 

図書館では、タイルに関する書籍、資料を集めています。 
ご自宅に眠っている資料などがありましたら、図書館笠原分館まで
ご連絡ください。 図書館笠原分館  TEL 43-5155 

プレママサロン ～手作り絵本～ 
7/11（木） 10：0０～１1：3０  

笠原保育園（２階）きらきらルーム 

赤ちゃんが初めて見る絵本をお母さんが手作りしませんか 
[対象・定員] 妊婦さん10名 （上の子の託児あります） 
 

※申込みが必要です。1ヵ月前より受付します。 

パフォーマンスコーナー 
 ・14時から18時までのうち、15分～20分の発表時間になります 
 ・場所は屋外で、個人、団体は問いません 
 ・謝礼に類するものはありません  
 
 

模擬店 
 ・正午から20時までの活動時間になります 
 ・材料、消耗品等全て自己負担とし、支援金、謝礼金に類するもの 
   はありません 
 ・笠原在住者を優先し、多数の場合は先着順に受付をおこないます 
  （20ブース程度） 
 

パフォーマンスコーナー、模擬店ともに、参加を希望される方は 
笠原中央公民館までお問い合わせください。 

かさはらいこまい祭 参加募集 

 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？ 
 

女性の尿漏れの原因と対処法 
    ～骨盤低筋トレーニング～ 

６/１9（水） 10:00～11:30 
講師：名古屋徳洲会総合病院 
かさはら福祉センター2階 集会室・研修室 

受講無料  
[持ち物]脱水予防として飲み物、上履きシューズ、 
    動きやすい服装、汗拭きタオル 

申込み  笠原地域福祉協議会  
TEL 4３-６822 

問合せ  笠原中央公民館  
TEL 43-5155 

体操の苦手を克服する 「体操の日」  

※この講座は、女性限定になります 

  ～笠原体育館コース～     
毎月第３月曜日 6月は「6/17」 
      １3：3０～15:00 

   ～福祉センターコース～ 
 毎月第１月曜日 6月は「6/3」 
      １3：3０～15:00   

☑ 佐渡裕指揮 兵庫芸術文化センター管弦楽団 
   特別演奏会 

世界的指揮者・佐渡裕による情熱のタクト！ 心震わすブラー
ムスの響き！ テレビ「題名のない音楽会」等でおなじみ、世界
中で活躍している指揮者の佐渡裕氏が、ついに多治見にやっ
てきます。オーケストラは、佐渡氏自身が芸術監督として国
内活動の拠点としている日本トップレベルの公共ホール、兵
庫芸術文化センターの管弦楽団。 

・・・ 



  かさはら カレンダー    201３. 

｢あしすと｣は、笠原地区文化・体育施設の指定管理者・公益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｢2013年度版かさはらカレンダー｣に基づいて作成しています。 
同カレンダ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。  
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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 かさはら探検隊（笠中公）9:30～ ほのぼのあそびパーク（笠中公）11:00～             

2 日               

3 月 
交通安全日  こころを詠む詩吟（笠中公）13:00～ 
らくらく筋力アップ体操（笠原福祉センター）13:30～ 

【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～      ①       

6 木 
アトリエかさはら陶芸部中級コース（笠中公）9:00～ 
アトリエかさはら陶芸部自由コース（笠中公）19:00～  

      ①     

7 金 
絵手紙講座（笠中公）9:30～  ソフトエアロビクス体操（笠体）13:00～ 
白駒妃登美生涯学習講演会（アザレアホール）19:00～   

○         

8 土 
笠原幼稚園家族参観日  親子パン教室（笠中公）9:30～   
笠原校区わたしの主張大会（アザレアホール）10:00～ 

          

9 日 
笠原各区対抗ソフトバレーボール大会（笠体）8:30～ 
第46回多治見市市民文化祭 合唱・器楽の部（アザレアホール）12:00～ 

            

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向けトレ室利用者講習会（笠体）14:00～  

 【図書館休館日】           

11 火 笠原保育園 プール開き  洞谷式おいしい時短レシピ（笠中公）19:00～   ○         

12 水 
笠原幼稚園 プール開き  アトリエかさはら陶芸部初級コース（笠中公）9:30～ 
お悩み改善クリニックお腹引き締め＆凹まし（笠体）14:00～ 

            

13 木 
笠原小 6年生修学旅行（14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～    アトリエかさはら陶芸部中級コース（笠中公）9:00～ 
アトリエかさはら陶芸部自由コース（笠中公）19:00～    

    ②     

14 金 交通安全日  ことぶき学級合唱（笠中公）9:30～  ソフトエアロビクス体操（笠体）13:00～   ○         

15 土 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               

17 月 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～    ○         

19 水 
笠原中 1年名古屋研修  ことぶき学級ペン習字（笠中公）9:30～   
アトリエかさはら陶芸部初級コース（笠中公）9:30～ 

    ②       

20 木 
笠原中 2年びわ湖研修（21日まで）  トレ室利用者講習会（笠体）18:15～  
アトリエかさはら陶芸部中級コース（笠中公）9:00～ 
アトリエかさはら陶芸部自由コース（笠中公）19:00～ 

【図書館休館日】       ①   

21 金 絵手紙講座（笠中公）9:30～    ○         

22 土 わたしの主張多治見市大会（アザレアホール）12:30～             

23 日 海援隊トーク＆ライブ2013（アザレアホール）16:00～             

24 月 こころを詠む詩吟（笠中公）13:00～   【図書館休館日】           

25 火 トレ室利用者講習会（笠体）19:45～    ○         

26 水 
笠原小 授業参観  大人のパン教室（笠中公）9:30～ 
アトリエかさはら陶芸部初級コース（笠中公）9:30～  

            

27 木 
名歌を歌おう（笠中公）10:00～  ハングル倶楽部（笠中公）19:00～ 
アトリエかさはら陶芸部中級コース（笠中公）9:00～ 
アトリエかさはら陶芸部自由コース（笠中公）19:00～  

        ②   

28 金 ことぶき学級合唱（笠中公）9:30～   ○         

29 土 中体連 多治見大会（30日まで）             

30 日           
笠原小資源回収  美川憲一リーディンクドラマ「楢山節考」（アザレアホール）14:00～ 
トレ室利用者講習会（笠体）10:00～  


