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こどものワンダーランド  

  こどもたちの 

こどもたちが 秘めた可能性を発揮する 
感動の舞台 ココにあり 
 

9月15日（日）  12:00 start   

Azalea HALL     
入場無料 
 
出場団体 
・ 笠原中学校吹奏楽クラブ 
・ 多治見中学校吹奏楽クラブ 
・ ジュニアオーケストラ多治見 
・ かさはら和太鼓クラブISAMI 
・ ザ・スターズ 
 

・坂下高等学校マンドリンクラブ（ゲスト） 

文化祭  

誰でも参加できる音楽劇 

我らのレ・ミゼラブル 

市民参加型だから 様々なドラマが生まれる   
さあ、舞台の幕が開きます 
 

9月28日（土）  17:00 start  

    29日（日）   14:00 start     （2回公演）  
Azalea HALL     
全席自由 1,000円（中学生以下 800円） 

 
※2回公演はダブルキャストになります 



 

            ザ・スターズに、こども文化祭への出演を呼び掛けたとこ
ろ、ザ・スターズと笠原中学校吹奏楽クラブとのコラボレーションが決ま
りました。ザ・スターズは、障がいを持つ人々が集い熱心に活動を行っ
ている団体です。ザ・スターズの「いつか、生演奏でダンスを踊りたい」
との思いに笠中吹奏楽クラブが応えてくれます。 

「感動の機会」  その場は あなたの身近なところにあります 
 

アザレアホールに足を運んでください 

 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 

この日 全ての子どもたちが 主役になる 
 

子どもたち（高校生や中学生）と子どもたち（小学生や園児）とを結ぶ こどものワンダーランド。 
コンセプトは、高校生や中学生が日頃の学習の中で培った知識や技術を、小学生、園児の子ど 
も達に伝えるものです。 
 

一昨年から「こどもたちの文化祭」をタイトルに加え、舞台での演目を披露するようになりました。 
そして、毎回 驚かされる 子どもたちの確かな技術  
  ― 「そんなの無理じゃないの  えッ ！ できるの … スゴイ」 
 

子どもであっても 舞台に立つ演者は 間違いなく 客席の皆様（お客様）を意識し、 
メッセージを送っています。 
 

舞台から放たれる 熱い思いを受取り 応援してください。 

こどものワンダーランド  こどもたちの文化祭   

9月15日（日） 12:00開演  入場無料 
 

・笠原中学校吹奏楽クラブ    ・多治見中学校吹奏楽クラブ  
・ジュニアオーケストラ多治見  ・かさはら和太鼓吹奏楽クラブ  
・ザ・スターズ 
・坂下高等学校マンドリンクラブ（ゲスト） 

♪ 我ら 心の歌が聞こえるか 熱い血潮が彩る魂の 新たに熱く 命が始まる つかめこの手で 新しい朝 
激動の社会の中で、それぞれが自らの明日を夢見て立ち上がってゆくのであった… 届け魂の歌 
 

誰でも参加できる音楽劇 我らのレ･ミゼラブル 
 

9月２８日（土） 17:00開演   

    ２９日（日） 14:00開演 
 

全席自由 1,000円 
  中学生以下 800円 

総監督…………………水野妃佐子    
脚本・演出・音楽監督…江端智哉 
舞台監督………………大蔵聡子    
演出助手………………各務裕梨佳 

 28日 29日   28日 29日 

ジャンバルジャン 江端智哉 江端智哉  澄華グリエルミ 金澤澄華 金澤澄華 

ジャベール 牧野隆充 牧野隆充  アンジョラス 水野達也 加藤和郎 

ファンティーヌ 土本里子 大竹優子  司教様 鈴木貞夫 加藤洋司 

コゼット 川越菜央 後藤優子  ガブローシュ 小栗愛菜 谷口友紀乃 

マリウス 市川太一 加藤武志  幼コゼット 林 莉子 高瀬さやか 

エポニーヌ 小野愛加 真柴なつみ  幼エポニーヌ 吉川璃々花 音山李織 

テナルディエ 工藤重孝 工藤重孝  老マリウス 鈴木一夫 高木知文 

テナルディエ夫人 水野妃佐子 大東晴美  老コゼット 加藤純子 水野妃佐子 

ピアノ … 市原実小代・伊藤理砂    
                               ほか 70名を超える市民の皆様 

誰でも参加できる音楽劇 

我らのレ・ミゼラブル 

今年のみどころ 

公募で集まった市民が、半年間 稽古を積み重ねた集大成が 
ここに結実 



名古屋グランパスエイト栄養アドバイザー                  

森 裕子先生の 元気ごはん 料理教室  シリーズ最初は  大人気 の親子対象教室 

10月8日（火） 19:00～21:00 
料金 1,200円    

洞谷先生があなたのお悩みを解決します。 
黄金比率がわかれば、どんどん応用ができる。 
レシピ本には載っていないような、ちょっとしたコ
ツや注意するポイントを学びます。 

アトリエかさはら 陶芸部 講師：高橋義孝 

【メニュー】 栗よせ菓子 
 

小豆缶と栗をつかって、栗蒸し 
ようかんを作ります。 
栗にはビタミンとミネラルが豊 
富にあります。秋の味覚をふんだんに盛り込んだ
和菓子。 

  中級コース 
 
 

9月5日・12日・19日・26日・10月3日・10日・17日・31日 
11月7日・21日（木） 全10回 
9:00～11:00  料金 8,000円 

   自由コース 
 
 

9月5日・12日・19日・26日・10月3日・10日・17日・31日・11月7日・21日（木） 
全10回 19:00～21:00  料金 6,000円 

  初級コース 
 
 

10月１日・８日・１５日・11月5日・26日（火） 全5回 
9:30～11:30  料金 5,500円  

講師：洞谷多美江 

【メニュー】 
・鮭のチリマヨ和え  ・かぼちゃ豆乳ドリア 
・塩ダレキャベツ    ・トマトと卵スープ 

洞谷式 おいしい時短レシピ 

夜の お菓子教室 
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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 

「陶芸を始めたい」「ほんの少しだけ体験したことが
ある」 陶芸を学ぶ第一歩となるコースです。「料理
が楽しくなる器」をテーマに、茶碗やお皿作りを通し
て技法を学びます。 

講師の指導のもと「陶芸をもっと深く追求したい」という
経験者の方にお勧めなのがこちらのコース。各回異なる
技法やワンポイントレッスンを受けながら、作品づくりに
取り組みます。 

【持ち物】 
エプロン、タオル、発泡スチロール（リンゴ箱のようなもの）、汚れても良い服装 
 

※料金には、指導代、粘土・釉薬代、焼成費用（1回分）を含みます。 
※途中のキャンセル、欠席における料金の返却はできません。 

レシピ本通りに作ったのに、上手くできない！ 
― そんな経験はありませんか？ 

自分の作品づくりにどっぷりと浸かりたいという方向けのコース。製作途中で行き
詰まったときでも、講師が常駐しているのでアドバイスを受けることができます。 

「すぐに作りたくなる おウチごはん」 家事や子育てに忙しい主婦や働く女子のた
めのお助け講座！ 

手早く、安く、満足感のある美味しい晩御飯をつくりませ
んか？ 
ちょっとのアイデアで、いつもの食卓が見違える。 
本格的な味を引き出す隠し味や調理のコツ、盛り付け方
も伝授します。 

※１０/６（日）以降のキャンセルの場合は、材料費は返金できません。 
※当日欠席の場合は受講料の返金はできません。 

※９/8（日）以降のキャンセルの場合は、材料費は返金できません。 
※当日欠席の場合は受講料の返金はできません。 

9月10日(火） 19:00～21:00 
料金 1,200円   

 人間国宝 米朝の血を受け継ぐ 

 桂 米團治 独演会 
 今年も開催します「かさはら寄席」 
 噺の上手さには定評のある 
 桂米團治を招き、落語の世界に迫ります。 
 

 11月23日（土・祝） 
 13:30開場 14:00開演 
 全席指定 2,000円（Club会員1,500円） 
 

 チケット発売 
 ①たじともClub先行発売 9月14日(土）から 
 ②あしすと特典発売 9月15日（日）・16日(月） 
 ③一般発売 9月21日（土）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。 

あしすと特典販売 
 

あしすとをご覧の皆様に向けた特典。 

9月15日、16日の申込に限り 特別に 

1,500円で販売。 

勿論お電話での予約も可能です。 
 

笠原中央公民館（☎43-5155）まで 

土に触れ、イメージを形に・・・ 創造する喜び！ 美濃焼の産地、多治見の文化に触れる 「３つの時間」  
いつやるの？ もちろん！… 

子どもも大人も疲れた時にこれを食べれば元気なる、というおやつ
を紹介します。また骨を強く、筋肉を作る、貧血予防などの目的別に
食材を紹介します。身近な食材で簡単に作ることが出来るおやつを
食べて家族みんなで元気になりましょう。 
  

第１回目のテーマ：「目的別！疲労回復の為にお勧めする簡単手作りおやつ」 
 

11月10日（日） ①10:30～11:30  ②13:30～14：30 
料金 1,000円  定員 親子各10組  

スポレクかさはら2013関連事業 

講師：森 裕子 



※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（木） 18：15～ 

10日（火） 14：00～※１ 

15日（日） 
18：15～ 
19：45～ 

20日（金） 18：15～ 

25日（水） 10：00～ 

30日（月） 19：45～ 
予約制  TEL43-6285 

「日本語を学ぶ」 
 

普段なにげなく使っている日本語、もしかすると使い方を間
違っているかもしれません。自分の使っている日本語を改めて
チェックしてみませんか。漢字、敬語、方言、ことわざなどを楽し
みながら学べる本を展示しています。 

9月の企画展示  

 

    図書館笠原分館 情報  

        information     ☎43-5155   

 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 9/21（土） 15:00～15:30 

笠原地域子育て支援センター 9/17 (火） 11:15～11:30 
 

スタンプカードを 
はじめました 

読み聞かせボランティア募集 

 

    たじみを楽しく歩こう 

    ウォーキングチャレンジ事業  

かけっこ教室 
 

運動会直前 足が速くなるコツを学ぼう 
 

9/20（金） 16：30～17：30  笠原体育館第2競技場  
料金300円  定員20人 申込 9/1（日） 

 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 

                 おはなしの会 9月のテーマは 「お月見」 

今月の休館日 2日（月） 9日（月） 19日（木） 30（月） 

※9月16日（月・祝）、23日（月・祝）は開館します。 

笠原分館では、おはなしの会などで
読み聞かせをしていただけるボラン
ティアさんを募集しています。 
読み聞かせに興味がある方、絵本や
子どもが好きな方、一緒に活動して
みませんか？ 
初心者大歓迎です！！ お気軽にお問
い合わせください。 

眺望を楽しむ 梅平から潮見の森コース 
距離 約10.0ｋｍ 所要時間 約4時間 
スタート地点 笠原梅平公園 
多治見市笠原町4164-1 

展示部門  募集内容：日本画、洋画、書、手芸、工芸などの作品 お一人様一点 

会期 １0/16（水）～20(日） 最終日は15:00まで 
 

搬入 10/14（月）14:00～17:00  搬出 10/20（日）15:00～18:00 
     10/15（火） 9:00～18:00       10/21（月） 9:00～12:00 

笠原中央公民館 Azalea文化祭 ＆ ふれあい福祉まつり  出演者・出展者 

ステージ部門  募集内容：合唱、合奏、日本舞踊、ダンスなど 

１0/20(日） 9:30～15:00（予定） 
 

反響板を利用する団体は午後の部に出演いただく予定です。 
出演時間は原則15分としますが、出演人数や演目の構成等で調整します。 
リハーサルは、10/16（水）～19（土）の間で調整します。 

申込書をご用意しています。笠原中央公民館までお問い合わせください。 
締切：9/30（月） 

集 募 



 
生きがい健康塾サロン 
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 
 

～高齢者向け犯罪防止講話～  
 （振り込め詐欺についての寸劇） 
9/18（水） 10:00～11:30   

講師：多治見警察署員 かさはら福祉センター ２F集会室 
受講無料 
 

県下一 多治見市は「振り込め詐欺」の被害が多い町です。寸劇で
実態をわかりやすく解説していただいた後、実話を元に警察官の方
に対策を教えてもらいましょう。 

 

 笠原地域福祉協議会からのお知らせ 

問合せ 笠原地域福祉協議会  
TEL/FAX 43-6822 

 

みて・さわって・かんがえる  

ほのぼのあそびパーク 

着せかえ万華鏡 
9/7（土） 11：００～12：00  

笠原中央公民館 ロビー 参加無料 

問合せ  笠原中央公民館・笠原体育館 
TEL ４3－5155 

 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   

 

 「体操の日」  

跳び箱、鉄棒、マットを用意し、 
体育館を開放します。 
 

9/16（月） 14:00～18:00  

笠原体育館   100円/1ｈ 

9月の公演 

 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  

ちびっこ 集まれ  

笠原保育園 運動会 
10/5（土） 9：0０～１2：0０  雨天順延   
笠原保育園 園庭 
笠原保育園の運動会の様子を見ることができます。 
未就園児対象競技もあります。 
持ち物 動きやすい服装・靴、帽子、お茶、タオル 
 
※申込みは必要ありません。 

 笠原幼稚園からのお知らせ 

笠原幼稚園バザー開催のお知らせ 
10/17（木） 9:15～11:00 
 

手作りの品もたくさんあります。 
 

http://www.city.tajimi.gifu.jp/kasayou/ 

問合せ  笠原小学校付属幼稚園  
TEL 4３-3321 

体操の苦手を克服する 

 多治見砂防国道事務所からのお知らせ 

防災に対する意識を忘れないで 
～多治見市笠原中央公民館 東日本大震災パネル展～ 
 

国土交通省中部地方整 
備局では、東日本大震災 
の記憶を風化させること 
なく、自然災害の恐ろしさ 
を認識していただくこと、 
地域や世代を超えて教訓を共有し減災につなげていくことを目的に、防
災に関する広報活動を行っています。防災の日にちなみ、東日本大震災
のパネル展を開催します。 
 

8/31（土）～9/25（水） 会場：笠原中央公民館ロビー 

問合せ  国土交通省 多治見砂防国道事務所  
TEL 25-8020 

多治見発music garden vol.69 
ケルンの風 ～山崎伸子を迎えてのピアノ四重奏～     
 

ドイツ・ケルンＷＤＲ交響楽団のコンサートマスター荻原尚子と仲間たち
による室内楽の魅力を十分に堪能できるコンサート。 

9/1(日) 16:00開演 会場：文化会館小ホール 

料金：全席指定 4,000円（Club会員 3,500円） 
 

 

多治見市市民文化祭 バンドの部 
Tajimi Music Jungle 2Days 
 

初心者、ベテラン、学生、社会人関係なし！熱き音楽人による熱すぎる 
２Days。特設会場で熱いライブをより熱く盛り上げます。 

9/7（土）・8（日） 16:00開演  
会場：文化会館大ホール上特設ステージ 
料金：500円（2日間共通） 

家族でおでかけはじめてのコンサート  
0才からの本格クラシック 
 

歌とピアノのほか、絵本の読み聞かせやリズム遊びなど、全身で
楽しめる親子向けの愉快なクラシックコンサートです。 

9/15（日） 11:00開演 会場：文化会館小ホール 

料金：小学生以上 500円、未就学児 100円 

 

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 会場：文化会館 大ホール 

料金：全席指定 5,500円（たじともClub会員 5000円） 



  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 日  神明宮お鍬様            

2 月  笠原幼稚園 第2学期始業式    【図書館休館日】           

3 火     ○         

4 水  ことぶき学級ペン習字（笠中公）9:30～              

5 木 
 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～ 

      ②     

6 金  絵手紙講座（笠中公）9:30～    ○         

7 土  ほのぼのあそびパーク（笠中公）11:00～              

8 日               

9 月  フォークダンスクラブ（笠中公）10:00～                                    【図書館休館日】           

10 火  ウォーキング愛好者向けトレ室利用者講習会（笠体）14:00～  夜のお菓子教室（笠中公）19:00～    ○         

11 水       ②       

12 木 
 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～   
 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   

13 金  笠原幼稚園祖父母参観日  ことぶき学級合唱（笠中公）9:30～   ○         

14 土               

15 日  こどもたちの文化祭（アザレアホール）13:00～   トレ室利用者講習会（笠体）18:15～ 19:45～             

16 月  体操の日（笠体）14:00～              

17 火  おはなしの会（支援センター）11:15～   ○         

18 水  ことぶき学級ペン習字（笠中公）9:30～             

19 木 
 笠原中体育大会                                                      【図書館休館日】 
 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   

20 金 ○         

21 土  秋の全国交通安全運動（30日まで）  おはなしの会（図笠分）15:00～             

22 日               

23 月               

24 火  交通安全日   ○         

25 水  大人のパン教室（笠中公）9:30～  トレ室利用者講習会（笠体）10:00～      ①       

26 木 
 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～  
 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     

27 金  ことぶき学級合唱（笠中公）9:30～    ○         

28 土 
 笠原小運動会 
 誰でも参加できる音楽劇「我らのレ・ミゼラブル」（アザレアホール）17:00～ 

          

29 日  誰でも参加できる音楽劇「我らのレ・ミゼラブル」（アザレアホール）14:00～             

30 月  交通安全日  トレ室利用者講習会（笠体）19:45～    【図書館休館日】           

 絵手紙講座（笠中公）9:30～  かっけこ教室（笠体）16:30～ 
トレ室利用者講習会（笠体）18:15～    


