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未来へとつながるシンフォニーを響かせ 

過去と未来を一つにする 
 

町に活力をもたらす 

市民の新しいチャレンジを 

私たちのアイデアと活動で支えます 
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多治見市笠原中央公民館 ∣ 検 索 

今年のドイツは暖冬といわれ、こちらではまだ一度も雪を見ていません。
日本では各地で例年にない大雪とのニュースを聞いて、とても不思議な
感じがしています。 
 

この度４月の室内楽演奏会をさせていただくことになりました。これまでも
アザレアホールで室内楽の演奏会をしてきましたが、今回はドイツを拠点
とし、日本では名古屋フィルハーモニー交響楽団客演コンサートマスター
としても活躍中の植村太郎さんを迎えての演奏会となりました。 
以前から一度共演したいと思っていた素晴らしいヴァイオリニストで、私も
とても楽しみしています。 
今回の演奏会では、三重奏、四重奏、五重奏と、異なった編成の室内楽
作品をプログラムにしており、様々な響きを楽しんでいただけることと思
います。 
新しいメンバーを迎えての演奏会、素晴らしい音楽をお届けします。 
 

ご来場を心よりお待ち申し上げます。 
                                           長谷川彰子                                                  

カーサ五重奏団 室内楽コンサート 
 

長谷川彰子と若い音楽家たち 新星カーサ五重奏団に集う 
 
 

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 ：ピアノ五重奏曲イ長調作品81 

4月27日（日） 開場15:30 開演16:00 

Azalea Hall 多治見市笠原中央公民館 

全席自由 2,000円 高校生以下1,500円 

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.） 



地域のクリエイターをプロデユーサーに迎え、 
地域の資源を活用して 子どもたちの感性と創造性をのびのびと育む
楽しいメニューがいっぱい。 

かさはら探検隊 
2014 

第1回目は、5月17日（土）9：45集合 

 
あたたかな感動を伝える アザレアホール 

 

NEW   

手作りのお正月飾り（11/22） 

ウォーミングアップ＆みんなで看板をつくろう（5/17） 

地元の田んぼでお米づくり～田植え～（5/31） 

世界にひとつのマイちゃわんをつくっちゃわん（7/19） 

笠原のご当地キャラクターをつくろう（8/16） 

伝説のこま犬を調べよ マイこま犬づくり（9/6） 

地元の田んぼでお米づくり～稲刈り～（9/未定） 

チュウコミをデコっちゃおう（10/25） 

地元の田んぼでお米づくり～しめ縄づくり～（12/8） 

笠原のCMをつくっちゃおう（1/24・2/21） 

自分の卒業証書おもいでコラージュ（3/14） 

【月曜日】 
フォークダンスクラブ 
講師 生田 隆 

 
毎月第2月曜日 4/14～6/9 
全3回  10:00～12:00  1,050円 

【水曜日】  
ことぶき学級ペン習字 
講師 佐藤碧山 

 
毎月第1・3水曜日 5/7～3/18 
全20回  9:30～11:30  8,200円  

アトリエかさはら陶芸部 初級クラス 

イチからはじめる陶芸教室 
講師 高橋義孝 

毎週水曜日 6/18～8/27 
全7回  9:30～11：45  7,500円  

 Happy スクール 

絵画教室 
LITTLE ARTIST 100 

会の名前の由来は「小さな芸術家100人」。 

子どもたちを対象とした絵画教室です。 
今回はその教室を見学させていただき、講師のおぐらアオさんに
お話を伺いました。 
教室ではにぎやかな雰囲気の中、子どもたちがそれぞれ自分で
題材を選び、思い思いのペースで自由に絵を描いていきます。ひ
とりの子が描いていた「未来のくるまを描こう」と題されたシート
には、タイヤとドアの一部が描かれているだけ。ベースとなる部分
があって想像を膨らませながら自分なりの車を描いていきます。 

笠原中央公民館利用団体レポート 

メゾ・ソプラノの世界 ～カルメン 歌い 舞う ～ 
 

河村典子コンサート 
 

5月 25 日（日） 開場15:30 開演16:00 

全席自由 1,000円 
後援：多治見西高等学校同窓会 
 

多治見市に縁のあるメゾソプラノ河村典子が男役と
女役の歌を歌いあげる贅沢なプログラム。 

天平の音の物語 笠原Azalea Hallに上陸 
 

天平ピアノコンサート2014 
 

ピアノ界の革命児、衝撃のピアニズム  
かつてない「スピード」「パワー」「テクニック」 
ジャンルを超越した激しくも美しい楽曲は深い感動へと変
わる。 
 

6月 22 日（日） 開場15:30 開演16:00 

全席自由 2,500円 高校生以下2,000円 

誰にもできる当たり前のことを、 
誰にも負けないくらい徹底的に行う 
 

香取貴信講演会 
社会人として大切なことは ディズニーランド で教わった 
 

5月 30 日（金） 開場18:00 開演18:30 

入場無料  共催：NPOまいて 
 

顧客満足追求の精神を基に、従業員の使命感を
鼓舞する独自のマネジメント法を確立する。 
香取貴信からマナブ 生涯学習講演会。 

長谷川彰子と若い音楽家たち 新星カーサ五重奏団に集う 
 

カーサ五重奏団室内楽コンサート 
 

4月 27 日（日） 開場15:30 開演16:00 

全席自由 2,000円 高校生以下1,500円 
 

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.） 

革新的な挑戦を綴った 劇場用ドキュメンタリー映画 
 

映画 中村勘三郎 
 

命をかけ、人生をかけ、勘三郎は何を成し得たのか。 
歴史に残る俳優の真の姿を映し出すドキュメンタリ 
ー映画。 
 

7月 13 日（日） ①開場13:30 開演14:00 

                 ②開場16:30 開演17:00 
全席自由 1,500円 高校生以下1,000円 
4月13日（日）から発売開始 

春から夏 ラインナップ 

探検隊まちを駆ける  
ー 参加者募集 － 

・活動時間は原則として午前中となります。 
・対象 小学校1年生～4年生 ・参加料 6,000円   
・定員 30名 

小学校1年生から4年生対象 

100プレ 

 Vol.28 

映画 中村勘三郎 あしすと特典 
あしすとをご覧の皆様に向けた特典をご用意しました。 
「あしすとを見た」で 映画中村勘三郎チケットを1,000円で 
ご購入いただけます。※お電話での予約もOK 



 eport-Talk 

【木曜日】 
アトリエかさはら陶芸部  
自由クラス  講師 高橋義孝 

 
毎週木曜日 5/15～10/2  
全17回  19:00～21:15  12,000円  

【金曜日】 
ことぶき学級合唱 
歌のひろば 楽しくうたおう 
講師 高橋賢亮 

 
毎月第2・4金曜日 5/9～3/27 
全20回  9:30～11:30  8,200円  

【土曜日】 
絵手紙講座 
講師 中島慶子 

 
毎月第3土曜日 5/17～3/21 
全12回  9:30～11:30  7,100円  

 １年間かけて 「マナブ」 仲間と楽しく過ごす時間を提案します               

名古屋グランパス栄養アドバイザー森裕子先生による 
元気な子どもを育てる食育レシピを紹介 

笠原文化・体育施設、笠原地区の 「今」 をお伝えします 

R 

森裕子先生の元気ごはん 
料理教室シリーズ 春休み親子講座編 

講師 森 裕子 たじみ健康ハッピープラン推進事業 
 

「苦手な野菜もこれなら食べられる！  
                     野菜たっぷり朝ごはんレシピ」 
・１品で具だくさん！ ミルクカレースープ 
・野菜たっぷり簡単かぼちゃのキッシュ 
・ホットりんごのヨーグルトパフェ 
 

４月３日（木）■ 10:30～12:30 ■ 料金2,000円 ■ 20人   

すぐに作りたくなる おウチごはん 

洞谷式おいしい時短レシピ 
講師 洞谷多美江 
 

４月8日（火） ■ 19:00～21:00 ■ 料金1,320円 ■ 20人 
 

・ネギ味噌おにぎり ・魚の味噌照り焼き ・切干しハリハリ漬け  
・長芋と豆乳の和風ポタージュ 

6月10日（火） ■ 19:00～21:00 ■ 料金1,320円 ■ 20人 
 

・ツナのクリームパスタ ・意外なものと混ぜる人参サラダ ・簡単コーンパン 
・おまけのスープ 

伝えたい…、地域の風習や季節の行事 ～ 未来予想図を描くシリーズ ～ 

季節の変わり目の節句を大切にし、地域の行事と合わせて受け継が
れてきた笠原の風習を学びます。 
作り継がれた「かりやす」の葉を朴葉に代えて朴葉もち、朴葉寿司を作
ります。 

おばさんの知恵袋シリーズ ～端午の節句～  
講師 加納鞆音・小川多津子 
 

5月21日（水）■ 10:00～13:00  

■ 料金1,520円 ■ 20人 
 

・朴葉もち  ・朴葉寿司 

パン作りを究める 2つのクラス 

手ごねパン教室 講師 可児枝里子 
 

【親子クラス】5月17日（土） ・6月14日（土）  
■ 9:30～13:00 ■ 料金4,150円 ■ 親子10組 
 

（5月）メロンパン  
（6月）・米粉パン ・米粉あんぱん ・蒸しケーキ 
 

【大人クラス】5月28日（水） ・6月25日（水）  
■ 9:30～13:00 ■ 料金3,700円 ■ 16人 
 

（5月）くるみパン・柏餅 （6月）リクエストメニュー 

お菓子作りの基本をマスターする 

夜のお菓子教室 きっとわかる レシピの基本  
講師 洞谷多美江 
 

5月13日（火）■ 19:00～21:00 ■ 料金1,320円 ■ 20人 
 

・ブルーベリーパウンドケーキ 

【木曜日】 
名歌を歌おう 
講師 加納徳子 

 
毎月第2・4木曜日 4/24～3/26  
全20回  10:00～11:30   6,800円  

ファン先生の韓国語レッスン 
入門クラス  講師 黄 載和 

毎月第2・4木曜日 4/24～3/12 
全20回  20:10～21:10  10,500円  

ファン先生の韓国語レッスン 
中級クラス  講師 黄 載和 

毎月第2・4木曜日 4/24～3/12 
全20回  19:00～20:00  10,500円  

アトリエかさはら陶芸部  
中級クラス  講師 高橋義孝 

毎週木曜日 5/15～10/2  
全17回  9:00～11:15  16,000円  

ない中で、これから日本で生きていく子ども
たちにとって、人を思いやって人間らしく生き
る力＝「想像力」も、社会に新しいものを生み
出す力＝「創造力」も、どちらもまさに求めら
れている能力です。 
以前は普通の絵画教室を行っていましたが、
私自身が芸術家としてあり方を考える時期
があり、子どもたちが絵を上手に描けるだけ
ではなく、将来どのような道を進むにしても
社会に出たときに武器となるような力を身に
つけてほしいと考えて、このような教室づくり
をするようになりました。 

そして絵の下には説明を書く欄もあり、そこ
にはどういった車なのかということを書き込
んでいきます。 
 

－ 「絵画教室」というと、デッサンとかするの
かと思いましたが、イメージと違っていまし
た。 
 

形をそのまま描写するということも行います
が、見たまま描く力というのは成長につれ自
然とできるようになっていきます。私が大切
にしたいと考えているのは「ソウゾウする力」
なんです。 
 

－ ソウゾウというのは「創造」する力ですか？
それとも「想像」する力でしょうか？ 
 

車の両輪のようにどちらも大切だと考えてい
ます。社会がこのように大きく変動し、国際
化が進み世界と競争をしていかなくてはなら 

― 絵画教室を通じて、子どもたちの生きる
力も育みたいということですね。 
 

そうです。私はこのソウゾウする力を伸ばす
ことができるのは芸術という分野であり、そ
れは小さい頃から培っていかないと大人に
なっていきなり求められても、すぐに身につけ
られるものではないと思っています。 
 
 
小椋さんの言葉通り、本当に活気のある良
い雰囲気のなか、自分が描いた絵をもって子
どもたちはどんどんとおぐらさんに話かけ、み
んなリラックスしながらも真剣な様子で取り
組んでいました。 絵画教室 LITTLE ARTIST 100  

毎週金曜日 17:15～18:45 ※見学自由 
お問い合わせ おぐらアオ 090-3253-7889 

「私のなかでは子どもたちは仲間ですね。しばらく会えないと寂しくて、どうしてるか
な・・・と思います。」、「ソウゾウに間違いはない、すべてOK！いろいろな規制が多い現
代に、なるべく規制をすることなく、自然な形で伸ばしてあげたい」 



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 
 

笠原体育館トレーニングルームの利用にあたっては 
利用講習会の受講が必要になります。 

  5日（土） 18：15～   20日（日） 10：00～ 

10日（木） 14：00～※１ 25日（金） 
18：15～ 
19：45～ 

15日（火） 19：45～ 30日（水） 18：1５～ 

※１ ウォーキング愛好者向けトレーニング講習会  

予約制  TEL43-6285 

4月の企画展示  

7日（月） 14日（月） 17日（木） 21日（月） 28日（月） 

今月の休館日     

 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 4/19（土） 15:00～15:30 

笠原地域子育て支援センター 4/15（火） 11:15～11:30 
 

「文系でも楽しめる！ 理系の本棚」 
私たちの生活や社会に実はとても密接している数学や科学。学生時代「数学
なんて勉強して将来何の役に立つの！？」と思っていた文系のみなさん、ちょっと
だけ理系の世界を覗いてみませんか？ 数式や化学式が苦手でも楽しく読める
理系の本を紹介します。 

 おはなしの会 4月のテーマは 「おいしい弁当」 

オペレッタ 

みて・さわって・かんがえる 
 

未就園児から園児、小学生低学年を対象にした工作教室などを毎月開催！ 
ほのぼのあそびパークは無料で楽しめちゃう。チビッ子のみんな笠原中央公民館に  レッツ ゴー！ 

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 

神明宮・酒造・狐塚古墳を巡るコース 
距離 約3.0ｋｍ 所要時間 約60分 
スタート地点 笠原中央公民館 笠原町2081-1 

体操の日 体操の苦手を克服する     
毎月第３月曜日に跳び箱や鉄棒、マットを用意し、 
体育館を開放します。 

笠原体育館 情報 
 

              information    ☎43-６２８５  

4/21 14：00～18:00 笠原体育館第3競技場 

100円/h（1家族） 

卓球の日 卓球で楽しく アドバイスで上達  
毎月第3土曜日に卓球台をずらりと並べます。 
親子で、友達同士で楽しみましょう。 

4/19 13：00～17:00 笠原体育館第3競技場 

100円/h（高校生以下50円/ｈ） 

※16:00～17:00には体操の講師からアドバイスを受けることができます。 

※13:00～15:00には卓球の講師からアドバイスを受けることができます。 

図書館笠原分館 情報 
 

              information    ☎43-5155  

ウォーキングチャレンジ 情報 
 

              information    ☎43-6285  

ほのぼのあそびパーク 情報 
 

              information    ☎43-5155  

くるくるやじろべえをつくろう   ４/13(日）11:00～12:00 



 

  

  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 
 

軽体操  ボールを使った軽い運動をします。  

講師：多治見市スポーツ推進委員 
 

4/15（火） 10:00～11:30 受講無料 

かさはら福祉センター2階 集会室・研修室 

上履きシューズ、動きやすい服装、汗拭きタオル・飲みもの 

申込み  笠原地域福祉協議会  
TEL 43-6822 

 

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 

きらきらサーキット 
 

4/24（木） 9：30～１1：0０  笠原保育園2F きらきらルーム 
 

コンビカーやショベルカー、乗り物をたくさん出して遊びます。 
※申し込みは必要ありません。 

松竹大歌舞伎  
中村歌昇改め三代目中村又五郎襲名披露  
中村種太郎改め四代目中村歌昇襲名披露   

今年の歌舞伎も、おめでたい襲名披露公演。三代 
目中村又五郎、四代目中村歌昇の親子同時襲名 
披露です。人間国宝の中村吉衛門が更に華を添え 
て、豪華なラインナップでお届けします。 
 

【演目】 
双蝶々曲輪日記「角力場」 
三代目中村又五郎 四代目中村歌昇 「襲名披露 口上」 
「傾城反魂香」 土佐将監閑居の場 

7/21（月・祝） 13：30開演  多治見市文化会館 大ホール 

料金 S席 7,500円（Club会員6,500円） 
     A席 6,500円 B席 5,500円 C席 3,500円 
 

発売日 Club会員 4月19日（土） 一般発売 4月26日（土） 
※この公演の電話受付は正午からとなります。 

アザレアホールで自慢の歌声を披露しませんか 
 

毎年たくさんのご参加をいただいている笠原チャリティ歌の祭典、今
年も6月15日（日） 笠原中央公民館アザレアホールにて開催しま
す。主催の笠原歌謡愛好会では出場者を募集しています。出場希
望の方は、下記までお問合せください。 
 

出場者募集締め切り 4月15日（火） 
 

 

第29回笠原チャリティ歌の祭典 
6/15（日） 12:30開演 

会場：笠原中央公民館 アザレアホール 
主催：笠原歌謡愛好会 FMA 
後援：多治見市教育委員会・中日新聞社・東濃新報 

問合せ  笠原歌謡愛好会 会長 倉橋 武 TEL 43－4342  

 「歌の祭典」出場者募集のお知らせ 

問合せ・申込み  多治見市文化会館 
TEL ２３－2600   

誰でも描ける初めての絵手紙  講師 岡田理恵 
絵手紙で季節の便りを作りましょう 

5/9・23・6/13（金） 10:00～11:30  全3回   

対象：中学生・高校生 10名  料金：2,300円 顔彩借用別途300円 
 

ピュア ナチュラル ウーマン  講師 水野さと美 

アロマテラピーでちょっと贅沢な自分を演出 

5/17・6/14・7/19（土） 10:00～11:30   

対象：一般成人 10名  料金：1,500/回（全納4,350円） 
 

ピュア ナチュラル ウーマン プチ  講師 水野さと美 

アロマテラピーでちょっと背伸びして大人気分 

5/17・6/14・7/19（土） 9:00～10:00 

対象：中学生・高校生 10名  料金：1,000/回（全納2,850円） 

問合せ・申込み  勤労者センター  
TEL 29-2283 

ニュウニュウ（牛牛）ピアノ・リサイタル2014  
弱冠12歳で実施した東京サントリーホール、 
大阪ザ・シンフォニーホールの両公演が即完 
売となった伝説の神童、ニュウニュウによるリ 
サイタル。チャールズ皇太子も絶賛したピアニ 
ズムをさらに進化させ、17歳の瑞々しい感性 
を携えて多治見にやってきます。 
 

7/26（土）14：00開演  多治見市文化会館 大ホール 

料金 一般3,000円（Club会員 2,500円） 高校生以下 1,000円 
 

発売日 Club会員 4月13日（日） 一般発売 4月20日（日） 
 

子どもアートひろば 
触って実感 聴いて体感！ 子どものためのオーケストラテーマパーク 
子ども向けにオーケストラの演奏会を実施します。いろんな楽器が集
まってできる「にじいろの音」を聴いてみませんか。演奏は愛知室内
オーケストラ。フレッシュな才能が溢れる集団です。チケット購入者は、
開演前におこなう楽器ワークショップに参加できます。 
音楽でたのしめる１日がみんなをまっているよ！ 
 

8/2（土） 15：00開演  多治見市文化会館 大ホール 

料金 一般1,500円（Club会員 1,200円）  3歳～高校生500円 
※３歳未満は保護者１名につき１名無料（要整理券、窓口にて配布）。 
 

発売日 Club会員 4月13日（日） 一般発売 4月20日（日） 

 多治見市文化会館からのお知らせ 

 勤労者センターからのお知らせ 

 春うららさくらまつり開催のお知らせ 

フードコーナー、昔遊びコーナー、しおりづくりコーナーなどのイベントを
開催します。今年はかさはら陶器まつりと同時開催！  
笠原中央公民館に足を運んでください。 

問合せ  笠原校区青少年まちづくり市民会議  
TEL 43-5155 

4/13（日） 10:00～13:00 

           会場は  笠原中央公民館 



  かさはら カレンダー     201４. 

｢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｢2014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。  

燃
や
す
ご
み 

     
破
砕
ご
み 

金
属
・紙
・布
類 

ビ
ン
・ペ
ッ
ト
・発
砲
類 

有
害
ご
み
・天
ぷ
ら
油 

※（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 火     ○         

2 水      ②       

3 木 
笠原児童館開館4周年記念春のお祝い会 
元気ごはん料理教室（笠中公）10:30～ 

       ①   

4 金     ○         

5 土 トレ室利用講習会（笠体）18:15～              

6 日 春の全国交通安全運動（15日まで）              

7 月 
交通安全日                                                                【図書館休館日】 
笠原保入園式・育友会総会  笠原小・中始業式  笠原中入学式          

8 火 
笠原幼始業式・入園式  笠原小入学式 
洞谷式時短レシピ（笠中公）19:00～                                          

  ○         

9 水               

10 木 ウォーキング愛好者のためのトレ室利用講習会（笠体）14:00～          ②   

11 金     ○        

12 土 たじみ陶器まつり（13日まで）  陶の里蔵出し市（13日まで）             

13 日 
かさはら陶器まつり  春うららさくらまつり 
ほのぼのあそびパーク（笠中公）11:00～ 

            

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

15 火 
交通安全日 
おはなしの会（支援センター）11:15～  トレ室利用講習会（笠体）19:45～  

  ○         

16 水       ①       

17 木 笠原幼家庭訪問（23日まで）                                                         【図書館休館日】      ①     

18 金 笠原幼育友会総会   ○         

19 土 
笠原小・中授業参観・ＰＴＡ総会 
卓球の日（笠体）13:00～  おはなしの会（図笠分）15:00～ 

            

20 日 
弘法様   
トレ室利用講習会（笠体）10:00～  

            

21 月 体操の日（笠体）14:00～                                                            【図書館休館日】            

22 火     ○         

23 水               

24 木     ②     

25 金 トレ室利用講習会（笠体）19:45～    ○         

26 土               

27 日 カーサ五重奏団室内楽コンサート（アザレアホール）16:00～             

28 月                    【図書館休館日】           

29 火     ○         

30 水 トレ室利用講習会（笠体）18:15～               

名歌を歌おう（笠中公） 10:00～  ファン先生の韓国語レッスン（笠中公）19:00～ 20:10～   


