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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 
 

１００人のプレミアムなセカイVol.28 
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。 

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。 

多治見市市民文化祭 器楽の部 
 

5月 10 日（土） 開場13:30 開演14:00 

全席自由 500円 高校生以下２５０円 ※小学生以上有料 
 
 

多治見市市民文化祭 合唱の部 
 

5月 11 日（日） 開場13:30 開演14:00 

全席自由 500円 高校生以下２５０円 ※小学生以上有料 

May 
Progress Azalea Hall  
Original Program 
 

あたたかな感動を伝える アザレアホール 



第1回目は、5月17日（土）9：45集合 

    Progress Azalea Hall  
Original Program  

あたたかな感動を伝える アザレアホール 

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、観客を深い感動へと誘う。 
 

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 

「死ぬまで走り続け、夢を見続けていたい」 
勘三郎の言葉から映画は幕を開ける… 
 

映画 中村勘三郎 
 

この映画は、10年間にわたる密着取材、勘三郎が残した 
数々の「言葉」によって紡がれていく、かつてないスケール 
のドキュメンタリー映画である。 
 

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 

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 

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） 
 

… 下半期も魅力的なプログラムを用意しています。 

第1回マルタ・アルゲリッチ国際コンクール優勝 
国際的なピアニスト広瀬悦子 
知性と情熱、美しき 
超絶技巧をお楽しみください 
 

Tajimi Music Train 2014 concert 
100人のプレミアムなセカイ Vol.29 

広瀬悦子ピアノコンサート 
 

スケールの大きな音楽作り、美しい音色、 
幅広いレパートリー…  
華麗なるビルトゥオーソが「極上」の空間へ 
あなたをお連れします。 
 

8月 30 日（土） 開場15:30 開演16:00 

全席自由 800円 （当日券1,000円） 

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、地域の行事と併せて
受け継がれてきた笠原の風習を学びます。 
 

全国的には笹の葉でつくる「ちまき」を、笠原では「かりや
す」の葉で作り継がれてきました。今では入手困難のため
「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 

 

クリエイターがつくる 魅力的なプログラム 
充実の１年間を約束する NEW かさはら探検隊２０１４ 

探検隊まちを駆ける  ー 参加者募集 － 

かさはら探検隊 2014 

・活動は原則として土曜日の午前中となります。 
・対象 小学校1年生～4年生  ・参加料 6,000円   
・定員 30名 

地域のクリエイターをプロデューサーに迎え、 
地域資源を活用して 子どもたちの感性と創造性をのびのびと育む 
楽しいプログラムがいっぱい。 

かさはら探検隊リニューアル  
小学校１年生から４年生が対象 

ゾウ、キリン、パンダ、ワニ…、動物園にいない創造の動物もOK。 

ダンボールで好きな動物をつくろう。ダンボール工作の達人！ 造形作家

大﨑智仁先生が教えてくれるクラフト教室を開講。 

チビッ子のみんなあつまれ～ 
夏休みクラフト教室 
みんなが作った動物を集め、 
この町に「ダンボールの動物園」を 
つくろう 

動物園のない町に ダンボールでつくる動物園 
講師 大﨑智仁 
 

7月27日（日） 13:00～17:00 ■ 料金1,000円 ■ 20人 

※カッターナイフやハサミを使います。低学年の子は親子で参加ください 

 

NEW 

笠原発 春 講座 



 eport-Talk 

笠原文化・体育施設、笠原地区の 「今」 をお伝えします 

R 

かさはらいこまい祭2014 情報 
Information 
 

「ここに来ることに価値がある」 かさはらいこまい祭  
 
 

 8/2（土） 開催 
 

この場所にしかない、この時間にしかない…、 
町の人々が参加するイベント 
 

かさはらいこまい祭の概要が決まりました 
これから皆様の様々な参加方法を紹介していきます 
 

● 本格 謎解きイベント 笠原に上陸 

● 暑いまちを２℃下げる USＪに負けない  

                   ウォーターフェスティバル 開催 

● キラッと光る かさはらいこまい祭 パフォーマンスステージ 

● ウォーターメロン（スイカ）早食い王決定戦 

● 影絵ショー 「HAND SHADOWS ANIMARE」 
● 祭りを共に盛り上げよう 模擬店 

● ここに来なければの体験コーナー 

● 祭りを彩る 浴衣でいこまい 盆踊り 

● パワーアップグルメコンテスト  

  

パワーアップグルメコンテスト 

～まちを元気にするごはん～ 出店者募集 
 

複数の出店者がオリジナルグルメを販売する中から、会場の来場者が
審査員となって食べた後の箸を投票し、その多さによって優勝を決定
します。 
 

テーマ  「笠原町のひとを、まちを元気にするグルメ」 
 

審査基準 ：  
 来場者が、「味」・「PR度」・「笠原らしさ」・「元気になる度」それぞれを  
 加味して投票をします。 
 ※審査基準の「元気」は、理由があれば物理的に「元気になる」効果が  
   なくても構いません。 
 

対象： 
 一般市民、飲食店など、誰でも参加できます。 
 

営業時間： 
 12:00～20:00 
 

参加条件： 
 ・保健所の指導に従うこと 
 ・加熱調理すること（ホットプレートの使用は不可） 
 ・こだわりポイント（オリジナルな部分）がある料理であること 
 ・自分で出店できること及び時間内で開催できること 
 ・テーマにそったPRができること 
 ・一食あたり５００円以内で提供すること 
 

出店料： 
 無料 ・販売による売上げは出店者の収入とします 
      ・調理器具、材料等は全て出店者の負担とします 
 

表彰： 
 グランプリ 1万円 
 

応募店数： 
 7店舗程度  ※応募者多数の場合は応募書類にて審査を行います 
 

応募方法： 
 所定の申込書に必要事項を記入し、笠原中央公民館まで 
 締切 5月31日(土）        
                   共催 かさはらいこまい祭実行委員会 

Happy ハッピースクール 

 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 

 イメージはひとつの学校 
 一人ひとりが輝き、笑顔で過ごせる ハッピースクール               

 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    

 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   

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    

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   

 

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  

  

 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   
 

月
曜
日 

水
曜
日 

木
曜
日 

金
曜
日 

土
曜
日 



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（月） 18：15～   20日（火） 10：00～ 

10日（土） 14：00～※１ 25日（日） 18：15～ 

15日（木） 19：45～ 30日（金） 
18：1５～ 
19：45～ 

※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 

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！ 

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  

5/19（月） 14：00～18:00 笠原体育館第3競技場 

100円/h（1家族） 

※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。 

5月の企画展示  

今月の休館日      

12日（月） 15日（木） 19日（月） 26日（月） 

「知っていて損はない社会人の心得」 
この春、社会人になった人、もっと前から社会人の人、「こんな時ど
うするんだっけ？」と困ったことはありませんか。 
今回は社会人なら当たり前！の社会人のルールの本を揃えてみま
した。 

 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 5/17（土） 15:00～15:30 

笠原地域子育て支援センター 5/20（火） 11:15～11:30 
 

 おはなしの会 5月のテーマは 「こいのぼり」 

図書館笠原分館 情報 
 

              information    ☎43-5155  

ほのぼのあそびパーク 情報 
 

              information    ☎43-5155  

お母さんにプレゼント 写真立てを飾ろう   5/10(土）11:00～12:00 

          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次のように開催します。 
各区でチーム編成をおこなって参加ください。 
 

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

笠原体育館第１競技場  
 

※6月1日（日）市の一斉清掃が順延された場合は、6月8日のソフトバレーボール大会は10時45分開会式  
  競技開始11時00分となります。 

 
クラス  

Aクラス（競技部門）  Bクラス （親睦部門） 

男子・男女混合の部 女子の部 ※ 男女混合  

試合方式 ・各ブロック総当たり 各ブロック上位による順位決定方式  
・15ポイント先取、3セットマッチ 

・チーム総当たり 方式 
・15分間タイム制 

チーム編成 6人以内（出場は4人） 

バレーボール経験者の参加は可能ですが、 Bクラスは順位を競うのではなく、親睦を目的としており、子ども達や家族単位での参加を想定してい
ます。 

選手名簿の提出：5月15日（木） 提出先：笠原中央公民館（FAX可 43-6511） 



 
 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 
 

健康体操  体操  

講師：板倉倫子 
 

5/20（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 

お父さんと遊ぼう 
 

5/25（日） 10：00～１1：0０  笠原保育園2F きらきらルーム 
 

大好きなお父さんといっぱいふれあって、楽しく遊びます。 
持ち物 運動しやすい服装、お茶、タオル 
対象   未就園児父子 10組 
 

なかよしあそび “どろんこ遊び” 
 

6/11（水） 10：00～１1：0０  笠原保育園2F 園庭 
 

汚れてもいい服装（親子ともに）着替え、タオル、帽子、お茶 
対象   未就園児親子 15組 
 

※いずれも申込みが必要です。1ヶ月前より受け付けます。 
 
 

第47回多治見市市民文化祭  
 

【器楽・合唱の部】 
  

 器楽の部 5/10（土） 合唱の部 5/11（日）  
 14：00開演 
 場所 笠原中央公民館 アザレアホール 
 料金 一般 500円 高校生以下250円 
 

【邦楽の部】 
  

 5/17（土）・18（日）・24（土）・25（日） 13：30開演 

 場所 多治見市文化会館 大ホール 
 料金 一般500円 高校生以下250円 
 

街の歌が聞こえる ピアノ三重奏 
ヴァイオリニストの五嶋みどり氏も絶賛、豊かな音色で魅了する大
型チェリスト、辻元玲。日本音楽コンクールで１位に輝き、将来を嘱望
されるピアニスト、務川慧悟。そしてドイツで音に磨きをかけている、
柴田悠美子。いつまでも聴いていたいと思わせる、21世紀の大器に
よるフレッシュなリサイタルをお届します。 
 

7/5（土） 16：00開演 

場所 多治見市文化会館 小ホール 
料金 全席指定 3,500円（Club会員 3,000円） 

笠原万治地蔵コース 
距離 約4.5ｋｍ 所要時間 約90分 
スタート地点 笠原中央公民館 笠原町2081-1 

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 

ウォーキングチャレンジ 情報 
 

              information    ☎43-6285  

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 2,000円） 高校生以下 1,000円 
 

やってみよう「和のオーケストラ」 ～能の楽器体験きょうしつ～ 

能楽のお囃子を体験しよう！笛、小鼓、大鼓、太鼓の中から自分の好き
な楽器を体験できます。初心者のかた大歓迎！３日間で曲を習得し、
最終日には舞台で発表します。 
 

8/7（木）・8（金）・9（土）  
親子の部 10：00～12：00 一般の部 13：00～15：00 
                       ※最終日のみ 10：00～12：00 
場所 多治見市文化会館 小ホール 他 
定員 親子の部 10組20名（お子様1人での参加も可） 一般 20名 
参加費 親子の部 3,500円（Club会員3,000円）子ども1人 1,000円 
       一般の部 3,000円（Club会員2,500円） 
 

 多治見市文化会館からのお知らせ 
 

季節を彩る押し花アート  講師 小畑真由美 
バラやアジサイを使って華麗な押し花アートをつくりましょう 

6/6・20・7/4（金） 10:00～11:30  全3回   

対象：一般 10名  料金：5,000円  

問合せ・申込み  勤労者センター  
TEL 29-2283 

 勤労者センターからのお知らせ 

問合せ・申込み  多治見市文化会館 
TEL ２３－2600   



  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。  
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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 木 交通安全日            

2 金     ○         

3 土               

4 日               

5 月 トレ室利用者講習会（笠体）18:15～              

6 火               

7 水 ことぶき学級ペン習字（笠中公）9:30～     ②       

8 木 
笠原幼・保・小・中引き渡し訓練 
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～   

     ① ① 

9 金 
笠原幼稚園ミニ運動会 
ことぶき学級歌のひろば楽しくうたおう（笠中公）9:30～ 

  ○         

10 土 
ほのぼのあそびパーク（笠中公）11:00～ 
第47回多治見市市民文化祭 器楽の部（アザレアホール）14:00～ 
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～ 

            

11 日 
笠原中資源回収 
第47回多治見市市民文化祭 合唱の部（アザレアホール）14:00～ 

            

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

13 火    ○         

14 水               

15 木 
交通安全日                                                             【図書館休館日】  
アトリエかさはら陶芸部（笠中公）9:00～ 19:00～  トレ室利用者講習会（笠体）18:15～  

      ② ② 

16 金     ○        

17 土 
絵手紙講座（笠中公）9:30～  かさはら探検隊（笠中公）9:45～ 
おはなしの会（笠図分）15:00～   

            

18 日 第56回多治見市民総合体育大会             

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

20 火 
笠原保育園 保育参観・懇談会（２８日まで）  おはなしの会（子育て支援センター） 11:15～ 
トレ室利用者講習会（笠体）18:15～   

○         

21 水 ことぶき学級ペン習字（笠中公）9:30～  おばさんの知恵袋シリーズ～端午の節句～（笠中公）10:00～      ①       

22 木 
名歌を歌おう（笠中公）10:00～  アトリエかさはら陶芸部（笠中公）9:00～ 19:00～ 
ファン先生の韓国語レッスン（笠中公）19:00～ 20:10～ 

    ①     

23 金 ことぶき学級歌のひろば楽しくうたおう（笠中公）9:30～   ○         

24 土 笠原小運動会             

25 日 
100人のプレミアムなセカイvol.28河村典子コンサート（アザレアホール）16:00～     
トレ室利用者講習会（笠体）18:15～          

          

26 月         【図書館休館日】           

27 火     ○         

28 水               

29 木 アトリエかさはら陶芸部（笠中公）9:00～ 19:00～       ②     

30 金 ○         

31 土 かさはら探検隊（笠中公）9:45～              

香取貴信生涯学習講演会（アザレアホール）18:30～  トレ室利用者講習会（笠体）18:15～ 19:45～   


