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舞台から放たれる 市民50人の思い 
 

半年間 稽古を積み重ねた集大成が 
ここに結実 
 

「誰でも参加できる音楽劇」 
市民が 共に高いハードルを共有し 
共に考え 共に汗を流し 厳しい練習を経て創る舞台 
さあ 舞台の幕が開きます 

オペレッタ 

「我らのこうもり」 
 

誰でも参加できる音楽劇 

9月13日（土）  
   開場16:30 開演17:00        
 

9月14日（日） 
   開場13:30 開演14:00 
 

 

全席自由 1,000円 中学生以下 800円 

 

Azalea Hall 
   アザレアホール 

多治見市笠原中央公民館 



誰でも参加できる音楽劇  オペレッタ「我らのこうもり」 
 

「こんなもんじゃない！」 “誰でも参加できる音楽劇”の練習風景 － 、参加者から
こんな声が聞こえてくるようです。 
時に笑顔が溢れ、ときに厳しく…、 
江端さんはこの取り組みに参加する人々を称して「このCompany（カンパニー）」
と、言いました。 とても印象的な言葉です。 
ただ、楽しいだけではなく、常に高い志を持ち、自分に厳しく、妥協を許さない…、
強い意志を持った集合体。  
今年も 魅力的な市民が様々なストーリーを描きます。 
 

オペレッタは日本では「喜歌劇」と言われ、笑いの要素が盛り込まれています。毎
回、参加者自らが高いハードルを共有し、クオリティの高い舞台を作り上げるこの
シリーズ。今回のハードルは、オペレッタの奥深さです。歌唱力だけではなく、真面
目に、真剣に演じることでお客様に笑いを提供するという、ややもすれば相反す
る要素を持つ演技力に挑戦しました。 
 

「市民の心躍る挑戦」 それは、市民参加の醍醐味を意味します。舞台から放た
れる市民50人の思いを受けとめに、ホールに足を運んでください。 
感動の機会は、あなたの身近なところにあります。  
 
 

【あらすじ】 
一緒に居ることが当たり前のような二人をつかまえて、“喧嘩するほど仲が良い”
という。名前はアイゼンシュタインとファルケ。幼なじみの二人は互いをこう呼ぶ
「親友」と。ある日の夜、著名な貴族の館で盛大な仮装パーティーが催された。
パーティーといえば必ず一緒にでかける2人。勿論この夜も意気揚々と出かけて
行った。アイゼンシュタインは蝶々に、ファルケはコウモリに仮装して。二人の仮装
はパーティーの中でも大絶賛された。気分を良くした二人はついつい深酒をして
しまった・・・。不覚にも道端に眠り込んでしまったファルケ、そのファルケをあろう
ことかアイゼンシュタインはそのまま置き去りにして一人、家へ帰ってしまった。 
この事件をきっかけにして、ファルケの中に生まれる「陰」。 
本来見えないハズの陰、本来はきこえないハズの陰の声を、物語展開の軸として
ドタバタ劇が展開していきます。 

9月13日（土）開場16:30 開演17:00 

   14日（日）開場13:30 開演14:00 
 

全席自由 1,000円 中学生以下 800円 

２０１４ 市民の心躍る挑戦 
 

誰でも参加できる音楽劇 オペレッタ「我らのこうもり」 
 

半年間の稽古を積み重ねた集大成がここに結実 
さあ、舞台の幕が開きます 

□ キャスト                                                                        □ スタッフ 

13日 14日  13日 14日 

シャドー   ロザリンデ 

松野真司 三宅恵理 
 

加納徳子 後藤優子 

ファルケ  オルロフスキー 

水野達也 加藤和郎 
 

大重よし江 水野妃佐子 

イーダ  踊り子ユーリカ 

真柴なつみ 加納理沙 
 

各務裕梨佳 各務裕梨佳 

トランク   フロッシュ 

松井裕子 岡本佳憲 
 

工藤重孝 玉木鈴代 

ブリント   

大竹優子 服部悦子 
 

平山千絵 中島弘恵 

プリント 

13日 14日  13日 14日 

アデーレ  アイゼンシュタイン 

土本里子 小野愛加  江端智哉 加藤武志 

アルフレード  タカミツ・カップチッリ 

片山博貴 市川太一  牧野隆充 牧野隆充 

フランク  クランク 

稲垣喜治 加藤洋司  和田輝夫 市岡貴子 

フレッシュ  フラッシュ 

高木知文 加藤隆将  神保友子 脇田華代子 

ピアノ… 市原実小代 ・伊藤理砂・辻 彩花 

他、50名を超える市民の皆様 

□総監督 
 

 水野妃佐子 
 
□脚本・編曲・演出・ 音楽監督 
 

 江端智哉 
 
□振付 
 

 各務裕梨佳 
 
□舞台監督 
 

 大蔵聡子 
 
□企画・制作 
 

 多治見市笠原中央公民館 



スウィーツ＆プチランチ 
講師 洞谷多美江  
 

習ったその日から、あなたのご家庭の定番
メニューに加わること間違いなし   

9月17日（水）10:00～12:30  
黒胡麻バターケーキ、山菜中華ちまき、おまけのおまかせ 
スープ＆サラダ 

■ 料金2,000円 ■ 20人  

9月9日（火）19:00～21:00   
カスタードチーズケーキ 

■ 料金1,320円/回 ■ 20人    

         夜のお菓子教室 
             講師 洞谷多美江 

         
            レシピ本には載っていないよ 
           うな、ちょっとしたコツやポイ
ントを紹介します。 

7月・8月の笠原中央公民館  
 

7月から8月までの２ヶ月間、公民館は夏休み子ども事業に取り組みました。毎回、素敵な出会いが、 
私たちにパワーをくれ、そして、子どもたちの既成概念にとらわれない発想には本当に驚かされました。
子どもたちと過ごした時間を報告し 
ます。 

7.27 未来予想図を描くシリーズ ダンボールでつくる動物園 
       ・「ダンボールがあんなにカッコよくなるなんてすごい」 
       ・「少し難しかったけど、やり出すとハマって楽しかったです。」 
 

7.29  森裕子先生の元気ごはん料理教室 
        「苦手な野菜も食べてみよう」をテーマに、各自お弁当箱を持参して 
        野菜たっぷりの元気弁当を作りました。 
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7.5 ほのぼのあそびパーク 「フィルムケースごま『地球と月』を作ろう！」 
   フィルムケースを利用した工作教室を開催。まわした途     
    端にコマから地球の周りを月が回る像がみえてきました。 
 

7.19 子ども陶芸講座ランプシェードづくり   

   「ウチの守り神」をテーマに、子どもたちの想像力を形にする 
     ランプシェードづくりにチャレンジしました。 
 

7.22 滝呂地区プロジェクト 「タイルでランプシェード」 
 

7.25共栄地区プロジェクト 「スイーツデコ」 
   公民館のない地域へ笠原中央公民館の取り組みを紹介 
    してきました。 
  ・「図工はあまり好きではないけど、上手に作れました。先生 
   がカッコイイと言ってくれました。」 
  ・「粘土をペットボトルに巻くのはとても難しかったです。け 
   ど、自分らしいオリジナルのランプシェードを作ることがで 
   きたので良かったです。」 
   ・「写真立てに、綺麗にはりつけるのが難しかった。でも最後 
   はキレイにできたので良かった。」 
   ・「クランチや生クリーム、特にマニキュアを使うのがとても 
   面白くて楽しかった。でも全体の重さを考えて作るのは難 
   しかったです。」 

公民館のロビーで、ダンボール動物がならぶ展示会を行いました。施
設へ訪れたたくさんの親子から「来年は小学生。これに参加できる
ようになるから ぜったいにやってね」と、嬉しい声が寄せられました。 

8.2 「ここに来ることに価値がある」  かさはらいこまい祭  
          この場所にしかない、この時間にしかない、今を生きる町の人々が参加できるイベントをつくろうと、有志が集い、  
   祭りの企画を考えました。全国で話題になっている謎解きイベントの開催や、ウォーターフェスティバル（水のかけ 
   あい）、スイカ早食いバトルなどで楽しみました。どのイベントにも子ども達に交じって、この時間を盛り上げてく 
     れる大人の姿があり、「町の人々がつくるお祭り」が生まれたと思っています。 
     祭りのフィナーレは、屋外ステージでの幻想的な「影絵」。スペシャルタイムをみんなで楽しみました。 

以前、かさはらいこまい祭には打ち上げ花火があり、花火は金字塔のよう いこまい祭を象徴していました。 
 「新しいいこまい祭を、みんなで考える」これを形にしたのが今年のいこまい祭であり、生まれたテーマが「ここに来
ることに価値がある」でした。 
祭りのフィナーレを飾った影絵。この場所に集った子どもから大人まで、町の人々が同じ方向を見つめていました。
影絵を見つめる人々の姿に、年に１度の笠原のお祭り—かさはらいこまい祭の大切にしなければならない価値があ
るような気がしました。 

「秋の味覚を楽しもう！ 野菜たっぷりスープカレーと 
                                    手作りフルーツパフェ」  

             
             森裕子先生の  

            元気ごはん料理教室 
            +音楽会 
 
講師 森裕子（名古屋グランパス栄養アドバイザー） 

     坂本実奈美(フルート）・酒井絢子(ピアノ) 

今回は、「0歳から園児まで」を対象に、フルー
トの素敵な音楽会をセットにお届けします。 

10月5日（日）11:00～14:00   
■ 料金 大人1,500円 子ども 1,000円 ■ 30人 
   ※未就園児は無料 ただし食を必要とする場合 500円 

                  カラダが硬い人のための 

                  スッキリ疲れがとれるヨガ  
                  講師 森  あかね  
 

                 カラダとココロをほぐして、 
お仕事や家事のなど、日ごろの疲れをリセット。 

9月17日・10月1日・15日・29日・11月5日・19日・ 
12月3日・17日・1月7日・21日・2月4日・18日・ 
3月4日・18日（水） 全14回 19:00～21:00  
■ 料金7,280円 ■ 20人  

はじめましょう フラダンス 
講師 高木美貴子  
 

フラダンスの魅力は誰でも踊る
ことができること。リズムにのせ
てゆったりと踊ることで心も身
体もリラックスできます。 

9月19日・10月3日・17日・31日・11月7日（金） 
全5回 10:00～11:30  
■ 料金2,600円 ■ 8人  森裕子先生（名古屋グランパス栄養アドバイザー）の 

元気ごはん料理教室 講師 森裕子 
 

食から家族の健康を考えたメニューを紹介し
ます。「食べ物のチカラで健康になろう ！ 大
人の元気ごはん」 

9月1日（月）11:00～13:00   
サバそぼろの散らし寿司、チーズ入りわかめの酢の物、 
エリンギのニンニク炒め、豆腐団子入りのけんちん汁 

■ 料金1,520円 ■ 20人  

                   笠原中央公民館の  



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（金） 
18：15～ 
19：45～ 

  20日（土） 10：00～ 

10日（水） 14：00～※１ 25日（木） 19：45～ 

15日（月） 18：15～ 30日（火） 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 

笠原体育館 情報 
 

              information    ☎43-６２８５  

体操の日 体操の苦手を克服する     
9/１5（月・祝） 14：00～18:00 笠原体育館第3競技場 

100円/h（1家族） 

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

9/20（土） 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） 

卓球の日 卓球で楽しく アドバイスで上達  

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

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  

展示部門  
募集内容：日本画、洋画、書、手芸、工芸などの作品 お一人一点 
 

会期 10月15日（水）～19日（日） 9:00～17:00 （最終日は15:00まで） 
搬入 10月13日（月）14:00～17:00  搬出 10月19日（日）15:00～17:00 
     10月14日（火） 9:00～17:00       10月21日（月） 9:00～12:00 
 

1日体験 ワークショップ開催 
  

文化祭参加者の中から、10月19日（日）にワークショップの開催が可能な団体
を募ります。事務所までお問い合わせください。 

ステージ部門  

募集内容：合唱、合奏、日本舞踊、ダンスなど 
 

10月19日（日） 9:30～15:00 
・反響板を利用する団体は午後の出演を予定しています。 
・出演時間は原則15分としますが、出演人数や演目の構成で調整をします。 
・リハーサルは別途ご案内します。 

笠原「深山不動の滝」コース 
距離 約6.0ｋｍ 所要時間 約120分 
スタート地点 笠原中央公民館 笠原町2081-1 

                    「河出の図説シリーズでお気に入りの一冊を！」 
河出書房新社の図付説シリーズを紹介します。日本、世界と幅広い分野の歴史と文
化を楽しめます。写真、絵、地図など充実していて、興味深い文章も盛りだくさん。 
初心者からマニアまで、あなたのお気に入りの一冊をお探しください。 

   おはなしの会 9月のテーマは「敬老」 
 

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、折り紙などの簡単な工作遊びもします。 

1日（月） 8日（月） １８日（木） ２2日（月） 29日（月） 

今月の休館日            

かいじょう ひにち じかん 

笠原地域子育て支援センター 9/16（火） 11:15～11:30 
 

図書館笠原分館 9/20（土） 15:00～15:30 

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・・・  

9月の企画展示  

15日（月）は祝日のため開館します。 

うながっポーツの日  １０/11（土）9:00～  

星ケ台競技場    
 

芝生の上でミニ運動会、5時間耐久リレーマラソンなど、 
親子で、3世代で、1日楽しめるイベントを開催します。 

笠原中央公民館  

Azalea 文化祭 参加者募集 
 

                     information    ☎43-5155  



「とり笛をつくろう」 9/6（土）11:00～12:00 

 公民館ロビー  参加無料 

笠原中央公民館 みて・さわって・かんがえる 

ほのぼのあそびパーク 情報 

 

 

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 

  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 
 

健康講座（口腔講座）  講師：歯科衛生士 

体にうれしいお口と健康のお話 
 

９/１６（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 

飲みもの  ※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 

行事開放 「笠原保育園 運動会」 
 

１０/４（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 
申込みの必要はありません 

 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   

 

がん検診のお知らせ 
 

自分自身やあなたを必要とする人のためにも、がん検診を受診して
ください。 
 

胃がんバス検診  １０/９（木）笠原体育館 
 

対象者：今年度、市の胃がん検診を受けていない40歳以上の市民 
※高齢の方、症状のある方または便秘症、よくむせる、飲み込みが悪 
  い、誤飲しやすい方は、医療機関での検診をお勧めします。 
※糖尿病、高血圧等で内服中、ペースメーカーを装置している方は、 
   かかりつけ医に要相談 
検診内容：胃のレントゲン（バリウム）検査 
自己負担：900円 
注意事項：前日夜9時以降は絶食。水分は夜中の12時以降飲めま 
         せん。 
 

乳がんバス検診  9/22（月）笠原児童館 
 

対象者：平成25年度乳がん検診を受けていない、40歳以上の市民 
       （女性） 
検診内容：乳房レントゲン（マンモグラフィー）検査と視触診 
自己負担：1,000円 
※ペースメーカーやシリコンを挿入して見える方、授乳中の方はご遠 
   慮ください。 

 多治見市保健センターからのお知らせ 

問合せ・申込み  多治見市保健センター  
TEL 2３－６１８７ 

島津亜矢コンサート２０１４ 白虹 ～貫き通す～ 
抜群の歌唱力と、繊細な表現力を兼ねる天性の歌声をお楽しみくだ
さい。 

９/２１（日） 昼 13:30開演、夜 17:30開演 

料金 全席指定 Ｓ席６，５００円（たじとも会員 Ｓ席６,０００円） 
              Ａ席５,０００円 

鈴木ちなみさんと笠原町 
 

鈴木ちなみスタイルブック 
「chinami no ME!(チナミノミー)」発売に寄せて 

笠原文化・体育施設、笠原地区の 「今」 をお伝えします 

 eport-Talk R 

8月6日 笠原町出身で多治見市の観光大使で 
もある、鈴木ちなみさんの初のスタイルブック「chinami no ME!(チナミ
ノミー)」が宝島社より発売されました。 
この写真集では、ちなみさんの希望ということで多治見市、なかでも
潮見の森公園や笠原庁舎、そして笠原中央公民館アザレアホール
といった笠原町を中心とした場所で撮影が行われ、全体の約３分の１
は多治見市でのカットが掲載されているようです。 
 

アザレアホールでの撮影に、私も少し立ち会わせていただきました。
世界各国、様々な場所を訪れ、数多くの素晴らしい光景を目の当た
りにしているちなみさん。そんな彼女が自身の大切な本の舞台の1つ
に選んだのが自分を育み、思い出のたくさん残る笠原町であったこ
とにとても嬉しくなりました。 
 

鈴木ちなみさんの故郷への思いとは…、 
 

美しい自然や建物、歴史などの背景もあると思います。それにあわ
せて、4月のかさはら陶器まつり 鈴木ちなみトークショーへ（広場いっ
ぱいに）詰めかけた笠原の人々の姿があったのではないでしょうか。
その光景は、ちなみさんにとって大切にしたくなるような素晴らし出
会いであったと思います。 
 

笠原中央公民館では、地域の方々と一緒に笠原町の未来を考えて
いく取り組みをはじめました。地域の課題に向き合うとともに、地域
の魅力を探っていきます。 
 

さあ、鈴木ちなみさんのスタイルブックを片手に、笠原の魅力を探り
ませんか？ 

ＴＡＯ ＤＲＵＭ ＲＯＣＫ 十七人のサムライ 
世界で活躍する、和太鼓を中心としたパフォーマンス集団 「ＴＡＯ」が１７
人のサムライ魂を表現します。 
 

１０/４(土) 19:00開演 

料金 全席指定 S席６，０００円（たじとも会員５，５００円） Ａ席５，０００円 

 

 

  健康づくり講座  
    

 くすりとは ～お薬を正しく飲んでもらうために～ 
 

病院で処方されるお薬は、正しく使用しなければその効果を発揮す
ることができません。急性期病院の薬剤師ならではの視点で、お薬の
使用方法や飲み合わせの注意点などお話します。 
 

岐阜県立多治見病院 薬剤部長 柏 毅彦 
 

9/25（木）15:00～16:00 笠原中央公民館  

参加無料 申込不要 

 県立多治見病院からのお知らせ 

問合せ・申込み  岐阜県立多治見病院 経営企画課 
TEL 22-5311 内線2211  FAX 25-1246  



  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 月 
神明宮お鍬様  笠原幼第2学期始業式 
元気ごはん料理教室（笠中公）11:00～                                 

【図書館休館日】           

2 火     ○         

3 水 ことぶき学級ペン習字（笠中公）９：３０～             

4 木           ②   

5 金 トレ室利用者講習会（笠体）18:15～ 19:45～   ○        

6 土 ほのぼのあそびパーク（笠中公）11:00～  かさはら探検隊（笠中公）10:00～               

7 日               

8 月   【図書館休館日】           

9 火 楽しく踊ろうフォークダンス（笠中公）10:00～   夜のお菓子教室（笠中公）19:00～    ○         

10 水 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～     ①       

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

    ①     

12 金 
国際陶磁器フェスティバル美濃'14（10/19まで）   
歌のひろば楽しくうたおう（笠中公）9:30～                                   

○        

13 土 誰でも参加できる音楽劇「我らのこうもり」（アザレアホール）17:00～             

14 日 誰でも参加できる音楽劇「我らのこうもり」（アザレアホール）14:00～             

15 月 
らくらく筋力アップ体操（笠体）13:30～  体操の日（笠体）14:00～   
トレ室利用者講習会（笠体）18:15～ 

          

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

17 水 
ことぶき学級ペン習字（笠中公）９：３０～  スイーツ＆プチランチ（笠中公）10:00～ 
スッキリ疲れがとれるヨガ（笠中公）19:00～   

          

18 木 アトリエかさはら陶芸部（笠中公）9:00～ 19:00～  【図書館休館日】     ②     

19 金 笠原中体育大会 はじめましょうフラダンス（笠中公）10:00～   ○         

20 土 
絵手紙講座（笠中公）9:30～  トレ室利用者講習会（笠体）10:00～   
おはなしの会（図笠分）15:00～  卓球の日（笠体）13:00～   

          

21 日 秋の全国交通安全運動（9/30まで）             

22 月   【図書館休館日】           

23 火               

24 水 
交通安全日  笠原小自然の家合宿（25日まで） 
手ごねパン教室大人クラス（笠中公）9:30～             

  ②       

25 木 
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～ 
トレ室利用者講習会（笠体）19:45～   

      ①   

26 金 歌のひろば楽しくうたおう（笠中公）9:30～    ○         

27 土              

28 日              

29 月   【図書館休館日】           

30 火 
交通安全日 楽しく踊ろうフォークダンス（笠中公）10:00～  
トレ室利用者講習会（笠体）18:15～   

○         


