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笠原版 

落語の世界 
三平・歌武蔵二人会 

ベイビー・ブー 
うたごえ喫茶音楽会 

音楽クラコ座 
今様音楽旅行 

SHARE THE ORCHESTRA  

＜お知らせ＞ 
  9月20日(日)・21日(月・祝)は、電気工事のため笠原中央公民館・笠原体育館多治見市図書館笠原分館は臨時休館となります。 

■お詫びと訂正 
  あしすと7月号 笠原校区わたしの主張 
  2015受賞者につきまして、サポートスタッフ 
  中島香菜さんのお名前に誤りがありました。 
  正しくは、中島春菜さんでした。謹んでお詫 
  びするとともに訂正させていただきます。 

8/12(水) 

第1部 10:00～ 
第2部 13:30～ 2回上映 

映画 特別上映会開催！ 

入場無料 
要整理券 

チケット発売中 ラインナップ 

監督・出演俳優による舞台挨拶あり！ 

多治見市制75周年  多治見・笠原合併10周年記念事業 

かさはらいこまい祭2015  

「笠原の人々が大切にするこの場所に、人が集い、生まれる“特別な”時間」 

8/1(土) 12:00～21:00 

会場 笠原中央公民館 駐車場 



笠原中央公民館 情報  information  ☎43-５１５５  

100人のプレミアムなセカイ Vol.33 

SHARE THE ORCHESTRA  
share the soul！ｓhare the music!！  
SHARE THE ORCHESTRA in多治見! 

名古屋の実力者7人が集まるソウル、ファンクバンド。
多彩な魅力は、聞く人を飽きさせない音を紡ぎだす。 
知る人ぞ知るジャズナンバーやソウルナンバー、誰もが
知っている耳なじみの名曲を熱く楽しく演奏します！ 

 

9月19日（土）    開場15:30 開演16:00   全席自由1,000円 

100人のプレミアムなセカイ Vol.34 

音楽クラコ座  ~今様音楽旅行

東海地方で唯一の新しい音楽を中心に演奏する 
グループ「音楽クラコ座」。 
さあ、現代音楽による、世界旅行をお楽しみ下さい。 

 

9月27日（日） 開場13:30 開演14:00  全席自由1,000円 

Baｂy Boo  うたごえ喫茶音楽会 

男声5人で歌い上げる懐かしい名曲の数々。 
心地よいハーモニーが心に響きます。 
客席で思わず口ずさんでしまう"うたごえ音楽会" 
あなたにもこの特別な時間を。歌唱指導コーナーもあり。 

10月25日（日）  開場15:30 開演16:00  

 全席自由    一 般   2,000円  高校生以下 1,500円   ※未就学児童入場不可 

ベイビー  ブー 

落語の世界   三平・歌武蔵二人会 
七代目林家正蔵の孫にして、昭和の爆笑王 初代林家三平の次男である2代目林家 
三平と、CBCラジオでおなじみ三遊亭歌武蔵の二人会。１度で２度おいしい落語会へ。 

 

1０月3日（土）  開場13:30 開演14:00  
全席自由   一 般   2,000円   高校生以下 1,500円 

※未就学児童入場不可 

※未就学児童入場不可 

 100人のプレミアムなセカイ 

アザレアホール イベント   ホールでの素敵なひとときを・・・ 

林家三平 三遊亭歌武蔵 

 

演奏曲・スタンド・バイ・ミー  ・All you need is love ・What a Wonderful World 他 

N.カスティリオーニ： 
「美しいヴェレーナ」のための11の舞曲 
J.M.ギッシ：3つの俳句     ほか 

座席は舞台の上。100人限定の特別な時間 いよいよ9月にW開催！ 

10月も公演が目白押し！ 

話題の二人がやってくる！ 

映画      特別上映会開催！ 
監督・出演俳優による舞台挨拶あり！ 
黒土三男監督・石田卓也さん(文四郎・子役）・佐津川愛美さん(ふく・子役)・緒形幹太さん(犬飼兵馬役) 

入場無料 
要整理券 

 

9月19日（土）    開場15:30 開演16:00   全席自由1,000円 

 

演奏曲・スタンド・バイ・ミー  ・All you need is love ・What a Wonderful World 他 

 

8月12日（水） 
   一部 開場   9:30 開演10:00 
   二部 開場 13:00 開演13:30   2回上映 
   会場 笠原中央公民館 アザレアホール 笠原中央公民館 ほか 

にて整理券配布中 主催：多治見市・(公財)多治見市文化振興事業団   
上映時間 2時間11分   ©2005「蟬しぐれ」制作委員会 

藤沢文学の最高傑作といわれる

「蟬しぐれ」を15年という長い歳月をか
けて完全映画化。 
心を震わす比類なき感動作をここに。  

原作 藤沢周平「蟬しぐれ」(文芸春秋刊)  
監督・脚本 黒土三男  
市川染五郎 木村佳乃 今田耕司 ふかわりょう 原田美枝子 緒形拳 
石田卓也 佐津川愛美 久野雅弘 岩渕幸弘 小倉久寛 根本りつ子 渡辺えり子 
原沙知絵 大地康雄  緒形幹太 田村亮  三谷昇  柄本明  加藤武  大滝秀治 
音楽・岩代太郎(サントラ盤：コロムビアミュージックエンタテインメント) 
イメージソング「かざぐるま」一青窈(コロムビアミュージックエンタテインメント) 

演奏曲 
・高校三年生 
・明日があるさ 
・いつでも夢を 
・てんとう虫のサンバ 
・花は咲く 

多治見市制75周年 
多治見 笠原合併10周年記念事業 



9月9日(水）10:00～13:00  講師 加納鞆音・谷口玲子 

料金 1,520円   ・お月見団子 ・栗ごはん 

おばさんの知恵袋シリーズ 

 重陽の節句とお月見      

地域の風習を学ぶシリーズ。 
十五夜・十三夜はそれぞれいも名月・栗名
月と呼ばれます。それにちなんだ食べ物を
作ります。 

きっとわかるレシピの基本 

夜のお菓子教室  講師 洞谷多美江 

   王道のスイーツを、「基本レシピ」で 
     作り上げます。 
    リクエスト多数の和菓子に挑戦! 

8月18日（火） 19:00～21:０0 

料金 1,320円     ・浮島 

エリコ先生のおいしいパン教室 
  習ったその日から、しあわせパン生活。   講師：可児枝里子  

大人も親子も楽しめる手ごねで 
つくるパン教室。 
初心者でも大丈夫！  材料にもこだわっています。 

 ＫＡＳＡＨＡＲＡ Cooking Club        

洞谷式おいしい時短レシピ 

すぐに作りたくなるおウチごはん   講師 洞谷多美江 

ちょっとのアイデアで、楽ちんなのに、いつもの食卓が見違える！ 

9月12日（土） 
9:30～13:00  
・しそ明太子パン 
・黒糖コーヒーゼリー 

各回申込み  料金 各1,850円 
※親子での参加可 小学生以下の子ども2名まで。 

  親子1組で1人前の材料となります。 

9月8日（火）19:00～21:00 
・鶏みそ 
・焼売 
・大根めかぶサラダ 
・和風ミネストローネ                  

多治見市制75周年  多治見・笠原合併10周年記念事業 

かさはらいこまい祭2015  
「笠原の人々が大切にするこの場所に、人が集い、生まれる“特別な”時間」 

8/1(土)   

加藤拓三 和太鼓の夕べ『感 謝』 
世界的に有名な加藤拓三による太鼓演奏 
心を打つ太鼓の音をぜひお聴き逃しなく！ 

17:30頃～ 

グレート家康公 
    「葵」武将隊  
来年、市制100周年を 
迎える岡崎市から 
武将隊見参！ 

フィナーレ 20:30~ 

19:00～19:30 

ゆかたで踊ろう！盆踊り ！郡上踊りスペシャル 
今年の盆踊りは一味違う。 
郡上踊り八幡おはやしクラブがやってくる！ 

キミの描いた絵が泳ぐ！！ 

巨大水族館 13:00～17:00 
 
自分の描いた水の
中の生き物を 
ホールの大きな 
水槽スクリーンで 
泳がせよう！  

＜屋内イベント＞ 
〇キミに解けるか！ なぞときチャレンジ 13:00~17:00 

   謎の数々を華麗に解き明かせ！ 要パークチケット 

〇こころに 未来に残したい 笠原の風景人気投票 

〇体験ブース 12:00~ 
  ・モザイクタイルPR隊 (モザイクタイル) 

  ・移動児童館 (オリジナルうちわ・プラバン) 

〇昭和レトロコーナー 17:00~20:30 

  なつかしい風景の中で駄菓子やカップラーメン 

〇ほのぼのあそびパーク ①12:00 ②13:00 

  お菓子の家づくり 要整理券11:00から配布 

〇おばけやしき  11:00~13:00  14:00~16:00 

   キミはこの恐怖に耐えられるか？ 

会場  笠原中央公民館駐車場 

12:00~21:00 
入場無料  ※一部イベントは有料 

＜屋外イベント＞ 
〇水鉄砲で遊ぼう！  ウォーターフェスティバル 
  水鉄砲でバトルだ！  ①12:45 ②14:30 ③15:15 

〇かき氷の早食いバトル 13:00~ 
   参加料 100円  エントリー受付中 30名限定 

〇いこまい大抽選会   18:30~ 

  いこまいまつりのおたのしみといえばコレ！  

・笠子連かき氷 
・笠原男(油揚げ焼き・かき氷） 
・羽竹会(ビール・お菓子つかみ取り） 
・だんご屋（みたらし団子） 
・ポップコーンの店 
・フロート屋さん 
・市民会議（風船ヨーヨー釣り） 
・おいしい笠原フルーツミックス 
・英語で注文するジュース屋さん 
・笠原町商工会青年部(ビール・光おもちゃ） 
・おもちゃの長谷川(おもちゃパズル） 
・幼稚園育友会たません屋 
・サラリーマンシェフによる屋台（カレー・から揚げ） 
・かさはらを元気に！屋台 
 (焼きそば・五平餅・ねぎま など） 

・Ｄ－ＴＲＵＥ ＤＡＮＣＥ ＳＣＨＯＯL (キッズダンス） 
・笠原児童館 （どれみクラブ＆一輪車クラブ） 
・ＦＤＣ ｓｍｉｌｅ(フォークダンス） 
・飛燕ー多治見 （よさこい鳴子踊り） 
・中河唯 (音楽） 
・ティーアート(フォークギター） 
・ザ・スターズ （体操） 
・ISAMI＆加藤拓三スペシャルステージ 

・バブルサッカー 
・スラックライン体験 
・サイバーホイール  
・フワフワトランポリン 
・スリッパ卓球 ほか 

プロのヘアメイクさんがかわいく 
ヘアアレンジをしてくれます。 
対象：ゆかたを着た小学生以下 
     女子限定：20名   11:00~ 整理券配布 

B級スポーツぱーく 13:00～18:00 

ゆかた女子限定！ 

かわいさアップ ヘアアレンジ 

１４:45～15:15 

Kajii (カジー) 
『ポケモンゲットTV』など 
テレビ出演多数！！ 
茶碗や湯飲みなどを使った 
オリジナル楽器「食琴」を 
メインに日用品で音楽を 
奏でる！ 

笠原中央公民館 夏講座   



ママのための図書タイム 
毎週土曜日10:00～12:00 

図書館笠原分館 情報 
 

           information    ☎43-5155  

赤ちゃんから大人、おじいちゃん、おばあちゃん…みんな集まれ ！             
図書館笠原分館がアツい 面白い ！  
園児や未就園児、親子で楽しめるイベントを毎週開催します 

子どもとママのための時間 第1～第4土曜日 11:00～12:00  

かさはらいこまい祭に合わせて実施。要整理券 
①12:00～  ②13:00～  整理券配布11:00から。 

みて・さわって・かんがえる   

ほのぼのあそびパーク お菓子の家づくり 

だい １ どようび  8/1 

英語で遊ぼう ！ 

だい 2 どようび  7/11 

※笠原地域子育て支援センターでの 
  おはなしの会は8/18(火) 11：15～11:30 

かっぱの会のメンバーが素敵な絵本を紹介。 

だい 3 どようび  8/15 

おはなしの会 

読み聞かせ と かんたんエコうちわづくり 
古いうちわを活用して夏にすずしげなうちわをつくります。 

だい 4 どようび  8/22 

英語でのよみきかせなどを行います。 

トレーニングﾞ室利用講習会  8月 
 

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。 

体操の日 体操の苦手を克服する     
              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。 

13：00～17:00 笠原体育館第3競技場  
ひとり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。 

笠原体育館 情報 
 

        information    ☎43-６２８５  

8/22（土） 

8/24（月） 

受講料 500円 所要時間 約1時間 

   5日（水） 
18：15～ 
19：45～ 

20日（木） 19:45～ 

10日（月） 14:00～ 25日（火） 18:15～ 

15日（土） 18:15～ 30日（日） 10:00～ 

今月の休館日                   

3日（月） 10日（月） 20日（木） 27日（月） 17日(月) 

お知らせ 

この時間は、お母さんがお子さんと会話しながら本を選んだり、
楽しく読んでいただくことができる時間です。 

誰でも参加できる音楽会 最新情報 
 
7月11日(土)・12日(日)の2日間で第一部『我らのレコ大』の 
曲間の劇のキャストに関するオーディションを実施。 
みなさんの個性が光る瞬間を 
目の当たりにしました！ 
どんな舞台ができあがるのか・・・ 
おたのしみです！ 
 
 

第一部 我らのレコ大 
歴代のレコード大賞を軸として音楽のタイムスリップ！ 
会場で一緒に唄えば『あの頃』の自分に出会えるかもしれません。 
なつかしさあり！笑いあり！とおたのしみのステージです。 
 

第二部 清水脩作曲 合唱組曲『山に祈る』 
応募により集まった市民が大曲に挑戦！ 
ココロを震わせる！涙あり！の感動のステージです。 
 

11/22(日) 13:30開場 14:00開演  
会場：笠原中央公民館アザレアホール 
チケット：全席自由 1,000円     9月6日(日)より発売開始 

笠原中央公民館 滝呂地区アウトリーチ事業 

映画館のないまちで楽しむ映画会 

 

8/21(金)  開場18:30  開演19:00 

              会場  滝呂小学校体育館 
主 催： 笠原中央公民館 
       滝呂校区青少年まちづくり市民会議 
お問い合わせ： 
       多治見市笠原中央公民館  Tel 43-5155 

夏のおたのしみの映画会！ 

滝呂小学校へ行こう！ 

 

上映作品：カンフーパンダ２ 

 

おたのしみに！！ 
お誘いあわせの上、 
ぜひご来場ください。 

 



 行水コーナー 

 期   間：8月31日(月)までの平日 10：00～10:45 

 ※当日の天気や気温により開催を決定。電話等でご確認ください。 

 場  所：きらきらルーム 西側テラス 

 持ち物：オムツがはずれている子･･･水着 

        オムツがはずれていない子・・・水遊び用紙オムツ 

        帽子・タオル・お茶  

 申込み不要 

    

プレママサロン ~手作りおもちゃ~ 
  生まれてくる赤ちゃんへのプレゼントに、簡単なおもちゃを製作しま 
  す。支援センターの見学もできます。 

 9/10（木） 10：00～11：00 

 場  所：きらきらルーム   持ち物：とくになし 

 対  象：妊婦さん 10名(上の子の託児あり) 

 申込み：1ヶ月前より受付(市内)  ２週間前より受付(地域不問) 

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 

生きがい健康塾サロン受講生募集 
 

栄養講座     講師 管理栄養士     

体にうれしい栄養と運動の話。 終了後、健康相談を無料で実施。 

8/12(水)  10:00~11:30  受講料 無料 

持ち物  飲み物   

 

フォークダンス教室参加者募集 講師 生田隆 

昔を思い出して、フォークダンスをはじめてみませんか。 

みんなで輪になって楽しく踊りましょう。 

8/19(水)~3/16(水) 毎月第3木曜日 全8回 13:30~15:30 

受講料 2,800円   持ち物 飲み物・動きやすい服装・シューズ 

要申込 

 

公開医療講座 

『よく学び、よく遊べ』は本当か？ ~運動と脳の大切な関係～ 

   運動と心肺や筋機能との関係ほどには認識されていないように思 

   われる運動と脳機能の関連性についてお話しします。 

8/21(金) 14:00～ 入場無料 申込不要 

問合せ  名古屋徳洲会総合病院医療連携室  TEL 0568-51-8711 

 

会場はいずれも かさはら福祉センター 

 
 笠原地域福祉協議会からのお知らせ 

申込み  笠原地域福祉協議会  TEL 43-6822 

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 

滝呂観音堂と運動公園巡りコース 
              距離 約5.2ｋｍ 所要時間 約105分 

スタート地点  滝呂保育園 滝呂町8丁目１番地2 

ウォーキングチャレンジ 情報 
 

           information    ☎43-6285  

胃がんバス検診 

8/9(日)  笠原児童館  ※乳がん検診同時受診者用 

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 

自己負担 ９００円    検診内容 胃のレントゲン(バリウム)検査 

注意事項 前日夜9時以降絶食 水分は夜中の１２時以降は飲めません 

乳がんバス検診 

8/9(日)  笠原児童館  ※胃がん検診同時受診可 

対象者 

  平成26年度乳がん検診を受けていない、40歳以上の市民(女性) 

自己負担 1,000円  

検診内容 乳房レントゲン(マンモグラフィ)検査と視触診 

注意事項 ペースメーカーやシリコンを挿入してみえる方、授乳中の方    

         はご遠慮ください。 

※いずれも予約時間はお申し込み時にお知らせします。 

  多治見市保健センターからのお知らせ 

お問合せ  多治見市保健センター  TEL 23-5960 

 

レニングラード国立舞台サーカス 

ロシアサーカスのスターが勢ぞろい。 

８月８日 １回目 開演１２時３０分 ２回目 開演１５：００ 

料金 全席指定 ３，０００円  場所 大ホール 

※３歳以上有料。３歳未満児は大人１人につき1人着席鑑賞 

  可。発売中。 

 

子どもアートひろば も同日開催！ 

 バロー文化ホールからのお知らせ 

お問合せ  バロー文化ホール  TEL 23-5300 



  かさはら カレンダー    2015. 

｢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｢2015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 かさはらいこまい祭                                                                          

2 日 
みんなでてりゃあ夏祭り・多治見市制記念花火大会 

            

3 月 筋力アップ体操 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~  アトリエかさはら陶芸部ビギナー (笠中公) 9:30~ 

スッキリ疲れがとれるヨガ(笠中公)19:00~     
          

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

7 金     ○         

8 土 平園区ふれあい夏祭り             

9 日           

10 月   【図書館休館日】           

11 火     ○         

12 水 映画蟬しぐれ特別上映会(笠中公) 10:00～ 13:30～     ②       

13 木           ① ① 

14 金 富士区夏祭り   ○         

15 土 
音羽区夏祭り  夏祭り・上原区納涼大盆踊り大会  向島区区民納涼盆踊り大会  
おはなしの会 (図笠分) 11:00~    

          

16 日 神戸区夏まつり             

17 月 栄区観音様盆踊り  らくらく筋力アップ体操 13:30～ 【図書館休館日】           

18 火 おはなしの会 (子育て支援センター) 11:15~     ○         

19 水 
アトリエかさはら陶芸部ビギナー (笠中公) 9:30~ 
スッキリ疲れがとれるヨガ(笠中公)19:00~    

          

20 木 
笠原保育園保育参観・プール参観（２1日まで） 
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~  

【図書館休館日】       ② ② 

21 金     ○         

22 土 教育フォーラム2014  絵手紙講座 (笠中公) 9:30~              

23 日 笠原幼稚園愛園作業             

24 月  【図書館休館日】           

25 火     ○         

26 水       ①       

27 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~        ①     

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

29 土               

30 日               

31 月 笠原保育園プール納め 【図書館休館日】           

笠原小学校愛校作業  笠原中学校愛校作業  釜区夏祭り   


