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笠原版 

＜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。 

入場無料 
要理券 

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！ 

 

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

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 

※未就学児童入場不可 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 

 100人のプレミアムなセカイ 座席は舞台の上。100人限定の特別な時間 

 

9月19日（土）  

開場15:30 開演16:00    全席自由1,000円 

多彩な魅力で奏でる 

新しい音楽の世界へ誘う チケット販売中 



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  

 チケット：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 

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 

林家三平 三遊亭歌武蔵 

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  ほか 

ようこそ、『一度で二度おいしい』落語会へ 

落語の世界 

本名：海老名泰助＜えびな たいすけ＞ 

昭和４５年１２月１１日生まれ 

東京根岸出身 

昭和の爆笑王 初代林家三平の次男、 

祖父は七代目林家正蔵 

中央大学 国際経済学科入学、 

平成２年 林家いっ平として落語家の 

     修業に入る 

平成５年 二ッ目昇進     

平成１４年９月下席より真打昇進 

第１９回 平成１４年度 浅草芸能大賞 

     新人賞受賞  

２００９年３月下席より 二代 林家三平 襲名 

岐阜県出身 

昭和５８年３月 武蔵川部屋入門 

        （元横綱 三重ノ海） 

        ケガの為、廃業 

  ５８年９月 三代目 三遊亭圓歌師匠に入門 

  ５９年５月 前座「歌どき」となる 

  ６３年９月 二ツ目となる「歌武蔵」 

平成 ６年４月 海上自衛隊横須賀教育隊へ入隊 

     ８月 横須賀教育隊練習員課程修業 

    １１月 アフリカ・ザイール・ゴマへ 

        激励慰問  

  １０年３月 真打昇進 

受賞歴 １６年 国立演芸花形演芸会金賞 

    １６年 彩の国落語大賞対象 ほか 

長きに渡る練習の成果・・・市民のチカラ、ここに結実 

誰でも参加できる音楽会 

男声５人による懐かしい名曲の数々・・・ 

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。 

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月22日(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 

会場で出演者・お客様いっしょに唄いましょう！ 

市民による大曲への挑戦！ 
ぜひお聴きください。 

テレビ東京系「木曜8時のコンサート～名曲!にっぽんの歌～」にも出演！ 



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。 

年賀状づくり編  講師 安藤攻 

はじめてＰＣを体験する方でも安心！！ 
年賀状ソフトを使った年賀状づくり。 
表の宛名印刷から裏のデザイン 
づくりまで習得します。 

11月10日・１2月1日（火） 
9:30～11:30 
料金 1,340円  全2回 

※パソコンはご持参ください。 

 ＫＡＳＡＨＡＲＡ Hand Crafts  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！ 

笠原中央公民館 秋講座   

初心者の方でも大丈夫 

オフィスワーク（エクセル中心）編 
講師 安藤攻 

エクセルを中心に、オフィスワークに 
役立つテクニックを習得。転職や 
キャリアアップ、きちんと習いたい 
方などにおすすめ。 

１0月2日～12月4日(金) 全9回・全て金曜日 

19:00～21:00    料金 5,680円 

 ※パソコンはご持参ください。  ※6名以上から開講 
 ※受講者の習熟度により、講義内容が変更になる場合あり 

本格茶室で習う 
お抹茶のいただき方 
講師 西尾圭い子 

正しいお抹茶のいただき方を習得
し、いざという時やお出かけ先などで
も気軽にお茶会を楽しめるようにな
ります。 
 

10月19日・11月9日 
11月30日（月）  全３回 
 9:30～11:30  料金 2,160円 
              

ニットカフェ    講師 松本エミ 

～かんたんな編み物で素敵な時間を～ 

お茶を楽しみながら 
簡単なミニバッグを 
編みます。ストレス 
解消にも。 

10月27日（火）  
10:00～12:00 
料金 720円 

小さな布を折って作る                  
つまみ細工   講師 吉田淑恵 

布を正方形に切りつまんで 
折りたたみ、組み合わせることに 
よって花の形を作ります。 
ブローチなどが簡単にできますよ。 

10月22日・29日（木） 
10:00～12:00 
 料金 2,040円 

赤ちゃんは、言葉の天才！                          

ママと一緒に楽しくレッスン              
えいご de 絵本  講師 草野夢帆 

一生の中で、言葉を覚える能力が一番 
高い乳幼児期に、簡単な英語の絵本を 
使ってのレッスン！ 
おしゃべりティータイムもあります。 

11月13日・20日・27日（金）10:00～12:00 

料金 1,560円 全3回 

10月6日（火） 19:00～21:00 
・旬の魚のかば焼き丼 
・トマトとチーズのみそスープ 
・胡麻和えの素を2種 
・シンプルポテトサラダ 

料金  1,520円 

森裕子先生の 

大人のための元気ごはん料理教室  
～アルコールと上手に付き合おう～ 
 簡単！身体に優しいヘルシーレシピ 
講師 森裕子 

11月8日（日） 11:00～13:00 
・ノンフライパリパリスティック 
・2分でタコのマリネ    
・牛乳と卵だけで作るキッシュ 
・おかずになる豆腐ステーキ  ・ビタミンそうめんサラダ 

料金 1,520円 

女性限定 パーツ集中筋力トレーニング 
～筋肉は大事！何歳からでも遅くない！～  講師 深川紗千子 

 

 ＜第1弾＞  

  美尻･あげ尻･桃尻･小尻 エクササイズ 

  １0月13日(火) 19:00～21:00 料金 520円 
 

筋肉を刺激する“レジスタンストレーニング“で 
パーツ別に筋肉をトレーニングします。 
ビギナーも大丈夫、何歳からでも遅くない、 
トレーニングを伝授！ 
 

予告：10月1日より受付 
第2弾 腹筋縦割り エクササイズ  
                    11月10日（火） 
第3弾 背中美人背筋エクササイズ 
                     12月8日（火） 

 秋のパソコン講座        

笠原中央公民館には本格茶室が 
あります。 

ご存知ですか 

この素敵な茶室で過ごすひと時を 
ご提供します。 自宅にあるパソコンを活用しましょう！ 

自分で作ったオリジナルの作品に囲まれて 

 ＫＡＳＡＨＡＲＡ Cooking  Club        



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  

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。 

子どもとママのための時間 
第1～第4土曜日 11:00～12:00  

みて・さわって・かんがえる   

ほのぼのあそびパーク 分光シートの万華鏡 

だい １ どようび  9/5 

英語 DE 遊ぼう ！ 

だい 2 どようび  9/12 

※笠原地域子育て支援センターでの 
  おはなしの会は9/15(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   9/19 

おはなしの会 

かさはら探検隊による紙芝居 と ガーランドづくり 
笠原町の昔ばなしをテーマにした紙芝居とお部屋を飾るアイテム作り。 

だい 4 どようび   9/26 

草野夢帆さんによる英語に親しむ時間。 

トレーニングﾞ室利用講習会  9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。 

13：00～15:00 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  

9/19（土） 

9/28（月） 

受講料 500円 所要時間 約1時間 

   5日（土） 10:00～ 

25日（火） 
10日（木） 19:45～ 

15日（火） 14:00～ 30日（日） 18:15～ 

18:15～ 
19:45～ 

今月の休館日                   

7日（月） 14日（月） 20日（日） 28日（月） 17日(木) 21日（月・祝） 

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。 

※20・21日は笠原中央公民館 電気工事に伴う臨時休館です。 

うながっポーツの日    

10/10（土） 
9：00～15:30  星ケ台競技場 

※12:00～13:00は昼休み 

入場無料・申込不要 

「親子の絆」をテーマに親子で体験できる種目を充実！  
親子でスポーツ：グラウンド・ゴルフ、ネットネットゲーム 
              キックターゲット、ストラックアウト など 
親子体力測定会、親子工作体験、ふわふわコペンちゃん ほか。 

  
当センターは、平成28年3月31日をもって「ごみ・資源」の 

受け入れを終了します。終了後の持ち込みは、 

三の倉センターや大畑センターをご利用ください。 

問合せ  笠原クリーンセンター  TEL  44－1422  

 笠原クリーンセンターからのお知らせ 

一般展示   レッツ、もっと、きれいなママ！VOL.5 
                 「let's travel!秋ヴァージョン」 
           講演会協賛 特集 大沢在昌                         
常設展示   映画、ドラマの原作本 「2015 秋～」  
児童展示   京都奈良 修学旅行の本 
           おじいちゃん・おばあちゃんの絵本  ほか 

アザレア文化祭 参加者募集 
 

 information    ☎43-5155  

笠原中央公民館 

展示部門 募集内容 
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14日(水)～18日(日) 9:00～17:00 (最終日15:00まで) 
  搬入 10月12日(月・祝) 14:00～17:00  10月13日(火) 9:00～17:00 
  搬出  10月18日(日) 15:00～17:00     10月19日(月) 9:00～12:00  

ステージ部門 募集内容 
募集内容：合唱・合奏・ダンスなど 
  10月18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、出演者数や演目の構成によっては調整。 
 ・リハーサルは別途ご案内いたします。 

1日体験ワークショップ出展者募集 
募集内容：ジャンルを問いません。 
文化祭を一緒に盛り上げていただける方 
会 場 ：笠原中央公民館ロビー 
10月18日(日) 9:00～15:00の間  出展料無料 参加料徴収可。 

9月30日(水)まで。 



  
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) 

 

行事開放 「笠原保育園 運動会」 

   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。 

 期   間：10月3日(土) 9：00 ～12:00 

 場  所：笠原保育園 園庭 

 持ち物：動きやすい服装、靴、帽子、お茶、タオル 

 申込み不要 

    
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 
 

体 操   講師 笠原包括支援センター     

転倒予防の筋トレ。 

9/9(水)  10:00~11:30  受講料 無料 

持ち物  飲み物、上ばき(シューズ)、動きやすい服装、タオル   

 

医療講座 

閉塞性動脈硬化症と狭心症・心筋梗塞の関係 

~歩くと足のふくらはぎがだるくなる その症状、実は･･･～ 

講師：名古屋徳洲会総合病院 

9/16(水)  15:00～ 受講料 無料 申込み不要 

 

ガーデンニング教室 

色で楽しむ寄せ植え 講師 酒井まりこ(園芸福祉士) 

9/9(水) 13:00～14:00 

参加費 1,500円  ※要申込み。下記まで。 

 

いずれも会場は  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 

 滝呂北公園とハナミズキ街道コース 
       距離 約3.6ｋｍ 所要時間 約60分 

スタート地点  滝呂球場 滝呂町14丁目 

ウォーキングチャレンジ 情報 
 

           information    ☎43-6285  

胃がんバス検診 

9/30(水)  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 

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 

9/7(月)     笠原児童館  

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 

 

詩のボクシング 岐阜大会 

１８年の歴史を持つ声と言葉の格闘技！ 

岐阜に初上陸します。リングに見立てたステージで、 

２人の朗読ボクサーが自作を読み、トーナメント方式で戦います。 

観客がジャッジし、最後にチャンピオンが誕生します。 

9/12(土)  15:00 トーナメント開始 

料 金  観戦料５００円  発売中。 

 

お知らせ：平成28年4～9月(予定)、大ホールと小ホールは工事のため 

         使用できません。 

         展示室と会議室は通常どおり利用できます。 

 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 23-2600 



  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 火 笠原幼稚園第2学期始業式  神明宮お鍬様   ○         

2 水 ことぶき学級ペン習字(笠中公) 9:30～  スッキリ疲れがとれるヨガ(笠中公)19:00～               

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

4 金     ○        

5 土 多治見市発明くふう展（6日(日)まで） ほのぼのあそびパーク(図笠分)11:00~             

6 日 救急医療週間 (12日(金)まで)              

7 月   【図書館休館日】           

8 火     ○         

9 水 救急の日     ②       

10 木 
プレママサロン(笠原地域子育て支援センター)   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   

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

12 土          

13 日               

14 月   【図書館休館日】           

15 火 おはなしの会(笠原地域子育て支援センター)    ○         

16 水 
笠原中学校体育大会  ことぶき学級ペン習字(笠中公) 9:30～ 
スッキリ疲れがとれるヨガ(笠中公)19:00～       

          

17 木   【図書館休館日】       ②   

18 金     ○        

19 土 
100プレ Share The Orchestra (笠中公)16:00～  絵手紙講座 (笠中公) 9:30~  
おはなしの会 (図笠分) 11:00~  

          

20 日 臨時休館日(笠中公・笠体・図笠分) 【図書館休館日】           

21 月 臨時休館日(笠中公・笠体・図笠分) 秋の交通安全運動(30日(水)まで) 【図書館休館日】           

22 火     ○         

23 水       ①       

24 木 
交通安全日  アトリエかさはら陶芸部 (笠中公) 9:00~ 19:00~ 
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     

25 金 笠原小学校自然の家合宿（26日(土)まで） 歌のひろば楽しくうたおう(笠中公)9:30~    ○        

26 土 かさはら探検隊による紙芝居 とガーランドづくり (図笠分) 11:00~              

27 日 100プレ 音楽クラコ座(笠中公) 14:00～             

28 月   【図書館休館日】           

29 火     ○         

30 水 交通安全日  スッキリ疲れがとれるヨガ(笠中公)19:00～               

英語de遊ぼう！ (図笠分)11:00~   エリコ先生のおいしいパン教室(笠中公)9:30～     


