
今回は、１１月、１２月、１月分の募集です。 

ふだんは体験できない活動をしたり、 

特別な方に教えてもらったりします。 

くわしくは、一覧表を見てね。 

参加費は、無料です。 

 

 

土曜学習「わがまち 多治見大好き講座」 第３期募集案内  
－ 土曜学習に参加して多治見博士になろう － 

                         平成２７年９月 

多治見市教育研究所 

多治見市土曜学習「わがまち 多治見大好き講座」第三期の参加者を募集します。 

今回は、１１月、１２月、１月分の募集です。１１月は、多治見の第一線で活躍してお

られる方からさまざまな仕事について学びます。１２月は、第一期で大勢の申し込みがあ

った美濃焼の講座をもう一度計画しました。１月は、議会体験です。参加を希望される方

は、下記要領にしたがってお申込みください。大勢のみなさんの申し込みを待っています。 

 

記 

 

１ 対   象  多治見市在住 小・中学生 ※ 講座により対象学年が異なります。 

２ 講座内容等  一覧表をご覧ください。 

３ 申込方法  FAXまたは電話で多治見市教育研究所までお申し込みください。 

○ ＦＡＸで申し込まれる方は、別紙土曜講座申込書（１１・１２月分申し込み書、１

月分申込書）に記入の上、送信ください。        FAX：２３ - ５９２１ 

※ 教育研究所からの連絡や当日の活動のために必要ですので必ずご記入ください。 

○ 電話で申し込まれる方は、口頭で必要事項をお知らせください。   TEL：２3 - ５９２０ 

 個人情報は、他の目的では一切使用しません。 

 応募者多数の場合は「抽選」とさせていただきます。結果は、１０月１６日頃に

学校を通じて文書でお知らせします。 

４ 申込締め切り   平成２７年１０月１３日(火)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        

  
担当課 多治見市教育研究所 

担当者 宮島 敦子 

 TEL ２３－５９２０ 

 FAX ２３－５９２１ 



平成２７年度 土曜学習 

「わがまち 多治見大好き講座」第三期募集講座 一覧    

                                                  Ｈ２７．９月 

多治見市教育研究所 
                                                                             

【講座番号６】 １１月１４日(土)   たじみふるさとしごと塾  

※ 安藤日出武先生の講演（～9： 50）と佐藤梓さんのコンサート（11：15～ ）は、保護者席も用意 

いたします。お子さんの送迎に来られましたら、是非お入りください。 

【講座番号７】 １２月１２日(土)  美濃焼博士になろうⅡ  

※ 前回は、申し込み多数のため大変大勢の方にあきらめてもらいましたので、寒い時期ですが、ほぼ 

同じ内容でもう一度行います。抽選になった場合は、６月の講座の抽選にもれた方を優先します。 

 

【講座番号８】 １月１６日(土)   多治見こども議会  

                              － 住みやすいまちを作るしくみを体験しよう － 

※ 「多治見こども議会」の講座は、申し込みと同時に質問者を募集します。 

※ この様子は、動画で広く市民の方に紹介する予定です。 

内 容 時刻・会場 対象・募集人員 持ち物等 

あなたは、将来、何になりたいと思っています

か？弁護士さん、ケーキ屋さん、歯医者さん、建

築屋さんなど、さまざまな職種の方からお話を聞

いたり、仕事を体験させてもらったりします。 

伝統を大切にしながら、新しい感覚を注ぎ込ん

だ美濃焼を追求し続けておられる陶芸家、安藤

日出武先生のお話もあります。 

最後は、多治見市出身のシンガーソングライタ

ー佐藤梓さんのミニコンサートです。 

８：５０～１２：０0 

〈受付８：３０～ 〉 

 

 

とうしん学びの丘“エール” 

 

小１～中３ 

 

１００名 

筆記用具 

 

内 容 時刻・会場 対象・募集人員 持ち物等 

美濃焼ミュージアムでは、須恵器や桃山時代

の焼き物、美濃を代表する現代陶芸作家の作品

を見て、美濃焼１３００年の流れと魅力を学び

ます。美濃焼のうつわで抹茶もいただきます。 

意匠研究所では、電気ろくろを使って作陶を

します。手がかじかむほどの冷たい土をさわる

作業になりますが大勢の人の挑戦を待ってい

ます。土を練り直す機械や焼成窯などめずらし

い焼き物づくりの道具も見せてもらいます。 

９：0０～１１：30 

〈受付８：４５〉 

美濃焼ミュージアム 

 

多治見市美濃焼ミュージアム 

多治見市陶磁器意匠研究所 

小１～中３ 

 

４０名 

筆記用具 

 

タオル 

 

汚れてもよい服装 

 

 

内 容 時刻・会場 対象・募集人員 持ち物等 

議場を見学したり、説明を聞いたりしながら

多治見市議会の仕組みを学びます。何人かの子

たちには実際に市の各部長に質問をしてもら

い、みんなで議員席に座って市からの答弁を聞

く計画です。よりよい町にするための多治見市

議会の働きを議場で体験しましょう。 

９：0０～１１：30 

〈受付８：30〉 

 

多治見市役所本庁舎 

 （多治見市議会 議場） 

小４～中３ 

 

５０名 

筆記用具 

 

 



講座６  たじみふるさとしごと塾  11/１４（土）   
あなたの夢は、何ですか？「しごと塾」に参加してなりたい自分を見つけましょう。  

１１月は、多治見ロータリークラブの方々を先生に迎え、携わっている「しごと」について

教えてもらいます。中学生の皆さんにとっては、進路選択に向けての職業観を広げるまたとな

いチャンスです。 

 

                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１時間目  ９：０５ ～ ９：５０  陶芸家 安藤日出武 先生のお話「土と共に生きる、私のやきもの修行」                                  

「わしらの仕事は完成というものがない。死ぬまで勉強やでの。」と言われるように、先生は、四百年前に作

られた美濃のやきものを基本にしながら昔の人とはちがう技法に挑戦し、何百年たってもなお光り輝き続ける

作品を追求されています。名匠 加藤唐九郎先生との出会いや土さがし、六昼夜かけての穴窯での焼成の話な

どを通して先生の生き方をお話しいただきます。おだやかな市之倉弁でのお話からは先生の温かなお人柄も感

じられ、あっという間の４５分間になるでしょう。「やってみたいな こんなしごと」シリーズ（あかね書房）で

は、土さがしから焼きまでの先生の仕事が本（ 「13  陶器作り」※ 多治見市図書館も所蔵 ）になっています。                                                                                 

 

２・３時間目  １０：００ ～ １１：０５  たじみふるさと「しごと」めぐり （お話と体験）  
仕事の内容やおもしろさ、楽しさ、やりがい、逆に苦労したことやつらかったことなど、普段は聞けな

いことをいっぱい教えてもらえますよ。仕事の一部を体験させてもらったりもします。 

いくつものコーナーの中から、２時間目に一つ、３時間目に一つ、合計二ケ所をグループで回ります。

○ 申込書に希望するコーナーの番号を第４希望まで書いてください。 

1. 日本銀行の仕事（お札の話）       12. 鉄で機械を作る仕事（鉄工所） 

2. 銀行の仕事（商業銀行） 13. ゴムひも屋さんの仕事（ゴムひも製造） 

3. ダンボール箱屋さんの仕事（ダンボール紙器製造） 14. 弁護士さんの仕事 

4. ガソリン屋さんの仕事（ガソリン・灯油などの販売） 15. 新聞屋さんの仕事（新聞販売店） 

5. ケーキ屋さんの仕事 16. 「ＮＴＴ」の仕事（電話事業） 

6. カーレースの話 17. 保険屋さんの仕事（車の保険） 

7. 歯医者さんの仕事 18. 保険屋さんの仕事（生命保険） 

8. タイル屋さんの仕事（タイル製造） 19. 建物を設計する仕事（建築デザイン） 

9. タイル屋さんの仕事（タイル販売） 20. 建物を作る仕事（建築） 

10. 陶器を窯の中で焼くときに使う道具屋さんの仕事 21. うなぎ屋さんの仕事（日本料理） 

11. 陶器屋さんの仕事（加工販売） 

 

 ４時間目  １１：１５ ～ １１：５５      「佐藤 梓 さん」ミニコンサート   
佐藤梓さん作曲の「ねこのまるけ」、「大きな空の下で」、「笑顔の花」などを主にピアノの弾

き語りで歌ってくださいます。その他、「ふるさと」や「Believe」など私たちがよく耳にする

曲も聴けます。また、曲の作り方やどのようにしてＣＤができるのかなどもお話いただきます。 

〈佐藤 梓：さとう あずさ〉                     ※ 保護者席も用意します。 
  ・多治見市出身。小さなころからエレクトーンを習い、高校在学中に声楽を学び、独学で曲を作り始

める。現在は、シンガーソングライターとして活躍。アニメ「ねこのまるけ」では、音楽を担当し

主題歌も歌っている。 

 

講座開始８：５０（受付８：３０ ～ ） 

 

講座終了・解散 （１２：００頃 ） 

 

 

※ 保護者席も用意します。 

〈 安藤 日出武：あんどう ひでたけ 〉1938年多治見市生まれ。岐阜県重要無形文化財保持者（黄瀬戸）、日本工芸会正会員 

 



講座８  多治見子ども議会      １／１６(土)  
 

多治見市議会が開かれる議場は、どんなふうになっているのか、知っていますか？ 

その議場で、どのように議会が開かれているのか知っていますか？ 

１月の土曜学習は、多治見市役所本庁舎５階にある多治見市議会議場での議会体験です。 

議場を見学したり、説明を聞いたりして、市議会の仕組みを学び、実際に議員席にも座

ります。本物の市議会議長さんの進行で何人かの子たちには質問をしてもらい、各部長さ

んたちに、その「答弁」をしてもらう計画です。市長さんの答弁も聞けますよ。 

みんなで、よりよい「まち」にするための多治見市議会の仕組みを学びましょう。中学

生の人たちにとっては、３年生社会科（公民）で学ぶことを体験する絶好の機会です。大

勢の申し込みを待っています。 

◇  質問者も募集します！ 
   質問者への申し込みも待っています。市長さんや各部の部長さんに質問をしませんか？ 

ちょっとドキドキするかもしれませんが、ぜひ挑戦してください。 

   申し込む人は、 

    ・スポーツや文化的なもよおしのこと 

・多治見市の温暖化のこと 

・キキョウバスのこと 

    ・道路や橋のこと 

    ・福祉のこと 

    ・災害のこと  

    ・健康のこと 

    ・観光のこと 

    ・産業のこと 

    ・衛生のこと 

    ・消防や救急のこと 

    ・公園のこと 

    ・環境のこと  

   など、くらしの中から聞きたいことを一つ決めて、申込書の「質問したいこと」の欄に書

いて申し込んでください。質問希望多数の場合は、抽選により決定します。質問者になっ

た人には、打ち合わせに来てもらいます。予定に入れておいてください。  

〈打ち合わせ予定日〉 １２／５（土） ９時００分～１０時３０分 

  

 

 

 

 

 

〈保護者の皆様へ〉 

多治見の将来を拓く子どもたちが、夢や目標をもち、健やかに成長できるようにと、

土曜日ならではの様々なプログラムを用意しました。この事業は、文部科学省「地域 

の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援体制等構築事業」を受けて実施します。 

〈質問の例〉 

・多治見は、日本一暑いと言われ

ています。今年も本当に暑く

て、夏休みにプールへ行くとき

に大変でした。わたしは、昔よ

りもみどりが少なくなったこ

とが暑くなった理由の一つと

思っています。多治見にもっと

緑をふやすことが大切と思い

ますが、どうですか。 

〈質問の例〉  

・多治見のまちは、道路が混

んでいます。仕事に出かけ

る人が少ない日曜日でも

渋滞して困ることがあり

ます。家族で買い物に出か

けたとき、妹が車の中で

泣いてしまいました。み

んなが便利になるよう

な道を作る計画はあり

ませんか。 


