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岐阜県 池田町 ① 池田町文化祭
各種生涯学習活動成果の発表、町内小中学生作品の発表等を
行います。

11月3, 4日 池田町中央公民館 池田町文化連盟 無料
池田町中央公民館
0585-45-7110

岐阜県 池田町 ① 池田っ子まつり
各種少年団活動への理解と参加促進を図るため、各団体に関
わるイベント等体験を行います。

11月10日 池田町総合体育館
池田町少年団体活動連絡協
議会

無料
池田町教育委員会社
会教育課
0585-45-3111

岐阜県 大垣市 ① 金融経済講演会 暮らしに身近なお金や金融等をテーマとした講演会の開催 11月10日 大垣フォーラムホテル
岐阜県、
岐阜県金融広報委員会

無料
岐阜県環境生活部環
境生活政策課
058-272-8204

岐阜県 大垣市 ③
守屋多々志美術館無
料開放

守屋多々志美術館を無料で観覧できます。 11月1～4日 守屋多々志美術館 大垣市 無料
http://www.city.ogaki.
lg.jp/0000002019.html

岐阜県 大垣市 ③
スイトピアセンター（コス
モドーム）無料開放

スイトピアセンター（コスモドーム）でプラネタリウムを無料で観
覧できます。

11月1～4日
スイトピアセンター（コス
モドーム）

大垣市 無料
http://www.city.ogaki.
lg.jp/0000000637.html

岐阜県 大垣市 ③ 大垣城無料開放 大垣城を無料で観覧できます。 11月1～4日 大垣城 大垣市 無料
http://www.city.ogaki.
lg.jp/0000000577.html

岐阜県 大垣市 ③
歴史民俗資料館無料
開放

歴史民俗資料館を無料で観覧できます。 11月1～4日 歴史民俗資料館 大垣市 無料
http://www.city.ogaki.
lg.jp/0000000686.html

岐阜県 大垣市 ③ 郷土館無料開放 郷土館を無料で観覧できます。 11月1～4日 郷土館 大垣市 無料
http://www.city.ogaki.
lg.jp/0000000590.html

岐阜県 大垣市 ③
金生山化石館無料開
放

金生山化石館を無料で観覧できます。 11月1～4日 金生山化石館 大垣市 無料
http://www.city.ogaki.
lg.jp/0000000664.html

岐阜県 大垣市 ③
上石津郷土資料館無
料開放

上石津郷土資料館を無料で観覧できます。 11月1～4日 上石津郷土資料館 大垣市 無料
http://www.city.ogaki.
lg.jp/0000000714.html

岐阜県 大垣市 ③
墨俣一夜城（墨俣歴史
資料館）無料開放

墨俣一夜城を無料で観覧できます。 11月1～4日
墨俣一夜城（墨俣歴史
資料館）

大垣市 無料
http://www.city.ogaki.
lg.jp/0000000723.html

岐阜県 大垣市 ③
奥の細道むすびの地記
念館（芭蕉館・先賢館）
無料開放

奥の細道むすびの地記念館の芭蕉館・先賢館を無料で観覧で
きます。

11月1～4日
奥の細道むすびの地記
念館（芭蕉館・先賢館）

大垣市 無料
http://www.city.ogaki.
lg.jp/0000012751.html

岐阜県 大垣市 ③
第４７回企画展
「若き日の夢－守屋の
修行時代－」

テーマに関する収蔵品などをもとに企画展を開催します。
10月26日～12月

24日
守屋多々志美術館 大垣市

http://www.city.ogaki.
lg.jp/0000002019.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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岐阜県 大垣市 ③
開館３２周年企画展「国
分寺跡の諸様相」

テーマに関する収蔵品などをもとに企画展を開催します。
10月12日～11月

16日
歴史民俗資料館 文化事業団

http://www.city.ogaki.
lg.jp/0000000686.html

岐阜県 大垣市 ③
所蔵品展「戸田良直・
道子夫妻の日本画展」

テーマに関する収蔵品などをもとに企画展を開催します。
10月20日～12月

16日
郷土館

文化事業団（大垣市指定管
理事業）

http://www.city.ogaki.
lg.jp/0000000590.html

岐阜県 大垣市 ③
後期企画展
「岐阜の化石～新生代
編」

テーマに関する収蔵品などをもとに企画展を開催します。
10月13日～1月31

日
金生山化石館

文化事業団（大垣市指定管
理事業）

http://www.city.ogaki.
lg.jp/0000000664.html

岐阜県 大垣市 ③
企画展「昔の食事に使
われた道具類」

テーマに関する収蔵品などをもとに企画展を開催します。
8月8日～11月12

日
上石津郷土資料館 大垣市

http://www.city.ogaki.
lg.jp/0000000714.html

岐阜県 大垣市 ③
企画展「描いた芭蕉・描
かれた芭蕉」

テーマに関する資料などをもとに企画展を開催します。
9月22日～11月25

日
奥の細道むすびの地記
念館（芭蕉館・先賢館）

大垣市
http://www.city.ogaki.
lg.jp/0000012751.html

岐阜県 大垣市 ①③
芭蕉蛤塚忌全国俳句
大会

芭蕉蛤塚忌・当日投句・全国俳句大会（講演会）を開催します。 10月21日
奥の細道むすびの地記
念館・総合福祉会館

大垣市 無料
0584－81－4111(内
線784)

岐阜県 大垣市 ①③ 名誉館長記念講演会
奥の細道むすびの地記念館名誉館長の黛まどか氏による奥の
細道むすびの地をテーマにした講演会を開催します。

11月10日
奥の細道むすびの地記
念館

大垣市 無料
0584－81－4111(内
線788)

事前に配布する整理
券が必要

岐阜県 大垣市 ①③ 企画展関連講座
企画展の開催に並行して、企画展のテーマに関連した講座を開
催します。

10月28日
奥の細道むすびの地記
念館

大垣市 無料
0584－81－4111(内
線788)

事前の申込みが必要

岐阜県 大野町 ③ 第14回揖斐郡合唱祭 岐阜県揖斐郡内のコーラス団体による合唱発表会を行います。 11月3日
大野町総合町民セン
ターふれあいホール

大野町、大野町教育委員
会、大野町音楽協会、大野
町総合町民センター管理運
営共同体

無料
大野町総合町民セン
ター
0585-32-1111

岐阜県 各務原市 ①
学びの森フェスティバ
ル

広大な芝生広場（学びの森）を中心に大学キャンパスも利用し
て、秋の一日を賑やかに地域密着、市民参加のイベントを開催

11月3日
中部学院大学各務原
キャンパス及び周辺地
域

中部学院大学 無料
http://www.chubu-
gu.ac.jp/

岐阜県 各務原市 ① 学びの森ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 広大な芝生広場（学びの森）を中心に大学キャンパスも使用して 11月3日
中部学院大学各務原
キャンパス及び周辺地
域

中部学院大学
http://www.chubu-
gu.ac.jp/

岐阜県 各務原市 ① 中部手話ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ
聴者と聴覚障がい者の共生が実現できる社会を目指し、手話
の普及と聴覚障がい者福祉の推進を図ることを目的としていま
す。

11月17日
中部学院大学各務原
キャンパス

中部学院大学 無料
http://www.chubu-
gu.ac.jp/

岐阜県 各務原市 ① 中部手話ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ
聴者と聴覚障がい者の共生が実現できる社会を目指し、手話
の普及と聴覚障がい者福祉の推進を図ることを目的としていま
す。

11月17日
中部学院大学各務原
キャンパス

中部学院大学短期大学部 無料
http://www.chubu-
gu.ac.jp/

岐阜県 各務原市 ①
平成24年度東海学院
大学　秋の公開講座

主題「大学から伝えたいメッセージ　未来社会を切り拓く～豊か
な“感性・情緒”＆“教養”を求めて～」
第1回「モーツアルトを聴くと心が豊かになる」講師：川口豊（東
海学院大学教授）

10月17日
東海学院大学・東海学
院大学短期大学部附属
図書館大セミナー室

東海学院大学 無料
http://www.tokaigakui
n-u.ac.jp/index.html

定員100名
無料託児有（要事前

申込）

岐阜県 各務原市 ①
平成24年度東海学院
大学　秋の公開講座

主題「大学から伝えたいメッセージ　未来社会を切り拓く～豊か
な“感性・情緒”＆“教養”を求めて～」
第2回「郷土のシーズを科学で発掘“米こっこ・柿こっこ”開発の
うらばなし」講師：山澤和子（東海学院大学教授）

10月24日
東海学院大学・東海学
院大学短期大学部附属
図書館大セミナー室

東海学院大学 無料
http://www.tokaigakui
n-u.ac.jp/index.html

定員100名
無料託児有（要事前

申込）

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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岐阜県 各務原市 ①
平成24年度東海学院
大学　秋の公開講座

主題「大学から伝えたいメッセージ　未来社会を切り拓く～豊か
な“感性・情緒”＆“教養”を求めて～」
第3回「それでも、デジタル社会を生きていく」講師：山田隆（東
海学院大学教授）

11月14日
東海学院大学・東海学
院大学短期大学部附属
図書館大セミナー室

東海学院大学 無料
http://www.tokaigakui
n-u.ac.jp/index.html

定員100名
無料託児有（要事前

申込）

岐阜県 各務原市 ①
平成24年度東海学院
大学　秋の公開講座

主題「大学から伝えたいメッセージ　未来社会を切り拓く～豊か
な“感性・情緒”＆“教養”を求めて～」
第4回「維新変革－内憂・外患－と現代」講師：松田之利（東海
学院大学学長）

11月21日
東海学院大学・東海学
院大学短期大学部附属
図書館大セミナー室

東海学院大学 無料
http://www.tokaigakui
n-u.ac.jp/index.html

定員100名
無料託児有（要事前

申込）

岐阜県 笠松町 ③ 第４２回笠松町美術展
笠松町在住者及び町内に勤務、在学（中学生以上）する者によ
る作品の美術展

11月3～5日
笠松中央公民館・町民
体育館

町美術展実行委員会 無料
http://www.town.kasa
matsu.gifu.jp/kyouiku
/kb079.htm

岐阜県 笠松町 ① 笠松町社会福祉大会 記念講演、サロン実践発表会等 11月4日 笠松中央公民館 笠松町社会福祉協議会 無料
http://www.alles.or.jp
/~kasafuku/2-1-0-
1what.html

岐阜 可児市 ④
第１７回岐阜県文楽・能
大会なかつ川２０１２

岐阜県の文楽（人形浄瑠璃）と能を広く県民に公開し、地歌舞
伎の魅力を発信するとともに保存団体の交流・連携を促進し、
保存伝承の機運を醸成する。

11月3日
中津川市重要文化財
常磐座

第１７回岐阜県文楽・能大会
なかつ川２０１２実行委員会

無料
http://www.city.nakat
sugawa.gifu.jp/news/
021814.php

岐阜県 可児市 ① 手づくり絵本作品展 手づくり絵本の作品展示及び表彰式 11月3～11日
可児市広見公民館ゆと
のピア

可児市 無料
http://www.city.kani.l
g.jp

11日に絵本大賞表彰
式

岐阜県 可児市 ① 広見公民館まつり 地区の公民館まつり 10月27, 28日
可児市広見公民館ゆと
のピア

広見公民館まつり実行委員
会

無料
http://www.city.kani.l
g.jp

27日は展示のみ

岐阜県 可児市 ① 桜ケ丘秋まつり 地区の公民館まつり 11月3, 4日 可児市桜ケ丘公民館
桜ケ丘ハイツ秋まつり実行
委員会

無料
http://www.city.kani.l
g.jp

3日は展示のみ

岐阜県 可児市 ① 川合公民館まつり 地区の公民館まつり 11月3, 4日 可児市川合公民館
川合公民館まつり実行委員
会

無料
http://www.city.kani.l
g.jp

3日は展示のみ

岐阜県 可児市 ① 兼山公民館まつり 地区の公民館まつり 10月28日 可児市兼山公民館
兼山公民館まつり実行委員
会

無料
http://www.city.kani.l
g.jp

岐阜県 可児市 ① 中恵土公民館まつり 地区の公民館まつり 11月4日 可児市中恵土公民館
中恵土公民館まつり実行委
員会

無料
http://www.city.kani.l
g.jp

岐阜県 可児市 ① 土田公民館まつり 地区の公民館まつり 11月4日 可児市土田公民館
土田公民館まつり実行委員
会

無料
http://www.city.kani.l
g.jp

岐阜県 可児市 ① 姫治公民館まつり 地区の公民館まつり 11月4日 可児市姫治公民館
姫治公民館まつり実行委員
会

無料
http://www.city.kani.l
g.jp

岐阜県 可児市 ① 平牧公民館まつり 地区の公民館まつり 11月4日 可児市平牧公民館
平牧公民館まつり実行委員
会

無料
http://www.city.kani.l
g.jp

岐阜県 可児市 ③ 可児市美術展
豊かな人間性を育て、芸術・文化のかおり高いまちづくりを進め
るため、市内外から広く作品を募集し、一般公開します。

11月7～11日
可児市文化創造セン
ター

可児市 0574-60-3311

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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岐阜県 北方町 ② 少年の主張大会
小学生及び中学生たちがそれぞれのテーマについて主張を発
表します。その他、標語やポスターの表彰を行います。

11月17日
北方町生涯学習セン
ター

北方町青少年育成町民会議 無料 058(320)2200

岐阜県 北方町 ③
子ども壁新聞コンクー
ル

子ども会の活動を壁新聞にして掲示をします。各単位子ども会
の活動を紹介しています。

11月3, 4日
北方町生涯学習セン
ター

子ども会育成協議会 無料 058(320)2200

岐阜県 北方町 ② フリー参観・芸術鑑賞
保護者の方々に学校での生活や学習の様子を参観していただ
いています。また、芸術鑑賞では今年は音楽鑑賞を行います。

11月12日 北方小学校 北方小学校 無料 058(324)4121
芸術鑑賞の料金につ
いては問い合わせが
必要

岐阜県 北方町 ② 参観日
保護者の方々に学校での生活や学習の様子を参観していただ
いています。

11月2日 北方西小学校 北方西小学校 無料 058(323)2600

岐阜県 北方町 ② 心の教育鑑賞会
保護者と共に人権について映画「新ちゃんが泣いた」を通して考
えます。

11月2日 北方南小学校 北方南小学校 無料 058(320)0088

岐阜県 北方町 ③ 文化祭
文化祭は、芸術文化の祭典として、町内サークルや諸団体など
が活動の成果を発表します。その他作品などの展示も行いま
す。

11月3, 4日 生涯学習センター 北方町 無料 058(320)2200

岐阜県 北方町 ③
川畠成道ヴァイオリンリ
サイタル

北方町きらりホールで行う主催事業です。幼少期に負った視覚
障がいを乗り越え、今や日本を代表するヴァイオリニストとして
注目されていいます。川畠さんの優しくささやきかけるような音
色をお楽しみください。

11月18日 きらりホール 北方町生涯学習センター 058(320)2200

岐阜 岐阜市 ③
岐阜～ふるさとを学ぶ
日
（無料観覧日）

所蔵品展示室および企画展示室を無料でご覧いただけます。
また、岐阜県美術館会館３０周年記念として、当館学芸員が
ギャラリートークを行います。さらに、子どもたちを対象とした楽
しい造形活動やクイズを行います。

11月3日 岐阜県美術館 岐阜県美術館 無料 c27213@pref.gifu.lg.jp

岐阜 岐阜市 ③ 公開制作
「岐阜県美術館の歴史　３０年の歩み展」関連企画として、版画
家　船坂芳助氏を迎え、公開制作「版画デモストレーション」を
行います。

11月4日 岐阜県美術館 岐阜県美術館 c27214@pref.gifu.lg.jp

岐阜県 岐阜市 ①
第43回岐阜市公民館
研修大会

表彰式・大会宣言・記念講演 10月22日 岐阜市民会館 岐阜市公民館連絡協議会 無料
068-265-4141（内線
6352）

岐阜県 岐阜市 ①
第22回岐阜市視聴覚
教育連絡協議会大会

コンクールの表彰・作品鑑賞 11月11日
岐阜市北部コミュニティ
センター

岐阜市視聴覚教育連絡協議
会

無料
068-265-4141（内線
6351）

岐阜県 岐阜市 ①
岐阜市女性の会連絡
協議会講演会

鳳ハマ子氏の講演「あなたもわたしもイキイキ人生」 11月9日 岐阜市文化センター 岐阜市女性の会連絡協議会 無料
068-265-4141（内線
6351）

岐阜県 岐阜市 ① 第45回実践発表会 PTA活動の発表 11月22日 国際会議場 岐阜市PTA連合会 無料
068-265-4141（内線
6351）

岐阜県 岐阜市 ①
岐阜県統計グラフコン
クール入賞作品展示会

統計グラフコンクールにおいて知事賞、岐阜新聞・岐阜放送
賞、入選に選ばれた作品の展示

11月13～25日（予
定）

岐阜県図書館楽書交流
サロン

岐阜県 無料

http://www.pref.gifu.l
g.jp/kensei-
unei/tokeijoho/gurafu
-konkuru/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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岐阜県 岐阜市 ② 学校公開日
地域住民及び保護者を対象に、学校の教育内容の説明と授業
の公開をします。

11月2日
岐阜聖徳学園大学附属
小学校

岐阜聖徳学園大学附属小学
校

無料

http://www.shotoku.a
c.jp/el/
058-279-0805
附属小学校事務室

岐阜県 岐阜市 ①
岐阜薬科大学
市民公開講座

薬科大学である本学の特性を生かし、地域への貢献として「健
康」をテーマに昭和59年度より公開講座を開講している。

9月29日,
10月6, 13, 20, 27

日
岐阜薬科大学 岐阜薬科大学

http://www.gifu-
pu.ac.jp/access/index
.html

岐阜県 岐阜市 ①
岐阜大学公開講座【工
学の 前線２０１２】日
常の数理

岐阜大学工学部で開講する講義等を広く一般に開放するもの
で、「工学の 前線」という主題を基に様々なテーマを取り上
げ、 新の工学分野の技術紹介や身近な問題を工学的な観点
から解析・分析し、分かり易く解説する。

11月17日 岐阜大学 岐阜大学 無料
http://www.gifu-
u.ac.jp/eng/view.rbz?
cd=200

岐阜県 岐阜市 ①
岐阜大学公開講座【工
学の 前線２０１２】工
学における数学の役割

岐阜大学工学部で開講する講義等を広く一般に開放するもの
で、「工学の 前線」という主題を基に様々なテーマを取り上
げ、 新の工学分野の技術紹介や身近な問題を工学的な観点
から解析・分析し、分かり易く解説する。

11月17日 岐阜大学 岐阜大学 無料
http://www.gifu-
u.ac.jp/eng/view.rbz?
cd=200

岐阜県 岐阜市 ①

岐阜大学公開講座【工
学の 前線２０１２】身
近な素材も化学の目線
で見ると・・・ー飛騨の
赤かぶ、岐阜のいち
ご、卵、お茶ー

岐阜大学工学部で開講する講義等を広く一般に開放するもの
で、「工学の 前線」という主題を基に様々なテーマを取り上
げ、 新の工学分野の技術紹介や身近な問題を工学的な観点
から解析・分析し、分かり易く解説する。

11月17日 岐阜大学 岐阜大学 無料
http://www.gifu-
u.ac.jp/eng/view.rbz?
cd=200

岐阜県 岐阜市 ③ 岐大祭

クラス、学科、ゼミ、サークル等の正課研究、学術文化活動及
び課外活動の祭典として、それぞれの年間を通した取組の成果
を学内外に発表し、地域社会と共に考え、より発展させる機会
をつくる場、学生が自主的に参加し、創り、盛り上げていく、岐
大生一人ひとりが団結を強め、それ以降の活動の原動力とする
場として実施する。

11月1～4日 岐阜大学 岐阜大学 無料 http://gidaisai.jp/

岐阜県 岐阜市 ①
第46回 医学教育セミ
ナーとワークショップ

新しい医学教育の開発と普及を目的とした”医学教育セミナー
とワークショップ”を開催します。

10月27, 28日 岐阜大学医学部
岐阜大学医学教育開発研究
センター（MEDC）

http://www1.gifu-
u.ac.jp/~medc/semina
rworkshop/index.html

事前申込要

岐阜県 岐阜市 ②,④
中学生のための体験科
学講座「ミクロの世界を
冒険する」

「身の回りにあるものの表面を拡大する」「遺伝子をみる」「目に
見えない生物（微生物）をみる」の３講座に分かれ、体験型の実
験を行います。

10月20日
岐阜大学
応用生物科学部2階 第
１会議室

岐阜大学 無料

http://www1.gifu-
u.ac.jp/~abios/jpn/inf
ormation/featurearticl
es/news/2012102001
.html

岐阜県 岐阜市 ①,④
公開講座「親子天文教
室」

前半は口径4cmの簡単な天体望遠鏡（倍率35倍）を自分たちで
組み立てます。そのあと，惑星や人工衛星なとについてのいろ
いろなお話を，わかりやすく，簡単に行います。
後半では作った望遠鏡を使って，天体を観察します。

10月20日 岐阜大学教育学部 岐阜大学
http://www.ed.gifu-
u.ac.jp/~kyoiku/index.
html

事前申込要

岐阜県 岐阜市 ①,④
公開講座「小学生のた
めの化石教室」

三葉虫，アンモナイト化石を使って，地層の時代を調べたり，三
葉虫やアンモナイトの体のつくりを追究します。
この講座では，化石の型取りから実習を行います。

11月3日 岐阜大学教育学部 岐阜大学
http://www.ed.gifu-
u.ac.jp/~kyoiku/index.
html

事前申込要

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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岐阜県 岐阜市 ①
公開講座「自然環境の
材料を使った造形教
室」

学内・長良川・近隣の里山にある自然環境の材料を使って，絵
画・木工・彫刻をします。

11月10日 岐阜大学教育学部 岐阜大学 無料
http://www.ed.gifu-
u.ac.jp/~kyoiku/index.
html

事前申込要

岐阜県 郡上市 ③
歌となる言葉とかたち
展

短歌を元に創造された造形作品が鑑賞できます。１１月３日は
東氏記念館と和歌文学館の無料開放を行なっています。

10月6日～11月18
日

古今伝授の里フィールド
ミュージアム

古今伝授の里フィールド
ミュージアム

http://www.gujo-
tv.ne.jp/~kokin/

岐阜県 郡上市 ③ 陶芸展
市内在住の陶芸家による作品展です。１１月3日は無料開放を
行っています。

11月上旬頃
郡上八幡楽藝館 郡上画
廊

郡上八幡楽藝館
郡上八幡楽藝館
0575-66-1011

岐阜県 郡上市 ③ 特別展 ぎふ清流国体の関連展示
10月5日～11月2

日
白山文化博物館特別展
示室

白山文化博物館
白山文化博物館
0575-85-2663

岐阜県 郡上市 ③ 郡上市美術展 市内在住者の美術作品展です。 11月3, 4日
郡上市総合文化センター 多
目的ホール・１階ロビー

郡上市総合文化センター 無料
郡上市総合文化セン
ター
0575-67-1128

岐阜県 郡上市 ③
郡上市吹奏楽合同演
奏会

市内の中学校と高等学校の吹奏楽合同演奏会を開催し、中・
高の交流を図るとともに、文化活動に対する地域の理解を高め
ます。

11月4日 やまと総合センター
郡上市吹奏楽合同演奏会実
行委員会

無料
郡上市教育委員会学校
教育課
（0575-67-1468）

岐阜県
郡上市・
各務原市

ほか
⑪

清流の国ぎふ　親子
「森川海」体験ツアー
（秋ツアー）

森と海、双方を繋ぐ清流を、守り・活かし・学ぶ体験を通じて、子
ども達に環境保全意識を育むことを目的として、親子参加の体
験ツアーを開催します。
県内を流れる河川をたどり、森の学習や水環境について体験を
行います。
（間伐体験、水族館バックヤード見学などを予定）

10月20, 21, 27日,
11月3, 17日

生活環境保全林 粥川の
森、世界淡水魚園水族
館、アクア・トトぎふ　ほ
か

岐阜県
（ツアー催行事業者：名鉄観
光サービス（株）岐阜支店）

岐阜県環境生活部清
流の国ぎふづくり推進
課
電話：058-272-1111
（内線2697）

岐阜県 下呂市 ③
プラハからの贈りもの
音楽家の愛した街から
故郷へ～愛の歌～

国際的に活躍する地元出身の演奏家らによる室内楽コンサー
ト。優れた芸術を身近に触れる機会をつくります。また、出身中
学校において講話と演奏を行います。

10月27日
下呂交流会館　泉ホー
ル

一般財団法人　下呂ふるさと
文化財団

一般財団法人　下呂
ふるさと文化財団
0576-25-5000

岐阜県 下呂市 ③ ポコポッテイト小劇場
NHK幼児番組のキャラクターによる、うたとおどりのステージ
ショーです。

11月4日
下呂交流会館　泉ホー
ル

NHK岐阜放送局／下呂市 無料
下呂交流会館
0576-25-5000

事前にハガキによる
申し込みが必要。

岐阜県 下呂市 ③
寺内タケシとブルー
ジーンズSPECIAL
LIVE2012

コンサート 11月8日
下呂交流会館　泉ホー
ル

下呂市（下呂交流会館）
下呂交流会館
0576-25-5000

岐阜県 下呂市 ③

ぎふ清流国体ぎふ清流
大会文化プログラム事
業
平成24年度　松竹大歌
舞伎

歌舞伎の楽しみ方を学び、実際の歌舞伎公演を観覧する。 11月14日
下呂交流会館　泉ホー
ル

下呂市（下呂交流会館）
下呂交流会館
0576-25-5000

岐阜県 下呂市 ① 図書館で折り紙教室 絵本を題材にした、折り紙を作ります。親子で参加できます。
10月13日, 11月10,

17日

10/13 下呂図書館
11/10 金山図書館
11/17 はぎわら図書館

下呂市教育委員会 無料
下呂市教育委員会
0576-52-2900

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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岐阜県 下呂市 ②
2012　わくわく科学体験
教室　冬季の部

学校や家庭ではできない科学体験を通し、子どもたちが驚きや
感動を味わうと共に、親子のふれあいを深める機会をつくりま
す。

11月23日 下呂市立萩原小学校 下呂サイエンスの会
下呂市教育委員会学
校教育課（0576-52-
2980）

岐阜県 下呂市 ①
下呂温泉里山あるき
ツーデーウオーキング

里山と温泉街を楽しみながら思い思いのペースで歩く。 11月17, 18日 市内
下呂温泉里山あるき実行委
員会

下呂市教育委員会
社会教育課
0576-52-2900
内線523

岐阜県 下呂市 ③ 白雲座歌舞伎公演
地元を中心とした白雲座歌舞伎保存会による地歌舞伎公演。
地域伝統芸能。

11月2, 3日 下呂市門和佐　白雲座 下呂市門和佐区 無料
http://www.city.gero.l
g.jp/kankou/

毎年、白山神社の祭
礼に合わせて行われ
る

岐阜県 下呂市 ③
作品展「縄文土器を作
る」

岐阜縄文土器クラブ力作作品から、縄文土器作りの難しさと楽
しさを考えます。

9月15日～
11月4日

下呂ふるさと歴史記念館 下呂市教育委員会 無料
下呂ふるさと歴史記
念館
0576-25-4174

岐阜県
県内各
市町村

②
岐阜県
ふるさと教育週間

　子どもと大人が岐阜を再発見・再認識し、ふるさと岐阜への誇
りと愛着をもち続ける心を醸成することをねらいとし、各学校に
おいて、身近にある地域の自然・歴史・文化・産業などについて
学ぶ取組や活動を公開する。

11月1～14日

岐阜県内公立
幼稚園
小・中学校
高等学校
特別支援学校

岐阜県教育委員会
無料

岐阜県教育委員会
学校支援課
058-272-1111
(内線3679)

岐阜県 関ケ原町 ① 星空観察会 子ども体験教室の行事であり、秋の星空を野外で観察する。 11月3日 旧関ケ原北小学校 関ケ原町教育委員会 無料

岐阜県 関ケ原町 ③ 関ケ原町美術展 各部門ごとに出展してもらい、町民の創作意欲を向上させる。
10月17日～11月3

日
関ケ原ふれあいセンター

関ケ原町教育委員会・関ケ
原町芸術文化協会

無料

岐阜県 関ケ原町 ② ふれあいコンサート 町内の小・中学校の合唱交流会 11月17日 関ケ原ふれあいセンター 関ケ原町教育委員会 無料

岐阜県 関ケ原町 ③
ふれあいセンター自主
事業（コンサート）

町民に芸術等の機会を低料金で提供する。 11月18日 関ケ原ふれあいセンター 関ケ原ふれあいセンター

岐阜県 関市 ③
特別展「飛騨･美濃の信
仰と造形　－古代･中世
の遺産－」

神道・仏教に関して岐阜県の代表的な文化財を展示します。国
宝7点、国重文21点、県重文40点を含む特別展です。

9月21日（金）
～10月28日（日）

月曜休館

岐阜県関市
小屋名１９８９

岐阜県博物館
0575-28-3111

http://www.gifu-kenpaku.jp/

岐阜県 関市 ③
特別展「岐阜、染と織の
匠たち　人間国宝三人
展」

　
岐阜県出身の染織家の人間国宝（重要無形文化財保持者）三
人の代表作を展示する特別展です。

（１１月３日無料開放）

9月21日（金）
～11月4日（日）

月曜休館

岐阜県関市
小屋名１９８９

岐阜県博物館
0575-28-3111

http://www.gifu-kenpaku.jp/

岐阜県 関市 ①，③
関にし秋の祭典in　武
芸川

関市武芸川・洞戸・板取３地域の合同イベントを開催し、文化協
会や幼稚園・小中学校のステージ発表と作品展示を行います。

11月10, 11日
武芸川生涯学習セン
ター及び周辺

関にし秋の祭典実行委員会 無料
武芸川事務所
0575-46-2311

岐阜県 関市 ③ 無料観覧日 展示室を無料でご覧いただけます。 11月3日 関市立円空館 関市文化課 無料
円空館
0575-24-2255

岐阜県 関市 ③ 無料観覧日 展示室を無料でご覧いただけます。 11月3日 関市立洞戸円空記念館 関市文化課 無料
洞戸円空記念館
0581-58-2814
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岐阜県 関市 ③ 関市美術展
日本画、洋画、彫刻・彫塑など8部門での作品が
ご覧いただけます。

10月24～28日 関市文化会館 関市文化課 無料 0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
関市文化祭
盆栽展1部

盆栽の展示がご覧いただけます。 10月27, 28日 関市文化会館 関市文化課 無料 0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
関市文化祭
邦楽・獅子舞大会

民謡と獅子舞の公演がご覧いただけます。 10月28日 関市文化会館 関市文化課 無料 0575-24-6455

岐阜県 関市 ③ 関市文化祭 菊花展 菊友会会員や児童生徒が栽培した菊の展示。
11月3
～13日

関市文化会館 関市文化課 無料 0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
関市文化祭
市民茶会

表千家・裏千家など複数流派のお茶会が
楽しめます。

11月4日 関市文化会館 関市文化課 0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
関市文化祭
邦楽大会

詩吟や大正琴の演奏などがお楽しみいただけます。 11月4日 関市文化会館 関市文化課 無料 0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
関市文化祭
盆栽展2部

盆栽の展示がご覧いただけます。 11月10, 11日 関市文化会館 関市文化課 無料 0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
関市文化祭
文芸大会

表彰式と部門別大会（短歌・俳句・現代詩）があります。 11月11日 関市文化会館 関市文化課 無料 0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
関市文化祭
洋楽祭

フラダンスや吹奏楽などのステージがご覧
いただけます。

11月18日 関市文化会館 関市文化課 無料 0575-24-6455

岐阜 関市 ③
平成２４年度文化作品
展示

関市上之保地域の文化作品の展示 11月3, 4日
関市上之保生涯学習セ
ンター

関市文化協会上之保支部 無料
関市上之保生涯学習
センター0575-47-
2500

岐阜県 関市 ①
講座フェスタINわかくさ
mini

いろいろな特技や知識を持った人たちが講師となって講座を企
画し、運営します。
受講するには、事前申し込みの必要はありません。当日関心の
ある講座を受けてください。

10月27日
わかくさ・プラザ学習情
報館

関市教育委員会

無料
（ただ
し、
材料
費・テ
キス
ト代
は自
己負
担）

関市教育委員会生涯
学習課
0575(23)7776

岐阜県 関市 ②，③
関市文化協会武儀支
部文化祭

作品展示(書道、絵画、写真、陶芸等)　　　　「桜ウィンドオーケ
ストラ」の演奏会　　　　　　　合唱祭(武儀中学校)

10月27日～11月3
日

武儀生涯学習センター 関市文化協会武儀支部 無料
関市武儀生涯学習セ
ンター
0575-49-3715

岐阜県 関市 ① たのしみん祭

関市南部は、岐阜県内でも珍しく幼稚園から大学まで存在し、さ
らに特別支援学校、障害者更生施設を含めて、文教・福祉地域
を形成しています。このような恵まれた環境を生かして、教育機
関・地域自治会・企業との共催で、地域ｲﾍﾞﾝﾄを開催します。

10月27日
中部学院大学関キャン
パス及び周辺地域

中部学院大学
http://www.chubu-
gu.ac.jp/
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岐阜県 関市 ① たのしみん祭

関市南部は、岐阜県内でも珍しく幼稚園から大学まで存在し、さ
らに特別支援学校、障害者更生施設を含めて、文教・福祉地域
を形成しています。このような恵まれた環境を生かして、教育機
関・地域自治会・企業との共催で、地域ｲﾍﾞﾝﾄを開催します。

10月27日
中部学院大学関キャン
パス及び周辺地域

中部学院大学短期大学部
http://www.chubu-
gu.ac.jp/

岐阜県 関市 ① たのしみん祭

①地域住民の方々、各教育機関・施設・企業等、相互の理解や
連携を一層深め交流の体験を通して学習機会とする。②ステー
ジでの発表や作品を展示し、地域の方々に見ていただく。また、
一緒に楽しむ。

10月27日
中部学院大学関キャン
パス及び周辺地域

中部学院大学・中部学院大
学短期大学部附属桐が丘幼
稚園

http://www.chubu-
gu.ac.jp/cgc/kirigaoka
/

岐阜県 関市 ①
プロムナードコンサート
２０１１

「総合表現活動」の発表の場として合唱や合奏、ミュージカルの
舞台等の、ステージ発表を行います。 11月24日 関市文化会館 中部学院大学 無料

http://www.chubu-
gu.ac.jp/

岐阜県 関市 ①
プロムナードコンサート
２０１１

「総合表現活動」の発表の場として合唱や合奏、ミュージカルの
舞台等の、ステージ発表を行います。

11月24日 関市文化会館 中部学院大学短期大学部 無料
http://www.chubu-
gu.ac.jp/

岐阜県 高山市 ①
第22回　高山市地区社
教芸能祭

各地区において文化芸能の学習活動をされている市民の方々
に、成果発表の場を提供することにより、文化活動に市民が気
楽に参加できる環境をつくり、生涯学習の推進と地域間の交流
を図ることを目的に開催します

11月18日
高山市民文化会館　大
ホール

高山市社会教育連絡協議会 無料
高山市市民活動部市
民活動推進課
0577-35-3412

岐阜県 高山市 ① 親子砂防バス見学会

砂防事業を実施した現場を巡る見学会を開催し、土砂災害の
恐ろしさやそれを防ぐための対策工事について学んでもらいま
す。 10月27日

砂防事業を実施した現
場

岐阜県、岐阜県砂防 無料

http://www.pref.gifu.l
g.jp/kensei-
unei/kocho-
koho/event-
calendar/bosyu/sabo
/oyakosabou-
24bosyu.html

岐阜県 高山市 ②
高山市小・中学校音楽
会

高山市の全小中学校が参加して、学校・学年・クラブ活動など
で日頃積み上げてきた合唱・楽器演奏の成果を発表し合いま
す。小学校の部・中学校の部を各２日に分け、４日間で行いま
す。

小学校の部
10月30日～

11月1日
中学校の部

11月8日
～9日

高山市文化会館 高山市小中学校長会 無料
高山市教育委員会学
校教育課
0577-35-3154

岐阜県 高山市 ①
市民健康まつり サテラ
イト会場 (朝日)

市民が『自分の健康は自分で守る』という意識を向上し、健康づ
くりのための知識から実践への契機となることを目的として開催
します。
・保健師による健康相談
・バランス食の試食

10月21日 燦燦朝日館
高山市健康づくり推進協議
会

無料
高山市役所 健康推
進課 0577-35-3160

岐阜県 高山市 ①
市民健康まつり サテラ
イト会場 (一之宮)

市民が『自分の健康は自分で守る』という意識を向上し、健康づ
くりのための知識から実践への契機となることを目的として開催
します。
・保健師による健康相談
・バランス食の試食

11月3日 一之宮公民館
高山市健康づくり推進協議
会

無料
高山市役所 健康推
進課 0577-35-3160
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岐阜県 高山市 ③
第32回　飛騨の伝統的
工芸品展

飛騨の暮らしの中で生まれ、守り伝えられてきた伝統工芸品
（飛騨春慶、一位一刀彫、陶磁器）を一堂に展示します。

11月1～7日
（予定）

飛騨高山まちの博物館
飛騨伝統的工芸品産業振興
協議会

無料
http://www.city.takay
ama.lg.jp/shoukou/ind
ex.html

11月中は伝統的工芸
品月間として小学生
の体験教室等も実施
予定

岐阜県 高山市 ① 女性文化展
市内の女性部が各種講座や学習会などを実施して作成した作
品や、趣味の作品を一堂に展示し、皆様に紹介します。

11月17, 18日 高山市文化会館　講堂 高山市社教女性連絡協議会 無料
高山市市民活動部市
民活動推進課
0577-35-3412

岐阜県 高山市 ③
熱帯JAZZ楽団コンサー
ト

日本のトップラテンジャズ・ビッグバンドが奏でるJAZZ文化の真
髄を堪能できるコンサートです。

11月15日 高山市民文化会館 高山市 未定
http://www.city.takay
ama.lg.jp/shougaigaku
shuu/index.html

岐阜県 高山市 ③
絲の道～現代刺し子・
風間芸術の世界～展

日本に古くから伝わる伝統的な刺し子に新たな作風を取り入
れ、モダンな刺し子を生みだした風間美代子。伝統の尊重と革
新の追求を続けている風間芸術を展示致します。

10月4日～11月6
日

光記念館案内所 財団法人国際美術協会 無料 03-5314-3345

岐阜県 多治見市 ③ 多治見市美術展
全7部門（日本画・洋画・工芸・彫塑・写真・書道・デザイン）の作
品を広く公募し、入選作品を一般に公開します。

11月9～11日 セラミックパークMINO 多治見市学習館 無料
http://www.tajimi-
bunka.or.jp/gakushu/

岐阜県 多治見市 ③
清塚信也 ピアノリサイ
タル

ドラマ「のだめカンタービレ」での演奏吹替や、NHK大河ドラマ龍
馬伝
「龍馬伝紀行」テーマ曲を演奏した、今注目度No.1のピアニスト
のピアノリサイタルを開催します。

10月27日 多治見市文化会館 多治見市文化会館
http://www.tajimi-
bunka.or.jp/bunka/

岐阜県 多治見市 ③ 春風亭小朝 独演会
春風亭小朝の独演会を開催します。「これぞ落語の真骨頂」を
お伝えします。

11月10日
多治見市笠原中央公民
館

多治見市笠原中央公民館
http://www.tajimi-
bunka.or.jp/kasa_pub/

岐阜県 多治見市 ①
公開講座
「先進マテリアル研究の

前線」

環境低負荷など多様な価値観に対応した材料開発などの要求
を満たす、先進的材料の研究開発に関する講座を開催します。

11月1日
名古屋工業大学
クリスタルプラザ多治見

名古屋工業大学 無料
http://www.nitech.ac.
jp/course/index.html

岐阜県 飛騨市 ③ リサイクル市 図書館の除籍本などの無償譲渡会です。 11月3, 4日
飛騨市図書館２Ｆ　にじ
のひろば

飛騨市図書館 無料 http://hida-lib.jp/

岐阜県 飛騨市 ④
飛騨市図書館開館３周
年記念　「高樹のぶ子
講演会」

飛騨市図書館開館３周年記念行事として、作家　高樹のぶ子先
生を講師に迎え、『飛騨の魅力、読む楽しみ』と題した講演会を
開催します。飛騨が舞台となった、著書「飛水」執筆の経緯や飛
騨市取材時の印象等を交え、飛騨の魅力や読書の楽しさにつ
いて語っていただきます。

10月21日
飛騨市文化交流セン
ター　スピリットガーデン
ホール

飛騨市教育委員会 無料 0577-73-7495

岐阜県 中津川市 ①、②
ぎふ清流環境塾（ブ
ルーリバー作戦）

少量の生活排水が河川をよごすことの説明・実験を、CODパッ
クテストを使用して行う。

10月下旬～11月
上旬の３日間

中津川市立阿木小学校
他

岐阜県東濃振興局恵那事務
所

無料
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岐阜県 瑞浪市 ①,③
第59回瑞浪市美術展
一般の部

公募展です。陶芸・写真・書・洋画・彫塑・日本画・デザイン・工
芸の8部門で開催します。

11月14～18日
瑞浪市総合文化セン
ター

瑞浪市・瑞浪市教育委員会 無料
瑞浪市総合文化セン
ター
0572-68-5281

岐阜県 瑞浪市 ①,③ 中央公民館文化祭 瑞浪市内文化団体の芸能発表・展示等を行います。 10月27, 28日
瑞浪市総合文化セン
ター

瑞浪市教育委員会・瑞浪市
中央公民館

無料
瑞浪市総合文化セン
ター
0572-68-5281

岐阜県 瑞浪市 ①,③ 稲津町文化祭 瑞浪市稲津町の文化団体の芸能発表・展示等を行います。 10月27, 28日 瑞浪市稲津公民館 瑞浪市稲津公民館 無料 http://ii-nuts.jp/

岐阜県 瑞浪市 ①,③ 陶町文化祭 瑞浪市陶町の文化団体の芸能発表・展示等を行います。 10月20, 21日 瑞浪市陶公民館 瑞浪市陶公民館 無料 http://suechou.com/

岐阜県 瑞浪市 ①,③ 釜戸町文化祭 瑞浪市釜戸町の文化団体の発表・展示等を行います。 11月10, 11日 瑞浪市釜戸公民館 瑞浪市釜戸公民館 無料
瑞浪市釜戸公民館
0572-63-2005

岐阜県 瑞浪市 ①,③ 大湫町文化祭 瑞浪市大湫町の文化団体の発表・展示等を行います。 11月3日 瑞浪市大湫公民館 瑞浪市大湫公民館 無料
瑞浪市大湫公民館
0572-63-2360

岐阜県 瑞浪市 ①,③ 日吉町文化祭 瑞浪市日吉町の文化団体の芸能発表・展示等を行います。 10月20, 21日 瑞浪市日吉公民館 瑞浪市日吉公民館 無料
http://www.hiyoshich
o.jp/

岐阜県 瑞浪市 ③

特別展
デスモスチルスが見た
みずなみ
～瑞浪層群の化石展
～

瑞浪市において世界で初めて発見されたデスモスチルスの頭
骨と関連する 新の情報を公開します。
　また、デスモスチルスが生きていた時代のみずなみに生息し
ていた貝やカニ、サンゴなど様々な化石を展示します。

6月29日
～11月30日

瑞浪市化石博物館 瑞浪市教育委員会

http://www.city.mizun
ami.gifu.jp/sightseeing
/institution/fossil_mu
seum/

岐阜県 瑞浪市 ③
特別展
櫻堂薬師1200年展

瑞浪市土岐町に所在する古刹、櫻堂薬師は今年で開基1200年
を迎えます。これを記念して櫻堂薬師が所蔵する文化財や、周
辺に所在する遺跡からの出土品などを展示してその歴史を振り
返ります。

11月3日
～12月16日

瑞浪市陶磁資料館 瑞浪市、瑞浪市教育委員会

http://www.city.mizun
ami.gifu.jp/sightseeing
/institution/ceramics_
museum/

岐阜県 瑞浪市 ⑤
シンポジウム
櫻堂薬師の過去・現
在・未来

瑞浪市土岐町に所在する古刹、櫻堂薬師やその周辺遺跡の保
護、活用に関わる講演、また他自治体の活用事例報告、パネ
ルディスカッションを行います。

11月24日
瑞浪市総合文化センタ
－

瑞浪市、瑞浪市教育委員会 無料
0572‐68‐7710
又は0572‐67‐2506

岐阜県 瑞浪市 ④
チャレンジワークショッ
プ「モーター使用のおも
ちゃ工作」

色々なエネルギーで電気を発生させ、モーターを使って動くおも
ちゃを作ります。

平成24年11月3日
～平成25年1月6
日の土、日、祝日

に実施

サイエンス
ラボ１

岐阜県先端科学技術体験セ
ンター（サイエンスワールド）

http://www.sciencew
orld-gifu.jp/

岐阜県
瑞浪市・
御嵩町

③ 中山道往来（ウォーク）
中山道の宿場町である日吉町細久手宿・可児郡御嵩町御嶽宿
の両宿間およそ11.8キロのコースを歩く、歴史に触れるウォー
キングです。

11月4日
瑞浪市日吉町細久手宿
～可児郡御嵩町御嶽宿

瑞浪市・御嵩町 無料
商工課
0572-68-2111（内線
481）

岐阜県 瑞穂市 ③ 瑞穂市美術展 一般に公募した美術展
10月31日～11月3

日
瑞穂市民センター 瑞穂市文化協会 無料 058(328)7141

岐阜県 瑞穂市 ③ ファミリーコンサート 市内で音楽活動をしている人によるコンサート 11月3日 瑞穂市総合センター 瑞穂市文化協会 無料 058(328)7141

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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岐阜県
美濃加茂

市
③

のんびり自然観察会
2012

「クズからでんぷん」
クズやヤマノイモなどの根からでんぷんをとってみます。

10月27日 みのかも文化の森 みのかも文化の森

〒505-0004　美濃加
茂市蜂屋町上蜂屋
3299-1
電話：0574-28-1110
ファックス：0574-28-
1104

岐阜県
美濃加茂

市
③ 四季を食べる講座

「ヘボご飯」
 年々､手に入り難くなっている貴重なヘボを､惜しげもなく使うの
が四季を食べる講座の“ヘボご飯”です。

11月6日 みのかも文化の森 みのかも文化の森

〒505-0004　美濃加
茂市蜂屋町上蜂屋
3299-1
電話：0574-28-1110
ファックス：0574-28-
1104

岐阜県 美濃市 ①

オープンキャンパス特
別講座
森の上映会
「地球交響曲」

美しい映像や音楽等を通じて「地球はそれ自体が一つの生命
体である」というガイア理論を紹介する、龍村仁監督のオムニバ
スドキュメンタリー映画「地球交響曲」シリーズ第４番を上映す
る、一般県民向けの生涯学習講座。

11月10日
岐阜県立森林文化アカ
デミー

岐阜県 無料

http://www.forest.ac.j
p/

0575-35-2525

岐阜県 美濃市 ①
オープンキャンパス特
別講座
「木の住宅を知る」

木造住宅の耐震性能についての正しい理解と、自宅の耐震性
を自分自身で検証する方法を紹介する、一般県民向けの生涯
学習講座。

11月11日
岐阜県立森林文化アカ
デミー

岐阜県 無料

http://www.forest.ac.j
p/

0575-35-2525

岐阜県 美濃市 ①
オープンキャンパス特
別講座
「森の見方」

普段なにげなく見ている森も、ちょっとした知識があれば、今ま
で見えてこなかった事が判るようになる、そんな「見方」を紹介
する、一般県民向けの生涯学習講座。

11月11日
岐阜県立森林文化アカ
デミー

岐阜県 無料

http://www.forest.ac.j
p/

0575-35-2525

岐阜県 美濃市 ①

オープンキャンパス特
別講座
「額縁写真ワークショッ
プ」

普段見ている身近な景色を「額縁」をとおして見つめることで、
改めて自分のお気に入りの風景として再発見し、他の人にも伝
えられる「額縁写真」の技法を紹介・実践する、一般県民向けの
生涯学習講座。

11月11日
岐阜県立森林文化アカ
デミー

岐阜県 無料

http://www.forest.ac.j
p/

0575-35-2525

岐阜県 美濃市 ①

オープンキャンパス特
別講座
「イギリスの楽しい木工
を知る」

人力の道具を使って生木を加工する木工「グリーンウッドワー
ク」の先進地イギリスを訪問し、その技法や交流した様子を紹介
する、一般県民向けの生涯学習講座。

11月11日
岐阜県立森林文化アカ
デミー

岐阜県 無料

http://www.forest.ac.j
p/

0575-35-2525

岐阜県 本巣市 ①、③
本巣市ハーモニーフェ
スティバル

本巣市内のコーラス団体が集結し、日頃の練習の成果を発表
するコンサートです。

10月21日 本巣市民文化ホール
本巣市ハーモニーフェスティ
バル実行委員会

無料
URL：
http://www.city..moto
su.lg.jp

整理券を配布

岐阜県 本巣市 ①、③ 桂文珍独演会
上方落語界を代表する一人、桂文珍が本巣市で独演会を開催
します。「文句なしに面白い！」圧巻の話芸です。

10月28日 本巣市民文化ホール 本巣市民文化ホール

前売
り券
2000
円、
当日
券

2500
円

URL：
http://www.city..moto
su.lg.jp

全席自由
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岐阜県 本巣市 ①、③
フィールドワーク「東海
の遺跡を歩く」

南山大学人類学博物館では、2007年度より東海地方の考古学
遺跡をめぐるフィールドワークを実施しています。今回は、本巣
市の船来山古墳群の見学を行い、学習します。

11月4日
本巣市富有柿の里古墳
と柿の館

南山大学人類学博物館

URL：
http://www.ic.nanzan
-
u.ac.jp/MUSEUM/ind
ex.htmlMAIL:a-
museum@nanzan-
u.ac.jp

岐阜県 本巣市 ①、③
船来山赤彩古墳の館
特別開館

東海地方 大級の古墳群「船来山古墳群」から出土した赤彩古
墳272号墳の復元石室を一般公開します。合わせて親子歴史
体験教室、企画展、歴史文化探訪セミナーを行います。

11月23～25日
本巣市富有柿の里古墳
と柿の館

本巣市教育委員会 無料
URL：
http://www.city..moto
su.lg.jp

親子歴史体験教室は
事前申込必要

岐阜県 養老町 ①③
養老町文化フェスティ
バル

町内作品の美術展をはじめ、、菊花大会、合唱祭、華道展、お
茶席、吹奏楽祭が開催されます。

10月28日～11月
18日

養老町中央公民館 養老町教育委員会 無料
養老町中央公民館
TEL 0584-32-1281

岐阜県 高山市 ①
「森の学校」inのりくら③
秋の落ち葉で遊ぼう

幼児期の子育てを行う親が、「五感」を使って自然を味わい楽し
むことで、自然体験の必要性を実感し、子どもとの体験活動へ
の意欲を高めることをねらいとした事業です。また子育てに関わ
る情報の共有化を図り、ネットワーク作りのきっかけをつくりま
す。

10月27日
～

10月28日

国立乗鞍青少年交流の
家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

http://www.niye.go.jp/

岐阜県 輪之内町 ④
輪之内町文化祭・芸能
祭

町の文化の普及，発展を図るため，作品を公募して展示した
り，伝統芸能等を披露したりして，交流を深めます。

11月3, 4日 輪之内町文化会館 輪之内町文化協会 無料
輪之内町教育委員会
（0584-69-4500）

後援／輪之内町、輪
之内町教育委員会
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