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都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先 備考

岐阜県 揖斐川町 ①
揖斐川歴史民俗資料館特別企画展
草創1300年記念「西国三十三札所」と
「谷汲巡礼街道」

西国三十三札所巡りと、その結願の寺へ至る谷汲巡礼街道に関わる各種資料を展示
し、巡礼について理解を深めると共に、郷土の歴史、文化について愛着と関心を高め
ることを目的とします。

10月2日～11月25日 揖斐川歴史民俗資料館 揖斐川町、揖斐川町教育委員会
揖斐川歴史民俗資料館
0585-22-5373

岐阜県 大垣市 ①
岐阜大学出前講座
「森林や木の香りで身も心も健康に」

岐阜大学が大垣市に所有する旧早野邸セミナーハウスにおいて，西濃地域の住民等
を対象に，大学の成果等を定期的に発信するとともに，生涯学習機会の提供を目的
に，出前講座を開催します。

10月20日
岐阜大学
旧早野邸セミナーハウス

国立大学法人岐阜大学 無料
https://www.gifu-
u.ac.jp/contribution/lecture/hayano.ht
ml

岐阜大学総合企画部
総務課総務係
058-293-2008

要事前申込

岐阜県 大垣市 ①
岐阜大学出前講座
「騙されない消費者になろう」

岐阜大学が大垣市に所有する旧早野邸セミナーハウスにおいて，西濃地域の住民等
を対象に，大学の成果等を定期的に発信するとともに，生涯学習機会の提供を目的
に，出前講座を開催します。

11月17日
岐阜大学
旧早野邸セミナーハウス

国立大学法人岐阜大学 無料
https://www.gifu-
u.ac.jp/contribution/lecture/hayano.ht
ml

岐阜大学総合企画部
総務課総務係
058-293-2008

要事前申込

岐阜県 大野町 ①，③ 揖斐郡合唱祭
揖斐郡内のコーラス団体が、日頃の成果を発表すべく一堂に会し、音楽によって揖斐
の文化の向上と交流を深めます。

10月28日 大野町総合町民センター
大野町
大野町教育委員会
大野町音楽協会

無料
大野町総合町民センター
0585-32-1111

岐阜県 各務原市
①，
③，④

特別企画展
「はやぶさ２ ―はやぶさのその先へ ―」

平成３０年６月２７日に小惑星「リュウグウ」に到着した探査機「はやぶさ２」のミッション
や最新の状況を紹介するパネル展と映画上映会、専門家による講演会を開催しま
す。

10月20日～11月25日
岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館

公益財団法人
岐阜かかみがはら航空宇宙博物
館、岐阜県、各務原市

そらはくＨＰ：
http://www.sorahaku.net/event

岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館
058-386-8500

岐阜県 各務原市
①，
③，④

第24回二宮泰明杯
全日本紙飛行機選手権大会 決勝大会

紙飛行機競技を通じて科学への関心を高めることを目的に紙飛行機の全国大会を開
催します。各地区予選を勝ち抜いた５００名が参加し、紙飛行機の滞空時間を競いま
す。当日参加可能な競技もありますし、無料の紙飛行機教室（両日合計定員５００人）
も行われます。

11月3日～4日 各務原市総合運動公園
日本紙飛行機協会、岐阜県、
各務原市

日本紙飛行機協会ＨＰ：
http://www.kamihikouki.jp/nino_hai/ind
ex.html

日本紙飛行機協会
03-3639-5698

岐阜県 各務原市
①，
③，④

ものづくり体験教室

小学5年生から中学3年生を対象に、航空機の設計から製造までの疑似体験をしま
す。午前は、飛ぶ仕組みについて学習し、紙飛行機や３Dプリンターを使ったプロペラ
を製作します。午後には、中日本航空専門学校で、小型軽飛行機「ビーチクラフトE33」
の見学と搭乗体験をします。

11月3日
午前：岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館
午後：中日本航空専門学校

公益財団法人
岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館

そらはくＨＰ：
http://www.sorahaku.net/course

岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館
058-386-8500

岐阜県 各務原市
①，
③，④

ものづくりチャレンジ教室
航空宇宙ロボット教室

レゴブロックキットを使って、宇宙探査にも使われているロボット制御技術に必要な基
礎知識（プログラミング、組立およびロボット操作)を学びます。

11月4日
岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館

公益財団法人
岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館

そらはくＨＰ：
http://www.sorahaku.net/course

岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館
058-386-8500

岐阜県 各務原市
①，
③，④

航空教室

紙飛行機を使って飛行機の仕組みを学び、実際に紙飛行機を作り、飛ばします。（１日
２回）
各回申込先着１２名に限り、インストラクターの指導のもと、専用シミュレータを使った
操縦体験ができます。

11月25日
岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館

公益財団法人
岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館

そらはくＨＰ：
http://www.sorahaku.net/course

岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館
058-386-8500

岐阜県 各務原市 ① クラブ・サークル発表会
市内で活動するクラブ・サークルによる活動の成果発表と交流の場として開催。ステー
ジ発表の他、作品展示、寄席、バザーなどが行われます。

9月29日，30日 稲羽コミュニティセンター 各務原市 無料
いきいき楽習課
058-383-1210

岐阜県 各務原市 ① クラブ・サークル発表会
市内で活動するクラブ・サークルによる活動の成果発表と交流の場として開催。ステー
ジ発表の他、作品展示、寄席、バザーなどが行われます。

10月6日，7日 中央ライフデザインセンター 各務原市 無料
いきいき楽習課
058-383-1210

岐阜県 各務原市 ① クラブ・サークル発表会
市内で活動するクラブ・サークルによる活動の成果発表と交流の場として開催。ステー
ジ発表の他、作品展示、寄席、バザーなどが行われます。

10月20日，21日 西ライフデザインセンター 各務原市 無料
いきいき楽習課
058-383-1210

岐阜県 各務原市 ① クラブ・サークル発表会
市内で活動するクラブ・サークルによる活動の成果発表と交流の場として開催。ステー
ジ発表の他、作品展示、寄席、バザーなどが行われます。

10月27日，28日 東ライフデザインセンター 各務原市 無料
いきいき楽習課
058-383-1210

第60回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

岐阜県 各務原市 ① クラブ・サークル発表会
市内で活動するクラブ・サークルによる活動の成果発表と交流の場として開催。ステー
ジ発表の他、作品展示、寄席、バザーなどが行われます。

10月27日，28日 川島ライフデザインセンター 各務原市 無料
いきいき楽習課
058-383-1210

岐阜県 各務原市 ③ 各務原マーケット日和
自分の暮らしにプラスしたくなる「新たな出会い」をコンセプトに、本や音楽、アート、
マーケットなど様々な企画が盛りだくさんのイベントを開催します。

11月3日 市民公園、学びの森 各務原マーケット日和実行委員会
各務原マーケット日和HP：
http://marketbiyori.com/

いきいき楽習課内各務原
マーケット日和
実行委員会事務局
058-383-1042

岐阜県 各務原市 ③ 柴山豊尚展
木を素材にした、生命感あふれる作品を制作している各務原市出身の彫刻家・柴山
豊尚の個展を開催します。

10月20日～11月4日
各務原市立中央図書館3階展示
室A・B

各務原市 無料
いきいき楽習課
058-383-1042

岐阜県 各務原市 ①
アクア・スクール①
「さあつりをはじめよう」

小学校低学年を対象とした体験学習。釣りを始めてみたい人のために、糸のむすび方
から教えます。釣り道具１セットプレゼントします。

10月21日 アクア・トト ぎふ アクア・トト ぎふ
世界淡水魚園水族館　アクア・トト ぎ
ふ：
http://aquatotto.com/

0586-89-8200

岐阜県 各務原市 ①
アクア・スクール②
「初めての釣り教室」

小学校高学年を対象とした体験学習。釣りを始めてみたい人のために、糸のむすび方
から教えます。釣り道具１セットプレゼントします。

10月28日 アクア・トト ぎふ アクア・トト ぎふ
世界淡水魚園水族館　アクア・トト ぎ
ふ：
http://aquatotto.com/

0586-89-8200

岐阜県 各務原市 ① アクア・トト ぎふ　一日館長 アクア・トト ぎふの館長になりきって、水族館の仕事に挑戦します。 11月23日 アクア・トト ぎふ アクア・トト ぎふ 無料
世界淡水魚園水族館　アクア・トト ぎ
ふ：
http://aquatotto.com/

0586-89-8200

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、秋の１日を賑やか
に地域密着、市民参加のイベントを行います。

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 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
各務原キャンパス及び周辺地域

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

岐阜県 可児市 ①，② 広見小学校防災フェア
「自分の命は自分で守る」ことができるよう，防災・減災の専門家(岐阜大学　村岡治道
特任准教授）を招いた講演会および，防災体験ブースを作り，様々な体験をします。ま
た，炊き出し体験や起震車体験等も行います。

11月3日 広見小学校 広見小学校PTA 無料 広見小学校

岐阜県 可児市 ①，② 広見小学校PTA親子講演会
防災・減災の専門家(岐阜大学　村岡治道特任准教授）を招いて，小学校低学年向
け・高学年向け・保護者や地域住民向けに分けて講話を聞きます。

11月16日 広見小学校 広見小学校PTA 無料 広見小学校

岐阜県 可児市 ② フリー参観日
午前中（8:35～12:20）に、1年生から6年生全クラスの授業を公開します。
地域の方も含め、自由に参観できる授業です。人権教育「ひびきあい活動」の一つとし
て、道徳の授業も公開します。

11月22日 帷子小学校 帷子小学校 無料
可児市立帷子小学校HP：
http://www.school.city.kani.gifu.jp/kat
abira/

帷子小学学校

岐阜県 川辺町 ② あらたまの日
小中学校の授業公開とともに、高校の吹奏楽の鑑賞をしたり、講演会を開催する学校
などもあります。

11月2日，7日 各小中学校 各小中学校 無料
川辺町教育委員会
0574-53-2650

岐阜県 川辺町 ① まなびピア 各種サークルの発表や、作品展示、児童生徒の絵画の展示などが行われます。 11月24日 川辺町中央公民館 川辺町教育委員会 無料
川辺町教育委員会
0574-53-2650

岐阜県 北方町 ③ 文化祭
町内で活動するクラブ、サークルや個人などが、日頃の活動の成果を披露します。芸
能の部では歌や踊り、展示の部では書や絵画など、多様なステージや作品が発表さ
れます。

11月3日，4日 生涯学習センターきらり 北方町、北方町文化協会 無料
北方町生涯学習センター
きらり
058-320-2200

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

岐阜県 岐南町 ③ 第46回　岐南町文化祭
地域のクラブ･サークル参加者による活動や作品の発表会・展示会を開催します（手
芸、工芸作品、短歌、合唱、生け花、ステンドグラス作品、高齢者余技作品展、菊花
展）。

10月27日，28日 岐南町中央公民館 文化祭実行委員会 無料
中央公民館
058-247-1334

岐阜県 岐南町 ③ 第24回　町民菊花展
地域のクラブ･サークル参加者による活動や作品の発表会・展示会を開催します（手
芸、工芸作品、短歌、合唱、生け花、ステンドグラス作品、高齢者余技作品展、菊花
展）。

10月27日～11月11日 岐南町中央公民館 岐南町文化協会 無料
中央公民館
058-247-1334

岐阜県 岐阜市 ② 英語スピーチコンテスト
県内の高校生に英語で自分の考えや経験を発表する場を提供することにより、英語
運用力・発信力向上を目指した指導の充実を図ります。また、優れた発表を表彰し、
東海北陸ブロック大会の代表を決定します。

10月27日 岐阜県図書館 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3549）

岐阜県 岐阜市 ② 社会科課題追究学習作品展
児童生徒の社会的な見方や考え方を培い、公民的資質の基礎を養うために、児童生
徒が自ら課題を設けて主体的に追究する学習を支援するとともに、応募作品から選考
された優秀作品を展示し、表彰式を行います。

10月27日～28日 岐阜県博物館 岐阜県教育委員会 無料

岐阜県総合教育センターHP：
http://www.gifu-
net.ed.jp/kyoka/syakai/05kadaisakuhin
/index10.htm

岐阜県教育委員会
学校支援課
058-272-1111
（内線3548）

表彰式10月28日

岐阜県 岐阜市 ② 岐阜県児童生徒科学作品展
児童生徒の自主的な探究活動を奨励し、自然科学への関心を高め、もって科学教育
の振興を図ることを目的に、地区展を経て選ばれた優秀作品を展示し、表彰式を行い
ます。

10月27日～28日 岐阜県博物館 岐阜県教育委員会 無料

岐阜県総合教育センターHP：
http://www.gifu-
net.ed.jp/kyoka/rika/kagakusakuhin/3
0_bosyuuyoukou.pdf

岐阜県教育委員会
学校支援課
058-272-1111
（内線3696）

表彰式10月28日

岐阜県 岐阜市 ② 高校生のための国語力セミナー

社会人として必要とされる言語能力の基礎となる「伝え合う力」の育成をねらいとし、あ
らかじめ与えられたテーマについて参加各校がそれぞれ意見発表を行い、質疑応答
による意見交換、グループ内での討議を経て、再度意見発表をするという形式で討論
コンテストを行います。

11月4日
JR岐阜駅
ハートフルスクエアーG

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3548）

岐阜県 岐阜市 ② 科学の甲子園　岐阜県大会
科学好きの高校生が競い合う場を設け、科学に対する興味・関心を高め、科学好きの
生徒の裾野を広げるため、全国の都道府県の代表が競い合う全国大会の県代表とし
て１チームを選考します。

11月11日 岐阜県総合教育センター 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3549）

岐阜県 岐阜市 ② 英語プレゼンテーション大会
県内の高校生が、時事問題等の幅広い話題について、興味や関心をもち自分の考え
を適切に伝えたり、即興的に質疑応答したりする場を提供することにより、英語による
総合的なコミュニケーション能力の向上を図ります。

11月17日 岐阜県総合教育センター 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 岐阜市 ③ オープンアトリエ
障がいのある方もない方も、誰もが自由に創作活動の行えるオープンアトリエを開催
します。

11月17日
ぎふ清流文化プラザ
セミナー室

岐阜県障がい者
芸術文化支援センター

無料
ＴＡＳＣぎふ：
http://www.g-
kyoubun.or.jp/tasc/tasc.htm

岐阜県障がい者
芸術文化支援センター
058-233-5377

岐阜県 岐阜市 ③ 「みる　ころろみる　かえりみる」展 作品展示とワークショップによる展覧会 9月8日～11月3日 岐阜県美術館
岐阜県美術館
情報科学芸術大学院大学

情報科学芸術大学院大学HP：
www.iamas.ac.jp

岐阜県美術館
058-271-1313

岐阜県 岐阜市 ③ ジュニアのためのオルガンワークショップ
「パイプオルガンなんて弾いたことがない」でも大丈夫、基礎から学べます。世界中で
いちばん古く、いちばん大きい楽器パイプオルガンは面白い。ピアノや鍵盤楽器を学
ぶ小中学生が対象です。

10月21日 サラマンカホール ふれあいファシリティズ
サラマンカホールHP：
https://salamanca.gifu-fureai.jp/

サラマンカホール
058-277-1113

岐阜県 岐阜市 ③ ユースのためのオルガンワークショップ
バッハの時代のオルガン機構を今に伝え、スペイン様式と北ドイツ様式を併せもつサ
ラマンカホールのパイプオルガン。オルガンビルダー辻宏の魂のこもる響きを体感して
ください。ピアノや鍵盤楽器を学ぶ高校生以上の方が対象です。

10月21日 サラマンカホール ふれあいファシリティズ
サラマンカホールHP：
https://salamanca.gifu-fureai.jp/

サラマンカホール
058-277-1113

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 ③
「石原佳世＆岡崎章ピアノデュオコン
サート」ロシア・ルネッサンス～銀の時代
からの手紙

上質な音楽を気軽に鑑賞してもらう「サラマンカ500シリーズ」のコンサート。ピアノとコト
バの響きの融合によってロシア音楽への扉を開いていきます。語りは小菅紘史。ラフ
マニノフ《組曲　第2番》作品17より第2曲”ワルツ”、ストラヴィンスキー《春の祭典》（連
弾版）より第1部”大地礼賛ほか。

11月1日 サラマンカホール ふれあいファシリティズ
サラマンカホールHP：
https://salamanca.gifu-fureai.jp/

サラマンカホール
058-277-1113

岐阜県 岐阜市 ③
サラマンカホール・レジデント・カルテット
～第2回定期演奏会

サラマンカホールが若い演奏家の育成と、ホールからの音楽発信、普及活動のため
結成したレジデントカルテットの2回目の公演。
弦楽四重奏の原点ハイドン「75番」と、一つの到達点ともいうべき大作ベートーヴェン
「ラズモフスキー第1番」の演奏で、四重奏の醍醐味をお届けします。

11月20日 サラマンカホール ふれあいファシリティズ
サラマンカホールHP：
https://salamanca.gifu-fureai.jp/

サラマンカホール
058-277-1113

岐阜県 岐阜市 ③ ふれあいアトリウムライブ！
県民の皆様に音楽や文化に親しんでいただくために、火曜日に開催するコンサートで
す。

10月23日
11月13日，20日

アトリウム ふれあいファシリティズ 無料
OKBふれあい会館：
https://www.gifu-fureai.jp/

ふれあいファシリティズ
058-277-1111

岐阜県 岐阜市 ③
岐阜県ふれあい芸術文化祭2018
特別支援学校OB展

岐阜県特別支援学校の卒業生の文化活動を紹介する場として美術展を企画し、障が
い者と健常者の文化交流の場とするのを目的として開催いたします。

11月6日～11月11日 アトリウム ふれあいファシリティズ 無料
OKBふれあい会館：
https://www.gifu-fureai.jp/

ふれあいファシリティズ
058-277-1111

岐阜県 岐阜市 ③
明治150年企画
清流の国ぎふ　舞　秋物語

地域に根付いた文化である日本舞踊・洋舞を多くの方に鑑賞していただき、その魅力
を再確認し、次世代に継承し、発展させることを目的に開催。
本年は明治改元150年にあたり、明治期に活躍し、現代へと続く近代舞踊の基礎と
なった坪内逍遥へのオマージュとして、日本舞踊・バレエ・モダンダンス合同の公演を
開催。

10月14日
ぎふ清流文化プラザ
２Ｆ長良川ホール

岐阜県教育文化財団
岐阜県教育文化財団：
http://www.g-kyoubun.or.jp/

岐阜県教育文化財団
プラザ事業課
058-233-8164

岐阜県 岐阜市 ③
ドヴァリョーナス音楽学校合唱団
「ビバ・ボーチェ」コンサート（仮称）

岐阜県とリトアニアとの交流事業としてリトアニア ドヴァリョーナス音楽学校合唱団「ビ
バ・ボーチェ」を招いてのコンサートを開催。

11月18日
ぎふ清流文化プラザ
２Ｆ長良川ホール

岐阜県・岐阜県教育文化財団
岐阜県教育文化財団：
http://www.g-kyoubun.or.jp/

岐阜県教育文化財団
プラザ事業課
058-233-8164

岐阜県 岐阜市 ③
明治150年企画　清流の国ぎふ　列伝
西郷どん“敬天愛人”思想の祖「佐藤一
斎」言語四録を説く(仮題）

佐藤一斎の「言志四録」を紐解き、西郷隆盛に影響を与え、いまを生きる現代人にも
通ずるその教えに学ぶトークイベントを開催。

11月23日
ぎふ清流文化プラザ
２Ｆ長良川ホール

岐阜県・岐阜県教育文化財団 無料
岐阜県教育文化財団：
http://www.g-kyoubun.or.jp/

岐阜県教育文化財団
プラザ事業課
058-233-8164

整理券の配布あり
10月中旬予定

岐阜県 岐阜市 ③
清流の国ぎふ
秋の地歌舞伎公演２０１８

県では2016年から地歌舞伎推進プログラムを進めており、2020年開催の『清流の国ぎ
ふ地歌舞伎勢揃いの場（仮称）』に向け、毎年複数団体による地歌舞伎公演を開催し
機運醸成を図る。2016年9月にプログラムがスタートして以降、今回が8回目の公演。

11月25日
ぎふ清流文化プラザ
２Ｆ長良川ホール

岐阜県・岐阜県教育文化財団 無料
岐阜県教育文化財団：
http://www.g-kyoubun.or.jp/

岐阜県教育文化財団
プラザ事業課
058-233-8164

整理券の配布あり
10月末予定

岐阜県 岐阜市 ③
アートラボぎふ洋画実技講座
「静物をモチーフとした画面構成と質感表
現」

「静物画」をテーマに、最初にその歴史を紐解きながら、道具や画材の使い方などを丁
寧に実技指導。最後には講評会を開き、参加者との意見交換も行う。

11月18日 岐阜大学
岐阜県・
公益財団法人岐阜県教育文化財団

アートラボぎふ：
https://www.gifu-art.jp/art-labo/

アートラボぎふ事務局
TEL:058-264-1174
FAX:058ｰ266-6300
Mail:artlabgifu@prad.co.jp

岐阜県 岐阜市 ①，③
平成30年度岐阜県歴史資料館企画展
「岐阜県の出発」

平成30年（2018）は、明治元年（1868）から数えて150年に当たります。明治時代は、２
世紀半続いた幕藩体制が倒れ、社会のあらゆる分野で近代化が進み、現在にも続く
枠組みが作られた一大変革期です。この企画展では、幕末期の動乱を経て、現在の
飛驒・美濃にまたがる岐阜県が誕生し、そこを舞台に展開された近代化の様相を明治
期岐阜県庁事務文書をはじめとした館蔵資料を通じて紹介します。

10月15日～11月30日 岐阜県歴史資料館 岐阜県歴史資料館 無料
岐阜県歴史資料館：
http://www.pref.gifu.lg.jp/kyoiku/bunk
a/bunkazai/21402/index_6459.html

岐阜県歴史資料館
058-263-6678

岐阜県 岐阜市 ③ 特別展「発掘された日本列島２０１８」
日本国内では毎年8,000件近くの発掘調査が行われています。近年全国的に注目さ
れた発掘調査の成果を速報という形で紹介するとともに、岐阜県内の最新の発掘情
報を合わせて展示します。

9月22日～10月31日 岐阜市歴史博物館 岐阜市
岐阜市歴史博物館：
http://www.rekihaku.gifu.gifu.jp/

岐阜市歴史博物館
058-265-0010

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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
講座「落語って面白い　落語の祖・安楽
庵策伝を学ぶ」

岐阜ゆかりの僧侶で、落語の祖といわれる安楽庵策伝にちなんで、落語を楽しむ講座
です。①岐阜落語を聴く会、②岐阜大学落語研究会を講師として招き２回開催します。

①10月20日
②11月3日

岐阜市歴史博物館 岐阜市 無料 http://www.rekihaku.gifu.gifu.jp/
岐阜市歴史博物館
058-265-0010

事前申込要

岐阜県 岐阜市 ① 講座「岐阜提灯を作る」 国の伝統的工芸品に指定されている岐阜提灯を製作し、その技術を学ぶ講座です。 11月7日～11月9日 岐阜市歴史博物館 岐阜市 http://www.rekihaku.gifu.gifu.jp/
岐阜市歴史博物館
058-265-0010

事前申込要

岐阜県 岐阜市 ③ 企画展「加藤栄三・東一　素描の魅力」
本画が出来るまで画家は多くの素描を描きながら構想を練っていきます。「素描の達
人」として高い評価を受けた栄三・東一が題材と対峙しながら何を伝えたかったのか、
素描を通して確認できる展覧会です。

10月2日～12月27日 加藤栄三・東一記念美術館 岐阜市
加藤栄三・東一記念美術館HP：
http://www.rekihaku.gifu.gifu.jp/katouk
inen/katouindex.html

加藤栄三・
東一記念美術館
058-264-6410

岐阜県 岐阜市 ③
企画展
「創立６５周年記念　岐阜形象派展」

1953年に設立された形象派美術協会が65周年を迎えたことを記念した展覧会です。
岐阜県在住の会員11名の新作・近作18点を展示します。

10月2日～11月11日 加藤栄三・東一記念美術館 岐阜市
加藤栄三・東一記念美術館HP：
http://www.rekihaku.gifu.gifu.jp/katouk
inen/katouindex.html

加藤栄三・
東一記念美術館
058-264-6410

岐阜県 岐阜市 ①，② 岐阜市教育委員会表彰 岐阜市の教育、学術及び文化の振興発展に貢献した者を表彰します。 11月5日 みんなの森ぎふメディアコスモス 岐阜市教育委員会 無料
岐阜市教育委員会
事務局教育政策課政策係

岐阜県 岐阜市 ③ さんぽde野外ライブtoスペシャルライブ

誰もが気軽に街中で音楽を楽しんでもらうイベントです。「みんなの森　ぎふメディアコ
スモス」を中心に、他７ヶ所でさまざまな音楽に触れ合うことができます。また、夜の部
では、岐阜にゆかりのあるロックバンドcinema staffによるスペシャルライブを行いま
す。

11月4日

①みんなの森　ぎふメディアコス
モス　みんなの広場　カオカオ
②ドリームシアター岐阜
③岐阜髙島屋前わくわくステージ
④金公園時計台広場
⑤じゅうろくてつめいギャラリー
⑥円徳寺
⑦柳ケ瀬界隈飲食店エムズカフェ
⑧柳ケ瀬界隈飲食店パノニカ
⑨スペシャルライブ岐阜市民会館
大ホール

せせらぎの並木ミュージックコンサー
ト実行委員会、岐阜市

さんぽde野外ライブtoスペシャルライ
ブ：
http://www.city.gifu.lg.jp/20422.htm

岐阜市役所
文化芸術課
（本庁舎７階）
058-214-4973

岐阜県 岐阜市 ③ 第40回ぎふアジア映画祭
普段市民の目に触れる機会が少ないアジアの多彩な映画を上映することで、アジア
各国の文化風習などを紹介します。

9月15日～17日，
22日～24日，30日，
10月13日，19日，28日，
11月8日，9日，
23日，25日

岐阜市文化センター、
岐阜市民会館、CINEX

一般財団法人
岐阜市公共ホール管理財団・
岐阜市

第40回ぎふアジア映画祭：
http://gifuasia.com/

岐阜市文化センター
058-262-6200

岐阜県 岐阜市 ③
ザ・グレン・ミラーオーケストラ
Japan　Tour 2018　岐阜公演

世界中で世代を超えて愛されているザ・グレン・ミラーオーケストラのコンサートを開催
します。

11月11日 岐阜市民会館
一般財団法人
岐阜市公共ホール管理財団

岐阜市民会館：
http://gifu-civic.info/

岐阜市民会館
058-262-8111

岐阜県 岐阜市 ③ 第71回岐阜市美術展覧会 一般公募作品（日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真、グラフィックデザイン）の展示 10月20日～28日
みんなの森
ぎふメディアコスモス

岐阜市、岐阜市美術展覧会実行委
員会、公益財団法人岐阜市教育文
化振興事業団

無料
岐阜市生涯学習センター：
https://gikyobun.or.jp/heartful/shogai
gakushu/bunka/fes/bijyutu/

岐阜市美術展覧会
実行委員会
058-268-1050

岐阜県 岐阜市 ③ 第54回岐阜市文芸祭
一般公募作品（短編、児童文学、現代詩、歌詞、短歌、俳句、川柳、連句、狂俳）の展
示

11月20日～24日
ハートフルスクエアーＧ
交流サロン

岐阜市、岐阜市文芸祭実行委員会、
公益財団法人岐阜市教育文化振興
事業団

無料
岐阜市生涯学習センター：
https://gikyobun.or.jp/heartful/shogai
gakushu/bunka/fes/bungei/

岐阜市文芸祭
実行委員会
058-268-1050

岐阜県 岐阜市 ③ 第31回岐阜市民芸術祭 邦舞の部「長良川おどり」 10月21日
岐阜市民会館
大ホール

岐阜市、岐阜市民芸術祭実行委員
会、公益財団法人岐阜市教育文化
振興事業団

岐阜市生涯学習センター：
https://gikyobun.or.jp/heartful/shogai
gakushu/bunka/fes/geijyutu/

岐阜市民芸術祭
実行委員会
058-268-1050

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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岐阜県 岐阜市 ③ 第31回岐阜市民芸術祭 洋楽部会推薦リサイタルシリーズVol.8 10月27日 岐阜市文化センター　小劇場
岐阜市、岐阜市民芸術祭実行委員
会、公益財団法人岐阜市教育文化
振興事業団

岐阜市生涯学習センター：
https://gikyobun.or.jp/heartful/shogai
gakushu/bunka/fes/geijyutu/

岐阜市民芸術祭
実行委員会
058-268-1050

岐阜県 岐阜市 ③ 第31回岐阜市民芸術祭 公開オーディションによる第19回岐阜市新進演奏家コンサート 11月18日 岐阜市文化センター　小劇場
岐阜市、岐阜市民芸術祭実行委員
会、公益財団法人岐阜市教育文化
振興事業団

岐阜市生涯学習センター：
https://gikyobun.or.jp/heartful/shogai
gakushu/bunka/fes/geijyutu/

岐阜市民芸術祭
実行委員会
058-268-1050

岐阜県 岐阜市 ③ 第31回岐阜市民芸術祭 ぎふ演劇シーズン2018　演劇ニッケル『神無町筆記本シリーズ』
10月18日,26日,11月8
日,12日

カフェ「星時」
岐阜市、岐阜市民芸術祭実行委員
会、公益財団法人岐阜市教育文化
振興事業団

岐阜市生涯学習センター：
https://gikyobun.or.jp/heartful/shogai
gakushu/bunka/2018.html

岐阜市民芸術祭
実行委員会
058-268-1050

岐阜県 岐阜市 ③ 第31回岐阜市民芸術祭 ぎふ演劇シーズン2018　劇団ゼロ『ねずみとり　The　Mousetrap』 11月3日～4日 アトリエ・ゼロ
岐阜市、岐阜市民芸術祭実行委員
会、公益財団法人岐阜市教育文化
振興事業団

岐阜市生涯学習センター：
https://gikyobun.or.jp/heartful/shogai
gakushu/bunka/2018.html

岐阜市民芸術祭
実行委員会
058-268-1050

岐阜県 岐阜市 ③ 第31回岐阜市民芸術祭 ぎふ演劇シーズン2018　劇団芝居屋かいとうらんま『月見里教授と箱』 11月9日～11日 御浪町ホール
岐阜市、岐阜市民芸術祭実行委員
会、公益財団法人岐阜市教育文化
振興事業団

岐阜市生涯学習センター：
https://gikyobun.or.jp/heartful/shogai
gakushu/bunka/2018.html

岐阜市民芸術祭
実行委員会
058-268-1050

岐阜県 岐阜市 ③ 第31回岐阜市民芸術祭 ぎふ演劇シーズン2018　劇団アルデンテ『DDDD-デス屋で働くデーモンなダーリン-』 11月16日～18日 アトリエ・ゼロ
岐阜市、岐阜市民芸術祭実行委員
会、公益財団法人岐阜市教育文化
振興事業団

岐阜市生涯学習センター：
https://gikyobun.or.jp/heartful/shogai
gakushu/bunka/2019.html

岐阜市民芸術祭
実行委員会
058-268-1050

岐阜県 岐阜市 ④ ぎふサイエンスフェスティバル２０１７ 講演会及び科学実験工作やサイエンスショー 11月25日 岐阜市文化センター
ぎふサイエンスフェスティバル
実行委員会

無料
岐阜市科学館
058-272-1333

講演会は事前申込必
要

岐阜県 岐阜市 ① 国際インラインスケート岐阜長良大会
インラインスケートの国際大会です。ロードレースとインラインホッケーの２種類を行い
ます。

11月11日
長良川公園・
高橋尚子ロード

インラインスケート岐阜
長良川大会実行委員会

日本インラインスケート協会：
http://www.inlineskate.or.jp/181111na
garagawa.htm

岐阜市教育委員会
市民体育課
058-265-4141
(内線6392)

岐阜県 岐阜市 ① 岐阜市健幸エンジョイ・スポーツＤＡＹ レクリエーションスポーツ体験とノルディックウォーキング教室を行います。 11月3日 岐阜公園
岐阜市スポーツ・
レクリエーション祭実行委員会

無料

岐阜市教育委員会
市民体育課
058-265-4141
(内線6390)

岐阜県 岐阜市 ③ 施設の無料開放
岐阜県では、11月3日を「岐阜～ふるさとを学ぶ日」としており、当施設に無料で入館で
きます。

11月3日 岐阜県美術館 岐阜県美術館 無料

みんなで行こう美術館・博物館：
http://www.pref.gifu.lg.jp/kyoiku/bunk
a/bunka-geijutsu/17768/sisetsu-
muryou.html

岐阜県環境生活部
県民文化局文化伝承課
058-272-8756

岐阜県 岐阜市 ③
岐阜県芸術文化会議・岐阜県美術館
秋のコンサート　温故知新－音の旅路－

岐阜県芸術文化会議会員による歌唱、現代舞踏、ピアノのコンサートです。 10月19日 岐阜県美術館
岐阜県美術館　岐阜県芸術文化会
議

無料
岐阜県美術館：
http://www.kenbi.pref.gifu.lg.jp/

岐阜県美術館
058-271-1313

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 ③
明治150年事業　郷土作家展示
「飛山濃水の文学」

明治150年の機運を高めるとともに、郷土を知り学び、ふるさとへの誇りと愛着を育む
機会の創出のため、明治・大正・昭和の郷土作家11人に関する資料及び、特集企画
第3回「明治の交通」として関連資料を紹介します。

10月2日～12月27日 岐阜県図書館 岐阜県図書館 無料
岐阜県図書館：
http://www.library.pref.gifu.lg.jp/

岐阜県図書館
058-275-5111

岐阜県 岐阜市 ③
スタンプラリー
「ぎふの図書館をめぐろう　第２弾」（仮）

地域の図書館の魅力を知ってもらうために、各図書館で実施している事業を紹介する
スタンプラリーを実施します。スタンプラリーで実際に各図書館へ足を運んでもらい、日
常的な図書館の利用に結び付けることで、全県域での図書館利用と読書推進の振興
を図ります。

10月27日～12月23日 岐阜県図書館 岐阜県図書館 無料
岐阜県図書館：
http://www.library.pref.gifu.lg.jp/

岐阜県図書館
058-275-5111

岐阜県 岐阜市 ③
紺野美沙子名誉館長朗読会
「ベルベットのうさぎ」

岐阜県図書館・紺野美沙子名誉館長の朗読会を開催します。
出演：〈朗読〉紺野美沙子氏
　　　　〈影絵〉ジャック・リー・ランダル氏　他

11月3日 岐阜県図書館 岐阜県図書館 無料
岐阜県図書館：
http://www.library.pref.gifu.lg.jp/

岐阜県図書館
058-275-5111

岐阜県 岐阜市 ③ 影絵のワークショップ（子供向け）

岐阜県図書館・紺野美沙子名誉館長の朗読会の出演者であるジャック・リー・ランダル
氏と広田郁世氏による子ども向け影絵ワークショップです。
定員：３０名
対象：小学生～中学生

11月3日 岐阜県図書館 岐阜県図書館 無料
岐阜県図書館：
http://www.library.pref.gifu.lg.jp/

岐阜県図書館
058-275-5111

岐阜県 岐阜市 ③
なつかシネマ上映
「ビザと美徳～日本のシンドラー杉原千
畝～」「ふるさと」「瀬戸内少年野球団」

古き良き時代の映画、見逃していたあの作品、黄金時代に作られた名作の数々を、当
館が所蔵するビデオの中からセレクトして上映します。

11月3日 岐阜県図書館 岐阜県図書館 無料
岐阜県図書館：
http://www.library.pref.gifu.lg.jp/

岐阜県図書館
058-275-5111

岐阜県 岐阜市 ③ 第24回児童地図作品展
児童生徒の自主的な研究活動を推奨し、地図に関する興味や関心、活用能力を高め
ることを願って開催し、入賞作品を展示します。

10月28日～11月11日 岐阜県図書館 岐阜県図書館 無料
岐阜県図書館：
http://www.library.pref.gifu.lg.jp/

岐阜県図書館
058-275-5111

岐阜県 岐阜市 ①，③ 岐阜県発掘調査報告会 近年実施された県内の発掘調査報告を行い、埋蔵文化財に対する理解を深めます。 10月20日 岐阜県図書館 岐阜県文化財保護センター 無料

県文化財保護センター：
http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-
gaiyo/soshiki-annai/kankyo-
seikatsu/bunkazai/

岐阜県文化財保護センター
058-237-8550

岐阜県 岐阜市
①，
②，③

岐阜大学公開講座
「地域科学部の授業Ⅱ」

岐阜大学地域科学部では、高校生以上のみなさまを対象とした公開講座を毎年開催
しています。
2018年度のテーマは、「地域科学部の授業Ⅱ」。地域科学部の魅力である幅広い分野
の講義が体験できる公開講座が昨年度大変好評だったことを受け、今年度も引き続き
本学部の授業を味わえる講座を開催します。文化人類学、人類学、フランス語、ドイツ
文化、科学、物性物理学の先生方による講義を予定しています。

10月13日，
20日，27日

岐阜大学地域科学部
101講義室

国立大学法人岐阜大学 無料
http://www.rs.gifu-
u.ac.jp/newstopics/2018/07/10/2018.
html

岐阜大学地域科学部
総務係
058-293-3003
chiiki@gifu-u.ac.jp

岐阜県 岐阜市 ②，④
応用生物科学部中学生のための体験科
学講「あなたも科学者」

中学生を対象に本学部で行っている研究に触れていただき，理科への興味・学習意
欲の向上を高めると共に，理系志願者の増員および岐阜大学への関心を高めること
を目的として講座を開催します。

10月13日 岐阜大学応用生物科学部 国立大学法人岐阜大学 無料
http://www.abios.gifu-
u.ac.jp/news/2018/07/2018070501s.h
tml

岐阜大学
応用生物科学部総務係
058-293-2832

要事前申込

岐阜県 岐阜市 ①
岐阜大学医学市民講座
「皮ふの病気と治療の進歩」

大学が持つ専門的・総合的な教育機能を社会に開放することにより、学習の機会を社
会に対して提供するため、開催するものです。

10月14日 じゅうろくプラザ　ホール

国立大学法人岐阜大学
大学院医学系研究科
（共催）
第30回日本医学会総会2019中部
岐阜県医師会

無料
http://www.med.gifu-
u.ac.jp/shimin/index.html

岐阜大学医学系研究科・
医学部総務係
058-230-6054

事前申込要

岐阜県 岐阜市 ③ 岐大祭
学生の正課研究，学術文化活動及び課外活動の祭典として，年間を通した取組みの
成果を学内外に発表し，地域社会とともに考え，より発展させる機会を作る場であり，
毎年，学生の自主的な企画・運営により開催します。

10月25日～10月28日 岐阜大学 国立大学法人岐阜大学 無料 http://gidaisai.jp/
岐阜大学学務部
学生支援課学生支援係
058-293-2148

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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、④
岐阜大学公開講座　化石教室
「大学生と学ぶ恐竜学入門」

ニワトリの足の骨格標本を作り、鳥類と恐竜の系統関係について考察します。始祖鳥
化石のレプリカを観察し、始祖鳥化石の発見と解釈について講義します。動物の分
類、進化、相同器官などについて考察します。

10月28日
岐阜大学
教育学部

国立大学法人岐阜大学 https://www.gifu-u.ac.jp/news/event/
岐阜大学教育学部総務係
058-293-2351

要事前申込

岐阜県 岐阜市
①、
③、④

第35回岐阜シンポジウム
「岐阜大学の文化・芸術に浸ろう！」

岐阜大学講堂にて研究発表、シンポジウムを開催する。岐阜大学のアカデミックな空
間がこれまで生み出してきた文化・芸術・建築を紹介する。図書館にて展示の企画を
開催する。

11月4日 岐阜大学講堂 国立大学法人岐阜大学 無料
岐阜大学
研究推進部研究推進課
058-293-3354

岐阜県 岐阜市 ①,④
岐阜大学公開講座「生命科学の扉を開
く」～研究が皆さんの日常生活にもたら
すもの～

生命や身の回りの様々な事象を紐解く生命科学には、多彩な世界が広がっていま
す。今回の講座では、微生物からわかることについて、ES細胞とiPS細胞の話の話、
そして緑化や植林活動が野生種遺伝的多様性や繁殖に及ぼす影響について、といっ
た幅広い話題を、それぞれの専門の立場から分かりやすく解説します。

11月4日 岐阜大学ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽ 国立大学法人岐阜大学 無料
岐阜大学
研究推進部研究推進課
058-293-2014

岐阜県 岐阜市 ①、②
岐阜大学教育学部公開講座
「聴覚障害児・者への理解」

近年、映画やテレビなどメディアにおいて聴覚障害が取り上げられており、社会の聴
覚障害に対する理解がより進んでいる状況にあります。本講座では情報保障（情報支
援）等の体験を交えながら講義を行います。

11月10日
岐阜大学
教育学部

国立大学法人岐阜大学 無料
http://www.ed.gifu-
u.ac.jp/~jissencenter/index.html

岐阜大学教育学部総務係
058-293-2351

要事前申込

岐阜県 岐阜市 ①、④
岐阜大学公開講座　親子天文教室
「望遠鏡を作って月を見よう！」

天体観察を通じて、科学技術に対する興味・関心を高めると同時に、親子で製作や観
察活動を行うことで、親子のコミュニケーションを深める機会を提供します。

11月11日
岐阜大学
教育学部

国立大学法人岐阜大学 https://www.gifu-u.ac.jp/news/event/
岐阜大学教育学部総務係
058-293-2351

要事前申込

岐阜県 岐阜市 ①
平成30年度岐阜聖徳学園大学公開講座
福岡政行客員教授講演会

「米国 中間選挙の直前予想－トランプ政権と日米関係－」をメインテーマに本学の客
員教授である福岡政行氏から全国各地から得た生の情報を元に講演いただきます。

11月2日 じゅうろくプラザ
岐阜聖徳学園大学地域・
社会連携センター

無料
http://www.shotoku.ac.jp/regional_con
tribution/g-sec/index.php

岐阜聖徳学園大学地域・
社会連携センター事務局
058-279-6710

岐阜県 郡上市 ② 第８回郡上市吹奏楽合同演奏会 市内中学校及び高等学校の吹奏楽部による合同演奏会です。 11月3日 郡上市総合文化センター 郡上市教育委員会 無料
郡上市教育委員会
学校教育課
0575-67-1468

岐阜県 神戸町 ③
神戸町日比野五鳳記念美術館
無料開放

神戸町日比野五鳳記念美術館を無料で観覧できます。 11月3日～11月4日 神戸町日比野五鳳記念美術館 神戸町 無料
日比野五鳳記念美術館
0584-27-7320

岐阜県 神戸町 ③ 神戸町日比野五鳳記念美術館「秋季展」 現代仮名書壇の最高位であられた故日比野五鳳先生の作品を展示します。 11月3日～11月26日 神戸町日比野五鳳記念美術館 神戸町
日比野五鳳記念美術館
0584-27-7320

毎週火曜日休館
一般・大学生/210円
小学生以上/100円

岐阜県 神戸町 ① 神戸町文化祭 文化団体連絡協議会の発表、町内小中学生や一般の作品の発表等を行います。 11月3日～11月4日 神戸町中央公民館・町民体育館 神戸町教育委員会 無料
神戸町中央公民館
0584-27-7321

岐阜県 神戸町 ① 神戸町青少年健全育成大会

青少年を取り巻く環境が大きく変化している今日、青少年が夢と生きがいを持ち、健や
かで、たくましく成長するように、家庭・学校・地域社会が連携を深め、健全育成の環
境づくりに努めなければなりません。次代を担う青少年を健全に育成することは、町民
一人ひとりに課せられた責務です。この認識のもとに、町民と地域で活動されている
青少年育成関係者が一堂に会し、本大会を開催することにより、地域における青少年
の健全育成活動の一層の推進を図ります。

11月3日 神戸町中央公民館 神戸町青少年健全育成町民会議 無料

神戸町青少年健全育成
町民会議事務局
（生涯学習課社会教育係）
0584-27-3111

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 白川町 ①，④ ふるさとふれあい展 町民の芸術作品、公民館講座の成果品やサークルなどの活動作品を展示します。 11月2日～4日 白川町町民会館 白川町 無料
白川町教育委員会
0574-72-2317

岐阜県 白川町 ① 美濃白川ふるさとまつり 行政、各種団体、商工業者によるPRブース及び芸能ステージがあります。 11月4日 白川町町民会館 ふるさとまつり実行委員会 無料
白川町企画課
0574-72-1311

岐阜県 関市 ①，④
特別展「信長・秀吉・家康と美濃池田家
－大御乳・池田恒興・輝政の戦い－」

美濃に関わりの深い戦国大名池田氏（大おち・恒興・輝政）を軸として全国各地に所在
する「天下人」に関する文化財を展示し、織豊政権・徳川政権の形成にこの地が果た
した役割を探ります。

9月14日～11月11日 岐阜県博物館 岐阜県博物館
岐阜県博物館ＨＰ：
http://www.gifu-kenpaku.jp/

岐阜県博物館
0575-28-3111

一般600円，
大学生300円，
高校生以下無料
11月3日は無料

岐阜県 関市 ①
マイミュージアムギャラリー第４回展示
「ギネス認定　きものコレクション　～岐阜
ゆかりのきものたち～」

揖斐川町在住の樋口冨喜子さんの６０００点余りのコレクションの中から、岐阜出身の
人間国宝の作品や鵜飼、ひょうたんなど岐阜に関連した意匠が描かれた着物など、岐
阜県ゆかりの着物約１００点を展示します。

10月6日～11月25日 岐阜県博物館 岐阜県博物館 無料
岐阜県博物館ＨＰ：
http://www.gifu-kenpaku.jp/

岐阜県博物館
0575-28-3111

岐阜県 関市 ①
オータムフェスティバル
けんぱくワークショップ

岐阜県百年公園が開催する「オータムフェスティバル」の協賛イベントとして体験コー
ナーを開催します。ドングリのおもちゃで遊んだり（無料）、化石クリーニング（有料）を
体験します。

10月20日・21日 岐阜県百年公園 岐阜県博物館

岐阜県博物館ＨＰ：
http://www.gifu-kenpaku.jp/
岐阜県百年公園ＨＰ：
http://hyakunen-kouen.jp/

岐阜県博物館
0575-28-3111
岐阜県百年公園
0575-28-2166

材料費100円～700円

岐阜県 関市 ①，④
博物館学芸講座　特別企画
「池田輝政と美濃・三河」

織豊期研究の第一線でご活躍の谷口央先生をお招きし、岐阜城主、三河吉田城主と
しての池田輝政の姿を中心にお話いただきます。

10月21日 岐阜県博物館 岐阜県博物館 無料
岐阜県博物館ＨＰ：
http://www.gifu-kenpaku.jp/

岐阜県博物館
0575-28-3111

予約必要
詳細はＨＰ

岐阜県 関市 ①，④
けんぱく教室
「百年公園で秋を見つけよう」

百年公園内の里山を巡る自然観察会です。実りの秋に、採取できるどんぐりの見分け
方を知ることができるとともに、秋ならではの植物を観察します。

10月27日 岐阜県博物館 岐阜県博物館 無料
岐阜県博物館ＨＰ：
http://www.gifu-kenpaku.jp/

岐阜県博物館
0575-28-3111

予約必要
詳細はＨＰ

岐阜県 関市 ① わくわく体験
主に家族連れを対象に、化石クリーニング体験・化石レプリカづくり・万華鏡づくり・ど
んぐり標本箱づくりを行います。

10月28日 岐阜県博物館 岐阜県博物館
岐阜県博物館ＨＰ：
http://www.gifu-kenpaku.jp/

岐阜県博物館
0575-28-3111

入館料＋
材料費100円～700円

岐阜県 関市 ①
県民文化の日
けんぱくワークショップ

県内文化施設の無料開放に伴い、日曜日を中心に開催している「わくわく体験」のメ
ニューに、特別メニューを加えて実施します。

11月3日 岐阜県博物館 岐阜県博物館
岐阜県博物館ＨＰ：
http://www.gifu-kenpaku.jp/

岐阜県博物館
0575-28-3111

材料費100円～700円

岐阜県 関市 ①，④
特別展講演会
「池田恒興像考－池田家の始祖認識と
画像－」

県博に全国から主だった池田恒興像が勢揃い。この分野にも造詣の深い講師をお招
きし、始祖恒興の画像を通して池田家の本質に迫ります。逸品の資料群を通した精緻
な分析から歴史学の神髄に触れる講演会です。

11月4日 岐阜県博物館 岐阜県博物館 無料
岐阜県博物館ＨＰ：
http://www.gifu-kenpaku.jp/

岐阜県博物館
0575-28-3111

予約必要
詳細はＨＰ

岐阜県 関市 ① わくわく体験
主に家族連れを対象に、化石クリーニング体験・化石レプリカづくり・万華鏡づくり・ど
んぐり標本箱づくりを行います。

11月11日 岐阜県博物館 岐阜県博物館
岐阜県博物館ＨＰ：
http://www.gifu-kenpaku.jp/

岐阜県博物館
0575-28-3111

入館料＋
材料費100円～700円

岐阜県 関市 ①，④
けんぱく教室
「木の実を使って季節飾りやアクセサリー
をつくろう」

どんぐりでアクセサリーを作ったり、クリスマスが待ち遠しくなるようなかわいいサンタさ
んやツリーを作ったりして、季節を感じながら自然について楽しく学びます。

11月18日 岐阜県博物館 岐阜県博物館
岐阜県博物館ＨＰ：
http://www.gifu-kenpaku.jp/

岐阜県博物館
0575-28-3111

入館料のみ

岐阜県 関市 ③
第６３回関市文化祭
洋楽祭

コーラ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
関市HP：
http://www.city.seki.lg.jp/

文化課
0575-24-6455

岐阜県 関市 ③ 施設の無料開放 常設展示の無料公開をします 11月3日 関市洞戸円空記念館 関市文化課 無料
関市HP：
http://www.city.seki.lg.jp/

文化課
0575-24-6455

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 関市 ③ 施設の無料開放 常設展示の無料公開をします 11月3日 関市円空館 関市文化課 無料
関市HP：
http://www.city.seki.lg.jp/

文化課
0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
百の墨
日々刻々－いろいろのいろ墨のいろ

百種類の墨を使って描く抽象画家、荒井恵子の作品連「百の墨　日々刻々－いろいろ
のいろ墨のいろ」を開催します。

11月9日～12月23日 関市立篠田桃紅美術空間 関市篠田桃紅美術空間
関市HP：
http://www.city.seki.lg.jp/

関市立篠田桃紅美術空間
0575-23-7756

岐阜県 関市 ① 関市青少年育成市民大会
子ども・若者育成支援に対する理解を深めるとともに、家庭・学校・地域・関係機関が
一体となって市民ぐるみの実践活動が展開されるように、その推進と定着化を図りま
す。

11月3日 関市わかくさ・プラザ　学習情報館
関市青少年育成市民会議
関市青少年健全育成協議会

無料
協働推進部
生涯学習課
0575-23-7777

岐阜県 関市 ③ 施設の無料開放
岐阜県では、11月3日を「岐阜～ふるさとを学ぶ日」としており、当施設に無料で入館で
きます。

11月3日 岐阜県博物館 岐阜県博物館 無料

みんなで行こう美術館・博物館：
http://www.pref.gifu.lg.jp/kyoiku/bunk
a/bunka-geijutsu/17768/sisetsu-
muryou.html

岐阜県環境生活部
県民文化局文化伝承課
058-272-8756

岐阜県 関市 ①
岐阜―ふるさとを学ぶ日
けんぱくワークショップ

化石レプリカ作り、化石掘り出し体験、万華鏡作り、どんぐり標本箱作り、組紐ストラッ
プ作りなど、楽しい体験教室です。

11月3日 岐阜県博物館 岐阜県博物館 http://www.gifu-kenpaku.jp/
岐阜県博物館
0575-28-3111

岐阜県 関市 ①
講演会「池田恒興像考―池田家の始祖
認識と画像―」

池田家家中における恒興像の扱いを通して、池田家の特質に迫る講演会。逸品の資
料群を通した精緻な分析から歴史学の神髄に触れます。

11月4日 岐阜県博物館 岐阜県博物館 http://www.gifu-kenpaku.jp/
岐阜県博物館
0575-28-3111

岐阜県 関市 ①，③
特別展「信長・秀吉・家康と美濃池田家
―大御乳・池田恒興・輝政の戦い―」

美濃に関わりの深い戦国大名池田氏と３人の天下人とのつながりを示す全国各地の
文化財を展示し、織豊政権・徳川政権の形成にこの地が果たした役割を探ります。

9月14日～11月11日 岐阜県博物館 岐阜県博物館 http://www.gifu-kenpaku.jp/
岐阜県博物館
0575-28-3111

岐阜県 関市 ③ 第68回関市美術展 洋画・日本画・書道・写真など8部門の作品展示がご覧いただけます。 10月20日～28日 関市文化会館 関市文化課 無料
関市HP：
http://www.city.seki.lg.jp/

文化課
0575-24-6455

岐阜県 関市 ③ アフタヌーンコンサート 複音ハーモニカ独奏とアンサンブルがお楽しみいただけます。 11月10日 関市文化会館 関市文化課 無料
関市HP：
http://www.city.seki.lg.jp/

文化課
0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
古式日本刀鍛錬・外装技能師
実演一般公開
刀剣なんでも無料相談

古式日本刀鍛錬　鋼を熱しては打つ、火花飛び散る迫力の鍛錬をご覧いただけます。
外装技能師実演　刀の外装を作る職人（研師、柄巻師、鞘師、白銀師）の技術をご覧
いただけます。
刀剣なんでも無料相談を開催します。

11月4日 関鍛冶伝承館
関伝日本刀鍛錬技術保存会・
関市文化課

関市HP：
http://www.city.seki.lg.jp/

文化課
0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
第63回関市文化祭
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
関市HP：
http://www.city.seki.lg.jp/

文化課
0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
第63回関市文化祭
菊花展

菊友会会員や児童生徒が栽培した菊の展示がご覧いただけます。 11月3日～13日 関市文化会館 関市文化課 無料
関市HP：
http://www.city.seki.lg.jp/

文化課
0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
第63回関市文化祭
盆栽展２部

盆栽の展示がご覧いただけます。 11月10日，11日 関市文化会館 関市文化課 無料
関市HP：
http://www.city.seki.lg.jp/

文化課
0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
第63回関市文化祭
文芸大会

一般公募した文芸作品の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
関市HP：
http://www.city.seki.lg.jp/

文化課
0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
第６３回関市文化祭
洋楽祭

コーラ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
関市HP：
http://www.city.seki.lg.jp/

文化課
0575-24-6455

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 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20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/

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20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します。②ステージでの発表や作品を展示し、地域の方々に見て
いただき、一緒に楽しみます。

10月20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 高山市 ③ 2018伊藤正道 原画展  えほんの世界
飛騨地域でもファンが多い絵本作家・イラストレーター伊藤正道の原画展です。数多く
の原画と絵本をあわせて展示します。飛騨・世界生活文化センターのほか、11月12日
～30日まで、巡回展を高山市図書館 煥章館で開催します。

10月6日～11月30日
飛騨・世界生活文化センター
ほか

飛騨・世界生活文化センター
活用推進協議会

無料
飛騨・世界生活文化センター：
http://hida-center.jp/

飛騨・世界生活文化セン
ター
（飛騨コンソーシアム企画
部）
0577-37-6111

岐阜県 高山市 ③
アートラボぎふ
クリスの歴史　pop up art

”日本の歴史”好きとしても知られる人気ラジオＤＪクリス・グレン氏による、映像上映＋
レクチャーを、夜の高山陣屋という特別な空間で行う。

10月28日 高山陣屋
岐阜県・公益財団法人岐阜県教育
文化財団

アートラボぎふ：
https://www.gifu-art.jp/art-labo/

アートラボぎふ事務局
TEL:058-264-1174
FAX:058ｰ266-6300
Mail:artlabgifu@prad.co.jp

岐阜県 高山市 ③ 施設の無料開放
岐阜県では、11月3日を「岐阜～ふるさとを学ぶ日」としており、当施設に無料で入館で
きます。

11月3日 国史跡　高山陣屋 岐阜県高山陣屋管理事務所 無料

みんなで行こう美術館・博物館：
http://www.pref.gifu.lg.jp/kyoiku/bunk
a/bunka-geijutsu/17768/sisetsu-
muryou.html

岐阜県環境生活部
県民文化局文化伝承課
058-272-8756

岐阜県 高山市 ①，③ 飛騨国府事務所展示
「飛騨の土偶」をテーマに、センターが飛騨地域において発掘調査を行い収蔵・保管し
ている縄文時代の遺物から特に土偶を中心に展示を行います。

11月3日，4日
岐阜県文化財保護センター
飛騨国府事務所

岐阜県文化財保護センター 無料

県文化財保護センター：
http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-
gaiyo/soshiki-annai/kankyo-
seikatsu/bunkazai/

岐阜県文化財保護センター
飛騨駐在事務所
0577-78-2212

岐阜県 多治見市 ③ 施設の無料開放
岐阜県では、11月3日を「岐阜～ふるさとを学ぶ日」としており、当施設に無料で入館で
きます。

11月3日 岐阜県現代陶芸美術館 岐阜県現代陶芸美術館 無料

みんなで行こう美術館・博物館：
http://www.pref.gifu.lg.jp/kyoiku/bunk
a/bunka-geijutsu/17768/sisetsu-
muryou.html

岐阜県環境生活部
県民文化局文化伝承課
058-272-8756

岐阜県 多治見市 ③ 加藤土師萌展

本展覧会では、「黄地紅彩」や「萌葱金襴手」などを再現し、人間国宝に認定された岐
阜県ゆかりの加藤土師萌の没後５０年を記念し、初期から晩年にいたる多彩な作品と
ともに、図案や海外滞在時のスケッチなども併せて展示し、幅広い創作活動を紹介し
ます。

9月8日～11月4日 岐阜県現代陶芸美術館 岐阜県現代陶芸美術館
現代陶芸美術館：
http://www.cpm-gifu.jp/museum

岐阜県現代陶芸美術館
0572-28-3100

岐阜県 多治見市 ①
公開講座「グリーンテクノロジーに資する
機能性材料」

セラミックスの中でも、触媒や燃料電池材料などはエネルギー・環境負荷の低減につ
ながるグリーンテクノロジーのための機能性材料として広く研究されています。本講座
では先端材料開発の動向を紹介します。

11月1日
名古屋工業大学
先進セラミックス研究センター

名古屋工業大学
https://www.nitech.ac.jp/course/kouz
a/ippan/21.html

学務課学部係
052-735-5066

岐阜県 土岐市 ③ 土岐市市民音楽祭 児童から大人まで市民の方々による吹奏楽・合唱・合奏を行います。 11月10日，11日 土岐市文化プラザ 土岐市教育委員会 無料

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 土岐市 ③ 暮雪庵茶会 茶会文化を楽しみます。 11月10日，11日 織部の里公園 土岐市教育委員会

岐阜県 土岐市 ③ 土岐市文化祭美術展 一般の方が制作した作品を展示します。 11月15日～18日 セラトピア土岐 土岐市教育委員会 無料
出品料は1点につき
500円

岐阜県 土岐市 ③ 土岐市文化祭美術展幼少年部 市内の児童・生徒が制作した作品の中から、優れた作品を展示します。 11月2日～4日 セラトピア土岐 土岐市教育委員会 無料

岐阜県 土岐市 ③ 11月3日（文化の日）無料開館 「岐阜～ふるさとを学ぶ日」の協賛事業として、施設の無料開館を行います。 11月3日 土岐市美濃陶磁歴史館 土岐市教育委員会 無料

11/3のみ入館無料
（入館料：一般200円
[150円]、大学生100
円[70円]、高校生以
下無料　[　]内は団体
料金）

岐阜県 富加町 ① 「青少年を守るつどい」
町民の青少年育成に対する意識の高揚を図るため、青少年育成功労者の表彰・宮城
研修発表・小中学生代表による作文発表・元全日本女子バレーボール代表の大山加
奈さんによるスポーツ講演会を行います。

11月10日 タウンホールとみか 富加の青少年を育てる会 無料
富加町教育委員会事務局
0574-54-2177

岐阜県 中津川市 ③ 馬籠宿場まつり 皇女和宮降嫁行列が再現されます。 11月3日 馬籠宿 馬籠観光案内所 無料
木曽馬籠：
http://www.kiso-magome.com/

馬籠観光案内所
0573-69-2336

岐阜県 中津川市 ③ 落合宿まつり 石場搗きの実演などが行なわれる。 11月4日 落合宿 中山道落合宿まつり実行委員会 無料
中津川市：
http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp

落合事務所
0573-69-3201

岐阜県 中津川市 ③ 六斎市
中山道中津川宿にて毎月第一日曜日に地元ブランド商品の販売、イベント、スタンプ
ラリーなども予定中です。

11月4日 中津川市本町・新町 中津川商工会議所 無料
中津川商工会議所：
http://www.cci.nakatsugawa.gifu.jp/

中津川商工会議所
0573-65-2154

岐阜県 中津川市 ③ ひるかわＭＡＩＫＡ祭 文化と産業の振興をテーマとした秋の祭りです。 11月3日 ひとつばたご広場とその周辺 蛭川総合事務所 無料
中津川市：
http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp

蛭川総合事務所
0573-45-2211

岐阜県 中津川市 ③ ふくおか産業祭 農産物評会、各種バザー、ステージイベントなどを行ないます。 11月4日 福岡総合事務所駐車場 ふくおかまちづくり協議会 無料
中津川市：
http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp

福岡公民館
0573-72-2144

岐阜県 中津川市 ①，③ 図書館まつり
図書館関係団体とともに、図書館を会場として交流、体験、活動発表などのイベントを
開催します。市民が図書館の役割、業務内容、利用方法を体感できる機会をつくり、
図書館の利用促進につなげます。

11月25日 中津川市立図書館 中津川市立図書館 無料
中津川市立図書館
0573-66-1308

岐阜県 中津川市 ① 中津川市青少年
「人権」をテーマに、青少年の健全育成について共に考え、広く市民の理解を深めると
ともに、家庭・学級・地域社会の連帯意識を高め、一体となって地域ぐるみの子どもの
健全育成活動が推進されることを願って大会を実施します。

11月19日 健康福祉会館
中津川市
青少年健全育成推進市民会議

無料
生涯学習スポーツ課
0573-66-1111
（内線4312）

岐阜県 中津川市
①，
②，③

11月3日（文化の日）入館無料デー

国指定史跡「苗木城跡」のふもとに、中世・戦国時代から明治時代初期にいたる、苗
木領の歴史的な文化遺産を保存・公開し、調査研究に資することを目的に設置されま
した。ここでは苗木遠山家の資料を中心に、苗木領と苗木城にかかわる貴重な諸資
料を展示してあります。

11月3日 苗木遠山史料館 中津川市
苗木遠山資料館：
http://naegi-toyama.n-muse.jp

苗木遠山史料館
0573-66-8181

月曜休館

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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岐阜県 中津川市
①，
②，③

11月3日（文化の日）入館無料デー
中津川市の歴史資料として重要な古文書、公文書等の記録類を継続的に収集・保存
し、市民共有の記録遺産として永く後世に伝えるとともに、その収蔵資料を広く公開し
ていきます。

11月3日 中山道歴史資料館 中津川市
中山道歴史資料館：
http://nakasendo.n-muse.jp

中山道歴史資料館
0573-66-6888

月曜休館

岐阜県 中津川市
①，
②，③

11月3日（文化の日）入館無料デー 『第Ⅲ期展　季の彩』を開催します。色彩豊かな日本の風景の数々をご鑑賞ください。 11月3日 東山魁夷心の旅路館 中津川市
東山魁夷心の旅路館 ：
http://kaii.n-muse.jp

東山魁夷心の旅路館
0573-75-5222

水曜休館

岐阜県 中津川市
①，
②，③

11月3日（文化の日）入館無料デー
『第Ⅲ期展　内田美恵子の糸しごと・麻と遊ぶ』を開催します。
〝もったいない〟からはじまた布との出会い、使い古された麻布　捨てがたい蚊帳
なじみの深い布。気どらず　自然に・・・内田さんの思いのままつづってあります。

11月3日 熊谷榧つけちギャラリー 中津川市
熊谷榧つけちギャラリー：
http://www.kaya-kumagai.jp

熊谷榧つけちギャラリー
0573-82-4911

金、土、日のみ開館

岐阜県 中津川市
①，
②，③

11月3日（文化の日）入館無料デー
鉱物博物館には様々な石の展示のほか、地元の地質についてや鉱物の研究者など
についての幅広い展示がしてあります。

11月3日 鉱物博物館 中津川市
鉱物博物館：
http://mineral.n-muse.jp

鉱物博物館
0573-67-2110

月曜休館

岐阜県 中津川市
①，
②，③

11月3日（文化の日）入館無料デー
子ども科学館には不思議がたくさんあり、みなさんが手でふれて、どうしてだろう？な
ぜだろう？と考えてもらえるような展示がたくさんあります。答えはみなさんの目と手で
確かめてくださいね。

11月3日 子ども科学館 中津川市
子ども科学館：
http://kodomo.n-muse.jp/

子ども科学館
0573-66-9090

月曜休館

岐阜県 羽島市 ③
第5回イタセンパラ塾
～みんなで守ろう！イタセンパラ～

イタセンパラは日本のみに生息するタナゴの仲間で、国の天然記念物に指定されてい
ます。当事業では、イタセンパラについての実物観察等を通じ、保護意識の醸成しま
す。

9月30日 羽島市立図書館他 羽島市教育委員会 無料
羽島市HP：
http://www.city.hashima.lg.jp/0000008
803.html

羽島市教育委員会
生涯学習課
058-393-4672

事前申し込みが必要
（8/27〆）

岐阜県 羽島市 ③ 羽島市美術展（一般の部）
羽島市の香り高い芸術・文化の普及と発展のために広く日本画・洋画・書・写真・彫
刻・工芸・デザインの作品を公募し、一般に公開します。

10月24日～28日
不二羽島文化センター
展示室　円空他

羽島市教育委員会 無料
羽島市HP：
http://www.city.hashima.lg.jp/0000010
453.html

羽島市教育委員会
生涯学習課
竹鼻町屋ギャラリー
058-393-0951

岐阜県 羽島市 ③ 羽島市民音楽祭（邦楽の部）
市内の音楽愛好者や団体が日頃の活動成果を発表し、音楽文化の振興と音楽団体
の育成・交流を図るため開催します。

11月11日
不二羽島文化センター
みのぎくホール

羽島市教育委員会 無料
羽島市教育委員会
生涯学習課
058-393-4672

事前申し込みが必要
（9/21〆）

岐阜県 羽島市 ③ 羽島市文芸祭
市民の創作意欲を高め、文芸創作活動の振興と共に地域文化の向上を図ることを目
的とし、実施します。

10月24日～28日 不二羽島文化センター 羽島市教育委員会 無料

羽島市教育委員会
生涯学習課
竹鼻町屋ギャラリー
058-393-0951

既に作品申込は終了

岐阜県 羽島市 ③ 羽島の織物　美濃縞展 羽島の織物と美濃縞との関わりを中心に企画展を実施します。 9月29日～12月16日
羽島市歴史民俗資料館・
映画資料館

羽島市歴史民俗資料館・
映画資料館

羽島市歴史民俗資料館・映画資料館
HP：
http://www.hashima-
rekimin.jp/index.html

羽島市歴史民俗資料館・
映画資料館
058-391-2234

岐阜県 羽島市 ③ 映画のつどい
毎月第2土曜日に、1日2回（午前10時～、午後2時～）映画を上映します。毎年、12･1
月に来館者アンケートをとり、リクエストが多かった作品を中心に上映します。

11月10日
羽島市歴史民俗資料館・
映画資料館

羽島市歴史民俗資料館・
映画資料館

映画のつどい：
http://www.hashima-
rekimin.jp/movie.html

羽島市歴史民俗資料館・
映画資料館
058-391-2234

岐阜県 羽島市 ③ 平成30年度優秀映画鑑賞推進事業
文化庁よりフィルムの提供を受けて実施する映画鑑賞会です。今回は「名もなく貧しく
美しく」、「煙突の見える場所」、「この広い空のどこかに」、「裸の島」の4本を上映しま
す。

11月23日，24日
羽島市歴史民俗資料館・
映画資料館

羽島市歴史民俗資料館・
映画資料館

映画のつどい：
http://www.hashima-
rekimin.jp/movie.html

羽島市歴史民俗資料館・
映画資料館
058-391-2234
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岐阜県 羽島市 ① 羽島市立図書館まつり
子どもたちが本に親しみ、豊かな想像力を育むように、市内の小中学生から、夢のあ
る楽しい手づくり絵本の作品を募集し、入賞・入選作品を展示します。また、大型紙芝
居・絵本の読み聞かせを行います。

10月27日 羽島市立図書館 羽島市立図書館まつり実行委員会 無料
羽島市立図書館：
https://www.lib100.nexs-
service.jp/hashima/

羽島市立図書館
058-392-2270

岐阜県 飛騨市 ①，③
岐阜県移動美術館　ナンヤローネミュー
ジアム

県民が岐阜県美術館の収蔵品を均等に鑑賞できるよう遠隔地において開催します。
美術館の名品を飛騨市美術館において展示します。

11月10日～12月9日 飛騨市美術館 岐阜県美術館 無料
岐阜県美術館：
http://www.kenbi.pref.gifu.lg.jp/

岐阜県美術館
058-271-1313

岐阜県 七宗町 ③ 施設の無料開放 日本最古の石の博物館を無料で観覧出来ます。 11月3日 日本最古の石博物館 七宗町 無料
世界最古の石博物館：
http://ishihaku.hichiso.jp/

七宗町役場企画課
0574-48-2291

岐阜県 瑞浪市 ②
岐阜県高等学校家庭クラブ連盟
研究発表大会

県内の高等学校家庭クラブ員が一堂に会し、ホームプロジェクト等の日頃の活動の中
から優れた実践研究の成果を発表し、研鑽し合うとともに、情報交換などを通して学校
家庭クラブ員相互の交流を深めることを目的とします。

11月15日
瑞浪市総合
文化センター

岐阜県高等学校家庭クラブ連盟 無料

岐阜県教育委員会
学校支援課
058-272-1111
（内線3699）

岐阜県 瑞浪市 ② 第６５回瑞浪市小・中学校音楽会
音楽会を通して、表現する楽しさ・表現の面白さ、多様な演奏を味わい、音楽に対する
興味・関心を一層高めることを目的に開催します。市内の小中学校全てが参加しま
す。

11月7日 瑞浪市総合文化センター
瑞浪市教育委員会
学校教育課

無料

瑞浪市教育委員会
学校教育課
教育推進係
0572-68-2111

岐阜県 瑞浪市 ② 第６５回瑞浪市美術展（少年の部）
瑞浪市の園児・児童・生徒の美術作品への創作活動の啓発と奨励とともに、本市の図
画工作・美術指導技術の向上を図ることを目的に開催します。「図工・美術作品の部」
と「書写の部」があり、市内の幼・保の園児、小・中の児童・生徒が出品します。

11月2日～4日 瑞浪市総合文化センター
瑞浪市教育委員会
学校教育課

無料 　

瑞浪市教育委員会
学校教育課
教育推進係
0572-68-2111

岐阜県 瑞浪市 ①，③ 第３７回中央公民館文化祭
公民館講座等の参加者や登録自主グループの成果を発表する場を提供し、市内の芸
術団体の活動の活性化を図ります。芸能の部、展示の部、バザーの部の３つの部で
構成しています。

11月10日～11日 瑞浪市総合文化センター
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 第６５回瑞浪市美術展（一般の部）
市民の美術活動への参加意欲の高揚と、優れた芸術文化に触れる機会の提供を目
的としています。市内及び近郊から多数の優れた作品を公募し展示し、一般に公開し
ています。

10月24日～28日 瑞浪市総合文化センター
瑞浪市教育委員会
社会教育課

瑞浪市総合文化センター
0572-68-5281

岐阜県 瑞浪市 ④ 無料開放 瑞浪市民公園内の文化施設4館を無料開放します。 11月3日

瑞浪市化石博物館
瑞浪市陶磁資料館
瑞浪市市之瀬廣太記念美術館
瑞浪市地球回廊

瑞浪市教育委員会
スポーツ文化課

無料
瑞浪市化石博物館
0572-68-7710

岐阜県 瑞浪市 ④ みずなみ化石教室 専門家の指導の下、化石採集を行い、化石や大昔の生物、地球について学びます。 11月4日 瑞浪市化石博物館
瑞浪市教育委員会
スポーツ文化課

瑞浪市化石博物館
0572-68-7710

岐阜県 瑞浪市 ④
特別展「人間国宝加藤孝造‐村田允コレ
クション展‐」

瑞浪市出身の人間国宝（陶芸家）、加藤孝造氏の作品を展示します。 10月6日～11月25日 瑞浪市陶磁資料館
瑞浪市教育委員会
スポーツ文化課

瑞浪市陶磁資料館
0572-67-2506

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 瑞浪市 ④
公開講座「先生になんでも聞いてみよ
う！ＡＩってなぁに？？」

サイエンスワールドでは、様々なテーマで公開講座を開催しています。
今回は、ニュースなどでもよく耳にする「ＡＩ」に関する講座を開催します。

11月11日
岐阜県先端科学技術体験
センター（サイエンスワールド）

岐阜県先端科学技術体験センター
（サイエンスワールド）

無料
サイエンスワールド：
https://www.sw-gifu.com/

岐阜県先端科学技術
体験センター
（サイエンスワールド）
0572-66-1151

参加費：無料
対象：子ども～大人
定員：180名
申込方法：10月13日
9:00より電話にて受
付開始

岐阜県 瑞浪市 ④ オータムサイエンス
「岐阜～ふるさとを学ぶ日」協賛イベントとして、科学に親しんでもらうイベント限定の
ワークショップを実施します。

11月3日
岐阜県先端科学技術体験
センター（サイエンスワールド）

岐阜県先端科学技術体験センター
（サイエンスワールド）

サイエンスワールド：
https://www.sw-gifu.com/

岐阜県先端科学技術
体験センター
（サイエンスワールド）
0572-66-1151

参加費：100～200円
程度を予定
対象：子ども～大人
定員：各回12～18名
程度
申込方法：当日会場
にて受付

岐阜県 瑞浪市 ④ 秋の工房アラカルト
期間中毎週土日に、サイエンス工房を使って外部講師による日替りの科学実験、科学
工作を実施します。

11月17日，18日，23日，
24日，25日，12月１日，2
日

岐阜県先端科学技術体験
センター（サイエンスワールド）

岐阜県先端科学技術体験センター
（サイエンスワールド）

無料
サイエンスワールド：
https://www.sw-gifu.com/

岐阜県先端科学技術
体験センター
（サイエンスワールド）
0572-66-1151

参加費：無料
対象：子ども～大人
申込方法：当日会場
にて受付

岐阜県 瑞浪市 ④ 連続講座「ロボカップジュニア2018」
自分で作ったロボットでサッカーチャレンジ！ロボットの製作から、パソコンを使ったプ
ログラミングまで行って、目指せ！ロボット博士！！
※全日程参加できる方が対象となります。

11月17日，18日，25日，
12月1日，2日（競技会：
12月23日）

岐阜県先端科学技術体験
センター（サイエンスワールド）

岐阜県先端科学技術体験センター
（サイエンスワールド）

サイエンスワールド：
https://www.sw-gifu.com/

岐阜県先端科学技術
体験センター
（サイエンスワールド）
0572-66-1151

参加費：15,000円
対象：小学4年生～中
学生
定員：16名
時間：10:00～16:00
申込方法：10月20日
9:00より電話にて受
付開始

岐阜県 瑞浪市 ④ 連続講座「化学実験技術講座」

聞いたことはあるけど使ったことはない…、そんな実験器具はありませんか？家庭に
ある材料を使って、様々な科学実験に挑戦しよう！毎回テーマを変え化学実験を行い
ます。
※全日程参加できる方が対象となります。

10月21日，11月11日，
12月9日，1月6日，1月
14日

岐阜県先端科学技術体験
センター（サイエンスワールド）

岐阜県先端科学技術体験センター
（サイエンスワールド）

サイエンスワールド：
https://www.sw-gifu.com/

岐阜県先端科学技術
体験センター
（サイエンスワールド）
0572-66-1151

参加費：1,000円
対象：小学3年生～中
学生
定員：8名
時間：10:00～11:30
申込方法：10月6日～
18日の期間受付

岐阜県 瑞穂市 ①③ 第48回朝日祭 各クラブの催し物の発表　等 10月19日～21日 朝日大学構内 朝日祭実行委員会 無料
学事一課
058-329-1082

岐阜県 瑞穂市 ②③
朝日大学第34回
高等学校英語弁論大会

英語力及び国際力の向上を目指し、未来を担う若者の人材育成に貢献し、日頃の勉
学の成果を発表する機会を提供する。

11月18日 朝日大学 朝日大学 無料
学事二課
058-329-1077

岐阜県 瑞穂市 ②③ 岐阜県英語教育セミナー
これからの時代の英語教育を考える～21世紀を生き抜く力とは何か～
（講師　北川達夫氏）

11月18日 朝日大学 朝日大学 無料
学事二課
058-329-1077

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 ②
「中学生『ものづくり』作品コンテスト」表彰
式及び４種目の製作実習や競技会

技術・家庭科指導を一層充実させ、確かな学力と個性の伸長を図ることをねらいとし、
日頃の技術・家庭科の学習で身に付けた知識や技術を生かした取組やその成果を表
彰式や競技を通して公表します。

11月3日 国際たくみアカデミー 岐阜県教育委員会 無料

岐阜県総合教育センターHP：
http://www.gifu-net.ed.jp/gika/wp-
content/uploads/sites/7/2018/07/H3
0_01zentai.pdf

岐阜県教育委員会
学校支援課
058-272-1111
（内線3698）

表彰式11月3日

岐阜県 美濃加茂市 ① 中村裕太　日本ライン、チョウの道
「芸術と自然」をテーマにした現代美術レジデンスプログラム。木曽川と蝶に注目して
滞在制作を行う。

9月22日～10月28日
みのかも文化の森
企画展示室

みのかも文化の森（文化振興課） 無料
みのかも文化の森HP：
http://www.forest.minokamo.gifu.jp/

みのかも文化の森
0574-28-1110

岐阜県 美濃加茂市 ① ていねいな暮らしと道具展 昔の道具から、人々の知恵や生活の苦労などを知る。
9月8日～
3月10日

みのかも文化の森
民具展示館

みのかも文化の森（文化振興課） 無料
みのかも文化の森HP：
http://www.forest.minokamo.gifu.jp/

みのかも文化の森
0574-28-1110

岐阜県 美濃加茂市 ① まゆの家まつり 生活体験館（まゆの家）で、昔の暮らしや遊び、食事などが体験できる。 10月27日
みのかも文化の森
生活体験館

みのかも文化の森（文化振興課） 無料
みのかも文化の森HP：
http://www.forest.minokamo.gifu.jp/

みのかも文化の森
0574-28-1110

岐阜県 美濃加茂市 ①，③ 第63回美濃加茂市美術展 公募による市民の作品展 11月14日～25日
みのかも文化の森
企画展示室ほか

みのかも文化の森（文化振興課） 無料
みのかも文化の森HP：
http://www.forest.minokamo.gifu.jp/

みのかも文化の森
0574-28-1110

岐阜県 美濃加茂市 ①，③ 第20回美濃加茂市文芸祭 一般公募作品（短歌、俳句、川柳、狂俳、俚謡、現代詩）の展示 10月23日～27日 美濃加茂市文化会館 美濃加茂市 無料
美濃加茂市文化会館ＨＰ：
http://www.forest.minokamo.gifu.jp/bu
nkakaikan/

美濃加茂市文化会館
505-0025岐阜県美濃加茂
市島町2-5-27
0574-25-1108

H30.9月下旬～10月
上旬までに更新予定

岐阜県 美濃加茂市 ①，③ 美濃加茂市美術連盟　小品展 様々な力作を数多く展示 10月30日～11月3日 美濃加茂市文化会館 美濃加茂市美術連盟 無料

美濃加茂市文化会館
505-0025岐阜県美濃加茂
市島町2-5-27
0574-25-1108

岐阜県 美濃加茂市 ①，③ 第６７回美濃加茂市芸能祭 三味線・筝曲・大正琴・民謡・民踊・新舞踊など多くの伝統芸能がご覧いただけます。 11月3日 美濃加茂市文化会館 美濃加茂市芸能連盟 無料

美濃加茂市文化会館
505-0025岐阜県美濃加茂
市島町2-5-27
0574-25-1108

岐阜県 美濃加茂市 ① ドリームコンサート 生の演奏が身近で楽しめる無料のコンサートです。 11月9日 美濃加茂市文化会館 美濃加茂市 無料
美濃加茂市文化会館ＨＰ：
http://www.forest.minokamo.gifu.jp/bu
nkakaikan/

美濃加茂市文化会館
505-0025岐阜県美濃加茂
市島町2-5-27
0574-25-1108

H30.10月下旬～11月
上旬までに更新予定

岐阜県 美濃加茂市 ①，③ 伊深地区文化祭 伊深地区の方々がステージ発表や展示を行います。 11月4日 伊深小学校 伊深地区生涯学習活動推進委員会 無料
伊深連絡所
0574-29-1395

岐阜県 美濃加茂市 ①，③ 蜂屋町文化祭 蜂屋地区の方々がステージ発表や展示を行います。 11月11日 蜂屋小学校 蜂屋文化祭実行委員会 無料
蜂屋連絡所
0574-25-2901

岐阜県 美濃加茂市 ①，③ 山之上町民まつり 山之上地区の方々がステージ発表や展示を行います。 11月18日 山之上小学校 山之上町民ふるさと祭り実行委員会 無料
山之上連絡所
0574-25-2739

岐阜県 美濃加茂市 ①，③ 三和町ふるさとまつり 三和地区の方々がステージ発表や展示を行います。 11月18日 三和交流センター 三和地区生涯学習活動推進委員会 無料
三和連絡所
0574-29-1001

岐阜県 美濃加茂市 ①，③ 下米田地区文化祭 下米田地区の方々がステージ発表や展示を行います。 11月18日 牧野交流センター
下米田地区
生涯学習活動推進委員会

無料
下米田連絡所
0574-25-2714

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 ①，② 子どもをたくましく育てるつどい
美濃加茂市地区連合PTAと青少年育成市民会議が一緒になって、子育てのあり方に
ついて考える会です。

11月17日 生涯学習センター 美濃加茂市青少年育成市民会議 無料
美濃加茂市
生涯学習センター
0574-25-4141

岐阜県 美濃加茂市 ①，③ 本のお医者さん講座 本の取り扱い方や、本を長く使用するために必要な補修方法を学ぶ講座です。 11月4日 美濃加茂市中央図書館 美濃加茂市中央図書館 無料
美濃加茂市図書館HP：
http://www3.city.minokamo.gifu.jp

美濃加茂市中央図書館
0574-25-7316

岐阜県 美濃加茂市 ①，③ 図書のリサイクル市 市民から収集した不要本と図書館で廃棄する本を希望者に無償で提供します。 10月13日，14日 美濃加茂市東図書館
美濃加茂市中央図書館、
図書館ボランティア

無料
美濃加茂市図書館HP：
http://www3.city.minokamo.gifu.jp

美濃加茂市中央図書館
0574-25-7316
美濃加茂市東図書館
0574-26-3001

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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


