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FLOOR GUIDE  /  1F

市民活動交流センター

〒500-8076　岐阜県岐阜市司町 40-5
みんなの森 ぎふメディアコスモス 1階 市民活動交流センター
TEL :   058-264-0011
E-MAIL:   comm-act@city.gifu.gifu.jp
URL:   http://g-mediacosmos.jp/
開館時間 :  9:00 ～ 21:00　　　
休館日 :  毎月最終火曜日
　　　　年末年始（12月31日 ～ 1月3日）

お申し込み・お問い合わせ先

有料駐車場 :　約 300台有り（30 分 / 100 円）
※施設利用者は所定の手続きにて 2時間まで無料 
※イベント当日は混雑が予想されるため、できるだけ公共交通機関を利用
　していただきますよう、ご協力をお願いします。
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シーシーエヌ株式会社の協賛企画
「どんどこ！巨大紙相撲大会 岐阜場所」を開催。

ダンボールで作った身長約 180cmの
等身大の力士で行う紙相撲大会です。

■みんなのギャラリー　■10：00 ～ 15：00
■問い合わせ：シーシーエヌ株式会社（☎0120-344-893）

※エントリーの締切りは終了いたしました

岐阜から世界にはばたくチェロ奏者
“清水陽介” さんと、箏の鹿野竜靖さん、
ピアノの奥井理澄さんとのコラボ演奏会！

■みんなのホール  ■13：00～15：00  ■定員200名
※12:00よりホール前にて整理券を配布します。

フムフム学ぶプログラム ドキドキ体験プログラム ワイワイ楽しむプログラム

  1. ユニセフを知ろう !
パネル「私も学校へ行きたい！」の展示。 ユニセ
フは世界の子どもたちの命と健康と未来を守るた
めにどんな支援をしているの？
■ギャラリーホワイエ　■9：00～ 17：00

  2. 黒野の歴史文化紹介
 紙芝居「黒野のお殿さま」上演

紙芝居第1作「黒野のお殿さま」は、研究会・黒野
小児童・岐大生との共同制作。次世代の子どもた
ちへの伝承を目的に作りました。
■ドキドキテラス
■①10：30～ 11：00　②14：30～ 15：00

  3. 災害救助犬による
 倒壊家屋の捜索救助の実演

１．災害救助犬じゃがいも＆ シェパード犬カール
　  による捜索実演。
２．災害についてのお話
　 （NPO法人日本動物介護センター山口常夫）
■ドキドキテラス（外）　■14：00～ 15：00

  4. いのちを守る食事と環境
 ～自分の体は自分で守ろう～

絵本「メダカのお願い」の読み聞かせを通じて、
あなたも地球も元気になれる方法を一緒に考えて
みませんか。 ☆安心おやつプレゼント
■かんがえるスタジオ　■10：00～ 12：00
■定員100名

  5. 高齢者等の生活等を支援する
 「市民後見センターぎふ」

NPO法人市民後見センターぎふは、高齢者等が日
常生活で困っていることなどを支援しています。
その活動内容を紹介し無料相談会を実施します。
■つくるスタジオ前　■9：00～ 15：00

  6. 幸せな未来をつくる魔法のカード・
 キャリアトランプ®体験セミナー

未来への一歩に大切なのは、心がワクワクするか、
本音で選んだかが大切。心が感じる前向きな感覚を
手に入れて、私の未来を描こう。
■おどるスタジオ　■13：00～ 16：00
■定員20名　■参加費：1,500円

  7. 暮らし方レッスン「家計簿」
もの・時間・お金の使い方～暮らしのサイズ見直し
ませんか？ 予算のある家計簿で“選びとる生活”を。
■ワイワイ畳談話スペース　■9：00～ 17：00

  8. 高齢者・障がい者のための支援相談
生涯にわたる支援活動の紹介＆NPO法人きずなの
会職員による個別相談。
■ワイワイ畳談話スペース　■10：00～ 16：00

  9. おはなしの森であそぼう！
 ～はらぺこあおむしワールドを作ろう！～

子どもたちに大人気の絵本「はらぺこあおむし」
の世界をみんなで創りましょう。絵本の読み語り、
ミニあおむし作りもあります。
■ワイワイサークル　■10：00～ 15：00

10. 職人のお話「メディコス祭増刊号」
①お灸って凄い！（お灸のすえ方指導）
②介護状態になる前に知っておくべき情報とは
　（施設選びのヒントとかかるお金）
■つながるスタジオ　■10：00～ 12：00
■定員15名

11. 日本文化おもてなしマナー
 「知っておくと得するマナー」

知っておくと得するマナーを身につけましょう。
印象力とコミュニケーション力をアップして、自
分らしく輝きましょう。
■あつまるスタジオ　■10：00～ 11：00
■定員20名   ★お子様連れの方もご参加いただけます

12. メディコスアドベンチャー
案内人コスモスさんとめぐる、メディコス館内案
内ツアーです。これであなたもメディコス博士に！
■正面玄関案内板前集合
■各回30人 ※事前申込必要
■①14：00～ 15：30　②16：00～ 17：30

13. メディコス発 けったリング☆ツアー
自転車で紅葉の中メディコス周辺のぎふのまちを
巡ります。
■メディコス南東角集合　■9：00～ 14：00
■定員15名　※事前申込必要
自転車・レンタサイクルをご用意ください。
飲食など当日の費用は各自ご負担ください。

  1. みどりっこマーケット
 （趣味の手作り品の販売）

手作りに生きがいを感じる豊かな暮らし。来館の
みなさんに「あんな作品が作りたい」と 感じてい
ただけることが、また生きがいに繋がります。
■エントランスホール　■9：00～15：00

  2. てにておラジオ特別版
毎月第2・第4日曜日にメディアコスモスで公開収録
を行っている「てにておラジオ」。
今回は出展団体やイベントの様子を紹介します !
■エントランスホール　■10：00～17：00

  3. 岐阜市女声コーラス連盟演奏
しらさぎコーラス、めいとくコーラスによる女声コー
ラスの演奏。
■みんなのホール　■11：00～12：00

  4. フム・ドキ限定 !
 ワイワイ☆フラダンス

フラダンスショーとフラ体験会を行います。
体験会で1曲をマスターして、一緒に笑顔いっぱい
のフラダンスを踊りましょう !
①■ドキドキテラス　■11：00～12：00
②■ワイワイテラス　■14：00～15：00
　※雨天時 ■みんなのホール ■15：00～16：00

  5. 集まれしゃべり場 !!
 お医者さまと本音で話そう♪
 発達障がい NOW

テーマは『生きづらさ』。
いかわクリニック医院長とフリートーク !
音楽療育の事例紹介。
ドキドキテラスで大合唱「365日の紙飛行機」。
■ドキドキテラス　■12：00～13：30

  6. 高畠純さんの群読ワークショップ
 ～濱島秀行と群読の仲間たち～

絵本作家高畠純さんとヴァイオリニスト濱島秀行
さんをゲストに迎え、群読の仲間と楽しむ群読
ワークショップ。特別ゲスト吉成図書館長。
■かんがえるスタジオ　■13：00～15：00
■定員80名

  7. フルート総勢約 20 本で奏る
 初秋のハーモニー

モーツァルトから、CMにも起用されたあのお馴染
みの曲も演奏します。子どもからおとなまで楽しん
でいただける曲を集めました。
■ドキドキテラス　■13：30～14：00

  8. 日本文化祭りへの誘い
日本イタリア国交150周年記念としてイタリアで紹
介した日本の伝統文化の紹介を、ぎふメディアコ
スモスのステージで再現します。
■ドキドキテラス　■15：00～16：00

  9. ネシェベリーダンススタジオの
 ベリーダンスショー

岐阜の女性たちをより美しく健康に ! がモットーで
す。さあ ! みなさんもベリーダンスをご一緒に !!
■ドキドキテラス　■16：00～17：00

10. メディコスクラブ設立総会
これからのメディコスを盛り上げていく
サポータークラブの第一歩 !
■ドキドキテラス　■17：30～19：00

11. おはなしユニットしゃっぽの
 “おやすみなさい” のおはなし会

浅井彰子の朗読、北村多佳子のチェロが奏でる
おはなしの世界。吉成図書館長がゲスト出演。
イベントのしめくくりをごいっしょに。
■ドキドキテラス　■19：00～20：00

  1. 日本刀を知ってみよう
刀を腰に差してみよう（中身は真剣ではありません
が外装は本物）。鐔（つば）の押形体験。刀剣押
形の展示。
■ギャラリーホワイエ　■9：00 ～ 17：00

  2. 歴史にふれよう！元気にあそぼう！
武家文化でもある甲冑　信長公が考案されたとされ
る（桶川胴）戦国期に使用された当世具足と呼ば
れる甲冑を体験し歴史を学ぶ。
■ギャラリーホワイエ　■9：00 ～ 17：00
※チャンバラ対戦はみんなの広場カオカオ

  3. スコティシュカントリーダンスの
 オープン（体験）クラス

RSCDS公認教師が、スコットランドで生まれ世界
中で踊られているソーシャル（社交）ダンスを、
映像を交えてご紹介します。
■おどるスタジオ　■10：00 ～ 12：00
■定員15 名　

4. “ORIGAMI”
 アンドリューデュアー先生と
 紙飛行機を作ろう！

動物・キャラクター・花飾り・指輪を作ろう。
紙飛行機・コマで遊ぼう！ オリジナルロゼットを
作ろう！
■ワイワイ畳談話スペース　■9：30 ～ 16：00

  5. 押し花で遊ぼう！
押し花を使って、写真入り壁掛けやラミネーター壁
飾り、お便りを出すこともできる押し花はがきを作
ります。
■ワイワイ畳談話スペース　■10：00 ～ 16：00
■要材料費：200 円～

  6. ☆愛情キラキラ☆育てよう、健やかに！
妊娠前から子育て中まで、子どもたちが健やかに
育つよう、食の大切さ・命の尊さを発信。
■ワイワイ畳談話スペース　■10：00 ～ 16：00

  7. 未来予想図ワークショップ
 ～ドリームマップ＆動物占い～

恋愛・結婚・仕事・子育てなど、将来の自分はど
んなふうになっていたいですか？ ワクワクしながら
夢を紙に描いてみよう！！
■つながるスタジオ　■13：00～ 17：00
■定員15名

  8. しつもん読書会
 ～本でつながり輝く笑顔！
 　皆でみつける小さな一歩～

しつもんに答えあい本のエッセンスを吸収して次の一
歩をみつけ、参加者同士のご縁を深めます。感想文
も書けてしまう感動をどうぞ。
■あつまるスタジオ　■13：00～ 16：00
■定員25名

岐阜市やメディアコスモスのことを「フムフム学ぶ」
いろいろなことを一緒に「ドキドキ体験する」

みんなで「ワイワイ楽しむ」
さまざまなプログラムを開催します。

みんなの広場カオカオでは、チェーンソーアートによる
氷の彫刻ワークショップや、飲食ブースも出店！
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※事前申込の必要なすべてのプログラムについて、空きがあれば当日参加も可能です。
　イベント内容・タイムスケジュールは変更される場合があります。


