
主催 : みんなの森 ぎふメディアコスモス自主事業実行委員会　 共催 : 岐阜市

● みんなの広場カオカオに、飲食ブースが大集合！
多国籍な飲食ブースが、みんなの広場カオカオに大集合します！お腹も大満足！

●多文化交流フェスタ in メディコス
外国の文化や遊びを紹介します！！

みんなの森  ぎふメディアコスモス

開催日
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楽しいステージイベントや

ワークショップ、体験コーナーなど

岐阜市市民活動登録団体などによる

盛りだくさんの企画です！

メディコスに集まって、

みんなで楽しみましょう！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。

開催日

・多文化交流フェスタ▶  5.6 |土|

・飲食ブース▶  5.6 |土|- 5.7|日|



● てにておラジオ
 「みんなに伝えたい！」思いを市民の手でお届け！

● 芥見東「き・ず・な」の会
 みどりっこマーケット（ハンドメイド作品の販売）

● 学生団体ＩＦＵ
 団体で商品開発したお菓子（羽島絶景サブレ）の

 紹介と販売

● ＯＲＩＧＡＭＩ
 紙ひこうきを作って飛ばそう！

 牛乳パックでパズルと空飛ぶコマ作りに挑戦！

● 国際交流団体協議会（ＪＩＣＡ岐阜県デスク）
 楽しく学ぼう国際協力！

● 岐阜友の会
 子どもの「みずからの生きる力」を信じて

 「ヨクミル  ヨクキク  ヨクスル」

● 岐阜清流レクリエーション協会
 親子の笑顔をつくるやさしいクラフト

● 公益財団法人  オイスカ  岐阜県支部
 オイスカ「森のつみ木広場」

岐阜mamウインドアンサンブル
岐阜mamウインドアンサンブル  ミニコンサート

ながら児童合唱団
ながら児童合唱団  わくわくコンサート

岐阜市女声コーラス連盟
岐阜市女声コーラス連盟演奏

楽しい群読  ほっこり
高畠純さんの絵本と群読ワークショップ

～濱島秀行と群読の仲間たち～

濃州神陰流桔梗舘
”信長公450年を経て、再びいでよ”

剣舞、詩舞でおもてなし

NPO法人  リスト音楽院楽友会
アローン  ～無伴奏チェロの調べ～

近代詩吟  照風流
近代詩吟  照風流  詩吟

ハーラウ ワレア ホアヘレ
華やかなフラステージ＆「アロハ エコモ マイ」を

みんなで踊ろう！

学生団体ＩＦＵ
岐阜の魅力を発信、文化を創造する  学生団体IFU

活動紹介

ユリダンスセンター
みんなで踊ろう‼  コスプレダンス‼

「メディコス  コスプレダンスパフォーマンス」

NPO法人  日本動物介護センター
東日本大震災から6年、熊本地震から1年を振り返る。

災害に備えて。

ぎふの森学園
あつまれ‼
ボーカロイド・アニメソングみんなで歌おう‼

近代詩吟  照風流
近代詩吟  照風流  詩吟

黒野城と加藤貞泰公研究会
紙芝居上演第二弾「お堀から出て来た観音さま」

ネシェベリーダンススタジオ
ネシェベリーダンススタジオのベリーダンスショー

おはなしユニットしゃっぽ
おやすみなさいのおはなし会

● SHINY
 一緒に作ろう手作りで！

 飾ろうかな？ 贈ろうかな？

● NPO法人  NSK事業推進&スポーツ科学協会
 柔道整復師による プチからだほぐし

 参加費：500円

● 一般社団法人  認知症予防ネット岐阜
 こころと体を癒す「タッピングタッチ」を体験。

 1人15分　体験料金：500円

● NPO法人  岐阜空き家・相続共生ネット
 空き家相談と5月20日「空き家イベント」のＰＲ

● 岐阜県オリエンテーリング協会
 信長公岐阜入城450年・ロゲイニングシリーズ開催

● 黒野城と加藤貞泰公研究会
 鎧兜手作り教室作品展

● 岐阜おもてなし集団  響縁隊
 信長公  岐阜入城、命名450年記念  君も武将になろう！

● NPO法人  日本動物介護センター
 東日本大震災から6年、熊本地震から1年を振り返る。

 災害に備えて。

ユリダンスセンター
メディコス  コスプレダンスパフォーマンス・

ワークショップ

ＳＨＩＮＹ
「親子の心のケアサポート」

講師 熊田義拡先生

定員：50名

メディコスクラブ
メディコスクラブの総会＆

これからのまちづくりを考えるシンポジウム

メディコスアドベンチャー 
メディコスアドベンチャー

～見たい！聞きたい！わくわく館内ツアーやよ～

定員：各回10名

【要事前申込】市民活動交流センターまで

メディコス発  けったリング☆ツアー
自転車で新緑の中メディコス周辺の

ぎふのまちを巡ります。

岐阜清流レクリエーション協会
中国発祥の「太極柔力球」体験会

雨天時はおどるスタジオ13:00～14:00

岐阜スコティシュカントリーダンスクラブ
スコティシュ・カントリー・ダンスのワークショップ

岐阜清流レクリエーション協会
紙ブーメラン制作と風船ロケット遊び

アトリエI/O
羊毛で遊ぼう

参加費：500円

市民講師女子部ぎふ
ヨーロピアンポーセリンペインティング（白磁上絵付）

作品展示・販売と体験

参加費：1,500円

ユリダンスセンター
メディコス  コスプレダンスパフォーマンス・

ワークショップ

ＳＨＩＮＹ
「親子の心のケアサポート」

講師 熊田義拡先生

定員：50名

メディコスクラブ
メディコスクラブの総会＆

これからのまちづくりを考えるシンポジウム

メディコスアドベンチャー 
メディコスアドベンチャー

～見たい！聞きたい！わくわく館内ツアーやよ～

定員：各回10名

【要事前申込】市民活動交流センターまで

メディコス発  けったリング☆ツアー
自転車で新緑の中メディコス周辺の

ぎふのまちを巡ります。

岐阜清流レクリエーション協会
中国発祥の「太極柔力球」体験会

雨天時はおどるスタジオ13:00～14:00

岐阜スコティシュカントリーダンスクラブ
スコティシュ・カントリー・ダンスのワークショップ

岐阜清流レクリエーション協会
紙ブーメラン制作と風船ロケット遊び

アトリエI/O
羊毛で遊ぼう

参加費：500円

市民講師女子部ぎふ
ヨーロピアンポーセリンペインティング（白磁上絵付）

作品展示・販売と体験

参加費：1,500円

STAGE・EVENT | タイムスケジュール EXHIBITION | 出展ブース：ワークショップ、体験コーナーなど  1 0 : 0 0～ 1 6 : 0 0

FOOD | 飲食ブース：多国籍な飲食店、農産物販売など  ５月６日（土）・７日（日）　9 : 0 0～ 1 6 : 0 0  

【みんなの広場カオカオ】

6日・7日

ＮＰＯ法人 コミュニティサポートスクエア / さくら工房

オーガニックキッチン / イルソーレ / bistroサングリエ久助

CHAKRINGCAFE / Ahmet Aktas

岐阜大学農園 

6日

グーテライゼ

駄菓子屋カフェCHABU

etc...

7日

Ｂaby Ｌeaf

2017年5月7日 |日|
場所 :  みんなの森 ぎふメディアコスモス

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

OTHER | こんなイベントもやってます！

多文化交流フェスタ in メディコス

開催日 ５月６日（土）
 10：00～17：00

外国の音楽演奏や、ダンス披露などのステージ

パフォーマンス、外国の文化や遊びを紹介します。

楽しく知ろう！ 国際交流・国際協力・多文化共生

開催日 ５月１日（月）～５月８日（月）
 9：00～21：00（1日は13：00から、8日は12：00まで）

国際交流・国際協力・多文化共生をテーマとしたパネルや

作品などを展示します。

キーワードについて 出展ブース看板に書かれている「キーワード」を　 にすべて記入して、市民活動交流センター窓口までお持ちください。
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10：30

10：45～
11：00

11：20～
12：00

12：10～
12：25

13：00～
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14：45
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15：50

16：05～
16：25

16：40～
17：20

19：00～
20：00

【みんなのホール】

【ドキドキテラス】

【かんがえるスタジオ】

【エントランス付近】

【メディコス南東角】

【ワイワイテラス】

【おどるスタジオ】

【あつまるスタジオ】

❶

❷

【つくるスタジオ前】

【ギャラリーホワイエ】 【エントランスホール】

【ワイワイ畳周辺】

【ワイワイサークル】

出展ブースのキーワードを集めて
プレゼントをゲットしよう！

お問い合わせ：（公財）岐阜市国際交流協会　TEL 058-263-1741
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