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みんなの森 ぎふメディアコスモス
〒500-8076　岐阜県岐阜市司町 40-5

URL:  https://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。

市民活動交流センター

TEL：058-264-0011　　E-MAIL：comm-act@city.gifu.gifu.jp

FLOOR GUIDE  /  1F

現在、みんなの森 ぎふメディアコスモスの南側で

新しい市庁舎の建設が行われています。

メディアコスモスと共に岐阜市の新たな

市民の拠点として親しまれるよう願いを込めて、

ウォールチョークアートを実施します。

工事仮囲いを黒板に変身させたキャンバスに、

参加者のみなさまで楽しくチョークアートを描きましょう。

たくさんのご参加をお待ちしています。

場所：みんなの森　ぎふメディアコスモス南側

　　　せせらぎの並木テニテオ（新庁舎建設工事西側仮囲い）

時間：９：３０～１６：００
企画：メディコスクラブ

参加募集は9月20日（木）まで　※雨天時は、屋内で別企画を開催します。

メディコスクラブと共に

メディアコスモスを応援するキャラクター

「阿吽（あうん）ちゃん」です。

よろしくお願いします。



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. 動物キャラナビ相性診断＆
手相で占う恋愛・結婚運♡
ＮＰＯ法人  ユメココサポート

動物占いで自分の本質を知り、ストレスフリーになろ

う。また、手相で結婚や恋愛を占ってみましょう。

■みんなのギャラリー

2. 一人にはならない、させない支援の手
公益社団法人ぎふ犯罪被害者支援センター

ブースにて、事故や犯罪、また性被害に遭われたお

困りの方の相談をお受けします。 

■みんなのギャラリー

3. コートジボワールの子ども達に
愛の靴・文房具を！
ＮＰＯ法人  ぎふ・コートジボワール

靴をはかずにサッカーボールを蹴っている子ども達に、

日本で使われなくなった靴を送っている運動を紹介。

■ギャラリーホワイエ

4. ユニセフの支援活動をとおして
世界の子どもたちのくらしを知ろう
岐阜県ユニセフ協会

ユニセフの支援活動を知って自分にもできることを考え

よう。外国コインの選別も体験してみよう。

■ギャラリーホワイエ

5. 『産後』を知る・聴く・学ぶ！
そして産後ライフをデザインしよう
マドレボニータ東海ＴＯＭＯＳ

「産んだらどうなるの？」産後の暮らしがより豊かで、

穏やかになるヒントを、たくさんお届けします。

■ギャラリーホワイエ

6. 親子減災教室
NPO法人  大和Ｃｏｍｐａｎｙ

災害に備えるために何ができるのか？自宅で準備して

おくことなどを親子で考える、学ぶことができます。

■ギャラリーホワイエ

7. 盲重複障がい児・者のこれからを
考える会 ポコアポコの活動紹介
盲重複児・者のこれからを考える会　ポコアポコ

これまでの活動内容をパネルにして掲示したり、アン

ダンテで作っている手作り品を展示して紹介したいと思

います。

■ギャラリーホワイエ

1. 紙芝居「黒野城主加藤貞泰と関ヶ原」
の新作を上演
黒野城と加藤貞泰公研究会

関ヶ原に東軍として参加した黒野城主加藤貞泰の行動

を題材にした絵物語りを紙芝居に創作しました。

■10:00～11:00　■ドキドキテラス

2. 心が急接近するコミュニケーションゲーム！
百倍仲良くなる方法☆
公益社団法人  スコーレ家庭教育振興協会

言葉で、ジェスチャーで、思いを伝えたい。ゲーム感覚

でやれば、心は急接近！幸せ気分を一緒に分け合おう！

■11:00～ 11:50

■ドキドキテラス／みんなのギャラリー

3. ハワイ・アロハ（愛）の心のフラダンス
駅前プラザ　おしゃれなフラダンス

ハワイの美しい自然やアロハの心を、優しい手の動き

と笑顔で表現します。

■11:50～12:30　■ドキドキテラス

4. 篠笛と箏。和の世界を代表する楽器。
聞いて触れて奏でてみよう！
現代邦楽会　みさと笛岐阜雅の会

篠竹から生まれる澄んだ音色と絹糸から響く優しい音

楽のコラボ！！聞く人を安らぎの世界へ誘います。

■12:30～13:30　■ドキドキテラス

5. 秋のメディコス祭り ダンス！ダンス！ダンス！
ユリダンスセンター

地域で活動するキッズダンサーが大集合！メディコス祭

りを盛り上げちゃうゾ☆

■13:30～14:20　■ドキドキテラス

6. 「日本の英傑」日本の歴史上の偉人の心情、
偉業を剣詩舞で表現 
濃州神陰流桔梗舘

あゝ 新撰組、白雲の城、あゝ 川中島、あゝ 田原坂、を剣舞・

詩舞で発表する。

■14:20～14:50

■ドキドキテラス／ギャラリーホワイエ

7. ＫＳＳＢキッズコーディネーションスクール
ちょこっと体験
こども総合スポーツ部会

運動が大好きな子も苦手な子も、ちょこっと「運動遊

び体験」してみませんか？楽しい体操教室に集まれ～！

■       14:50 ～15:50　

■ドキドキテラス／ギャラリーホワイエ

8. ハワイの伝統的な踊り
フラダンスの世界を Let's enjoy！
ハーラウ・ワレア・ホアヘレ

ハワイアン＆ディズニーの曲によるフラダンスショー！最

後は会場のみなさんと『アロハ・エ・コモ・マイ』

■15:50～16:50　■ドキドキテラス

9. スペインの情熱に触れる
「フラメンコダンス」を楽しみましょう！
ペアフラメンコサークル　セビジャーナス

情熱的で陽気なスペインの象徴「フラメンコ」実はペ

アになり皆で楽しむ民族文化。ぜひご覧になって下さ

い！

■16:50～17:50　■ドキドキテラス

10. ベリーダンスとアゼルバイジャンダンスショー
ネシェベリーダンススタジオ

美しいベリーダンスとアゼリダンスを観て、皆さんも一

緒に美意識を高めましょう。

■17:50～18:40　■ドキドキテラス

11. おやすみなさいのおはなし会
おはなしユニットしゃっぽ

お話の世界を朗読とチェロで表現します。おやすみ前

のひとときをしゃっぽとともに。きっといい夢がみられ

るはず…。

■19:30～20:30　■ドキドキテラス

12. みどりっこマーケット（趣味の手作り作品の販売）
芥見東「き・ず・な」の会

来館のみなさんに私も「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

13. 成功企業が語る !!
発達障害者安定雇用の企業意識改革事例
ぎふの森学園

ようこそ岐阜へ！ 良品計画人事課から発達障害者と働

く成功ノウハウ伝授。職場改善好事例奨励賞受賞の

知力！

■11:00～15:00　■みんなのホール

14. 群読ワークショップ ～高畠純の絵本
「どうぶつマンションにようこそ」と

「宮沢賢治のおはなし」
楽しい群読　ほっこり

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

ゲストに迎える群読ワークショップ。おなじみ吉成館長

も登場！

■15:00～19:00　■みんなのホール

1. 東北支援ＰＲ及び東北物産の販売
ＮＰＯ法人  日本動物介護センター

災害救助犬じゃがいもによる倒壊家屋からの発見及び

人命救助の実演

■ドキドキテラス（外）／かんがえるスタジオ前

2. 犬の気持ちを知ろう！
Happy Choice

保護犬譲渡会としつけ方暮らし方教室開催

■ドキドキテラス（外）／かんがえるスタジオ前

3. 心と体を癒す「タッピングタッチ」を体験しよう
認知症予防ネット岐阜

日々蓄積される疲れやストレスを解消する実用的な方

法を体験していただきます。

■みんなのギャラリー

4. 『フレイル（虚弱）』予防と対策で
健康長寿を目指そう！
ＮＰＯ法人  ＮＳＫ事業推進＆スポーツ科学協会

参加者に柔道整復師としての機能訓練や、からだほぐ

し、ケガの予防などについてケアとアドバイス。

■みんなのギャラリー

5. はじめての水墨画
荒井水墨画サロン

水墨画体験・裏打ち体験・墨遊び体験など水墨画に

興味のある方に楽しんで頂ける内容です。

■みんなのギャラリー

6. チェスをやってみよう！
ＥＢＳ

ルールはとっても簡単、将棋よりも難しくないですよ。

小学生からご年輩の方まで、体験しに来て下さい！

■ギャラリーホワイエ

7. 話し言葉が文字になる！
岐阜音声認識支援研究会

音声認識を知っていますか？話したことが、そのまま文

字になります。どんなものか試してみませんか？

■ギャラリーホワイエ

8. フロッタージュで「みんなの森」をつくろう
ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｏｎ

葉っぱに紙をのせて鉛筆でスリスリ。葉っぱのかたち

をたくさんすりだして「みんなの森」をつくります。

■みんなのギャラリー　■参加費500円

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。

屋外では、ウォールチョークアート企画や飲食ブースも出店！

2018.9. 30
日曜日

みんなの森　ぎふメディアコスモス

8. パネル展示
ぎふサンＳＵＮ子ども劇場協議会

ぎふサンＳＵＮ子ども劇場協議会の活動紹介

■つくるスタジオ前

9. 見て・聞いて・知って！国際協力！
岐阜県国際交流団体協議会（ＪＩＣＡ岐阜県デスク）

日本国が行う国際協力について、アクティビティを通し

て、楽しみながら学ぼう！

■ワイワイ畳談話スペース

10. 家族でスキンシップ！
ふれあい遊びで楽しい休日を過ごそう
ほっぺの会

家族みんなでお遊び会。手遊び・絵本・パラバルー

ン等スキンシップでふれあい、仲間と繋がるほっぺ広

場開園。 ■9:00～13:00　■かんがえるスタジオ

11. 靴のサイズ合ってますか？
～楽足楽歩で健足生活～
Ｇｉ－Ｆｏｏｔ 

すぐできる！子どもから大人まで足の計側と心地よい靴

の履き方レッスン！

■9:00～13:00　■かんがえるスタジオ

12. 美しく健康に生きるにはＰａｒｔ２
（幸せ一杯の生き方）
ＮＰＯ法人  メダカの学校

「いつまでも若くいたい」そんな願いを叶える秘訣をお

話します。何があっても大丈夫。

■13:00～17:00　■かんがえるスタジオ

13. とことん遊んでみよう♪
プレーパークの活動展示
ぎなんプレーパークの会

0歳～15歳まで。いつ来ていつ帰ってもＯＫの “ひみ

つのあそびば” のひみつをおしえちゃいます！

■つくるスタジオ前

14. ファンドレイズ（寄付集め）のコツ
メディコスクラブ

応援者からの寄付のために必要な「考え方」や「準備」

を基本から一緒に整理していきましょう。

■18:00～19:30　■かんがえるスタジオ

9. メディアコスモスのみなさん、こんにちは。

出張！ ポポロ自由市場

ＮＰＯ法人  仕事工房ポポロ

若者支援に取り組む我々のブースを利用頂く事が、若

者の『出番作り』、『役割作り』につながります。

■エントランス 

10.メディコスアドベンチャー
メディコスアドベンチャー

案内人コスモスさんと学ぶメディコスアドベンチャー（館

内案内ツアー）。建築の工夫や秘密を一緒に学ぼう !!

■13:30～15:00　■エントランス　■協力金100円

11. 点字で名刺づくり！
岐阜市ボランティアセンター

点字は視覚障がい者の方のコミュニケーションツール

のひとつです。自分の名前を点字で書いてみませんか。

■ギャラリーホワイエ

12.ワクワク体験、創ったり、癒したり。
市民講師女子部ぎふ

市民講師女子部によるワークショップ体験

①白磁上絵付

②アロマハンドクリーム

③パステルアート

■ワイワイ畳談話スペース

13. しくみをしってたのしくつくろう！
アトリエＩ/О

音の高さが変わるしくみ、羊毛が縮むしくみを学びなが

ら、親指ピアノやミニ羊や羊毛のブローチを作ります。

■ワイワイ畳談話スペース　■材料費各 500円

14. 楽しく折って遊びましょう！
紙飛行機折って飛ばそう！
ＯＲＩＧＡＭＩ

動物、花、おもちゃ、指輪、入れ物を作って楽しみましょ

う。きれいに遠くまで飛ぶ飛行機をつくりましょう。

■ワイワイ畳談話スペース 

15. ゴム鉄砲で的当てゲームに挑戦
岐阜レクリエーション指導者協議会

時間内にゴム鉄砲で的当てをして得点を競う競技会をし

ます。

■つながるスタジオ

※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。

※各ステージの記載時間は、出演時間と準備及び入れ替えの時間を含んでいます。
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