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2017.10.15.SUNDAY
みんなの森 ぎふメディアコスモス

お申し込み・お問い合わせ先
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）
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。

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

岐阜市やメディアコスモスのことを「フムフム学ぶ 」

2017.10.15

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 」

日曜日

さまざまなプログラムを開催します。
屋外では、駐車場チョークアート企画や飲食ブースも出店！

みんなの森

ぎふメディアコスモス

メディコス駐車場チョークアート
メディアコスモスの駐車場スペースにチョークアートを描く企画を開催します。
参加者のみなさまで楽しくチョークアートを描きます。

フムフム学ぶプログラム

1.

美しく健康に生きるには
＜老化に負けない食事と環境＞

8.

自然治癒力を高め健康体を維持する秘訣をお話しし
ます。また、絵本の朗読から地球全体の事も考えて
みませんか。
■かんがえるスタジオ ■10：00 ～ 12：00

活動紹介

古い建物に関する相談会：耐震・リノベーション・
相続した空き家の活用方法など何かしらのヒントがあ
ります。
■ギャラリーホワイエ ■10：00 ～ 16：00

5.

11.

近代詩吟照風流

スポーツを続けていく為の土台作りがキッズコーディ
ネーションです
☆今日の課題☆鉄棒逆上がりにチャレンジ
■ギャラリーホワイエ ■10：00 ～ 16：00

■つくるスタジオ前

12.

活動の紹介＆相談コーナー
事件や事故の被害回復を支援しています。
相談コーナー設置。
■ギャラリーホワイエ ■10：00 ～ 16：00

だれも置き去りにしない。
ユニセフと一緒に考えよう。

になった
災害救助犬
＂が来るよ！
＂じゃがいも

7.

5. 「しくみを知って楽しく作ろう♪」

簡単な折り方から難しいものまで色々な折り方を紹介
します。
自分の好きな折り方を覚えて楽しんでください。
■ワイワイ畳談話スペース ■10：00 ～ 16：00

2.

親子で参加する写真講座。
さぁ、みんなでカメラ楽しもう！

6.

保護犬の譲渡説明会＆チャリティーバザー

/ しつけ相談お散歩レッスン会

ＳＨＩＮＹ

保護犬の譲渡説明会。岐阜市保健所に収容された
経験のある犬の里親募集紹介をします。（雨天は犬
無し紹介のみ）
■ドキドキテラス（外） ■10：00 ～ 16：00

Hａｐｐｙ Cｈｏｉｃｅ

濃州神陰流桔梗舘
剣舞・詩舞で織田信長公の偉業を表現します。
「信長出陣」
「長良川賛歌」
「あゝ稲葉山城」
「本能寺」
■ドキドキテラス ■13：40 ～ 14：10

10.

レッツ・チャレンジ！ＫＳＳＢキッズ
コーディネーション体験教室

小学生向けワークショップ「あおぞらカメラアドベン
チャー」
、親子で楽しむ「こども写真の撮り方講座」
ほか
■つながるスタジオ ■10：00 ～ 16：00
■要参加費

3.

7.

ワクワク体験！ 創ったり 癒したり
白磁の絵付けでペンダント作り＆好きな香りでアロマ
クラフト体験＆プチフラワーヒーリング
■あつまるスタジオ ■10：00 ～ 16：00
■アロマクラフト・フラワーヒーリング各５００円
■白磁絵付け 1,500 円

4.

筋肉と健康寿命
ＮＰＯ法人 ＮＳＫ事業推進 &スポーツ科学協会
柔道整復師による健康寿命を延ばす為のケガの予防
についてアドバイス。
『筋肉を柔らかくして元気に活動しましょう !』
■ギャラリーホワイエ ■10：00 ～ 16：00
■参加費 500 円

キッズダンス パフォーマンス」

ふわふわの羊毛を使って羊のオブジェや素敵なブ
ローチを作ったり、マドラーを使って親指ピアノを作
ります。
■あつまるスタジオ ■10：00 ～ 16：00
■参加費 500 円

ユリダンスセンター

キャラクターづくり体験

仮装したキッズダンサーがドキドキテラスにてダンス
パフォーマンス
■ドキドキテラス ■11：15 ～ 11：30

5.

岐阜の女性をより美しく健康に！がモット―です。
さぁ！みなさんもベリ―ダンスをご一諸に！
！
■ドキドキテラス ■17：00 ～ 18：00

水墨画体験講座
「“墨” をつかって動物や花を
いきいきと表現しよう」

8.

考え・遊び・学ぼう・国際協力！
国際交流団体協議会（JICA 岐阜県デスク）
Ｊ
ＩＣＡが実施する国際協力事業についてアクティビ
ティを通して楽しみながら考えてみよう！
■ワイワイ畳談話スペース ■10：00 ～ 16：00

おはなしユニットしゃっぽ

12.

てにておラジオは誰もが発信できる市民による市民
のためのラジオ局です。自由に公開収録をご観覧く
ださい。
■エントランスホール ■10：00 ～ 16：00

13.

フルートのみの使用でハーモニーをお届けします。
秋のひと時、フルートの音色でお楽しみください。
■ドキドキテラス ■12：40 ～ 13：00

ぎふの森学園

7.

Ａｌｏｈａ！Ｈｕｌａ＆Ｔａｈｉ
ｔ
ｉ
駅前プラザおしゃれなフラダンス
ハワイの美しい自然、アロハの心を優しい手の動きと
笑顔で、表現します。南の風を一緒に感じましょう。
■ドキドキテラス ■13：10 ～ 13：30

総勢２２名のフルート奏者が奏でる
秋の演奏会
フルート オーケストラ さくら

あつまれ！アニメソング・
ボーカロイドみんなで歌おう！
！
ドラえもん・魔法使いサリー・キャッツアイ・ガンダ
ム…大好きなアニソンみんなで楽しく歌っちゃおう！
！
■ドキドキテラス ■16：00 ～ 16：50

てにておラジオ公開収録
てにておラジオ

楽しい群読ほっこり

6.

おやすみなさいのおはなし会
声と音で表現する絵本や詩の世界をおやすみ前に
ゆったりとお楽しみください。
吉成図書館長が特別出演。
■ドキドキテラス ■19：00 ～ 20：00

～ヴァイオリニスト濱島秀行と群読の仲間たち～

荒井水墨画サロン
水墨画体験講座「墨をつかって動物や花を自由に表
現しよう」に加え、墨磨り体験、裏打ち体験、荒井
水墨画教室の案内を行う。
■ワイワイ畳談話スペース ■10：00 ～ 16：00
■裏打ち体験は参加費 500 円

11.

群読ワークショップ

群読とヴァイオリンのコラボ、絵本や民話の群読と、
子どもにも分かりやすい「謡曲と群読」の共演。
■みんなのホール ■13：00 ～ 15：00

ネシェベリーダンススタジオの
ベリーダンスショー
ネシェベリーダンススタジオ

4. 「メディコス☆ ハロウィン

カットされた紙を並べるだけでキャラクターとメッセー
ジが作れます。プリントして好きな人に送ろう！
■ワイワイ畳談話スペース ■10：00 ～ 16：00

撮れる。魅せる。伝わる。カメラクラブ

東北支援のＰＲ及び販売
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。
■ドキドキテラス（外） ■10：00 ～ 16：00

13.

9. 「信長の夢」を剣詩舞で

みどりっこマーケット
（趣味の手作り品の販売）

アトリエ I/O

ペーパーリーフアート倶楽部

市民講師女子部ぎふ

稲田貴久さんのトークライブ＆
ＳＨＩＮＹ体験談
自身も心の病と向き合った経験を持つ方です。様々
な想いそして願いを聴いて下さい。
■かんがえるスタジオ ■13：00 ～ 16：00

動物やアクセサリーを楽しく
折って遊ぼう！紙飛行機飛ばそう！
ＯＲＩＧＡＭＩ

NPO 法人 日本動物介護センター

岐阜県ユニセフ協会
さわる絵本や点字本の展示と読み聞かせ。外国コイ
ンの選別体験など。世界の子どもたちの暮らしを知
ろう。
■ギャラリーホワイエ ■10：00 ～ 16：00

1.

■10：00 ～ 16：00

飯舘村わんダフル
までい大使じゃがいもによる
災害救助犬の実演

■ドキドキテラス
■①11：40 ～ 12：10 ②14：20 ～ 14：50

運動する楽しさを体験してみませんか？
体験教室開催します。
幼児さんから小学校低学年さんまで参加できます。
■ドキドキテラス ■10：00 ～ 11：00

ドキドキ体験プログラム

活動紹介

こども総合スポーツ部会

公益社団法人 ぎふ犯罪被害者支援センター

6.

メディコスアドベンチャー
～わくわく館内案内ツアー～
メディコスの魅力を知ることができる案内ツアーです。
案内人コスモスさんとメディコスを巡ろう！
■エントランス ■15：00 ～ 16：30
■定員15 名 ■事前申込 市民活動交流センター

近代詩吟照風流

こども総合スポーツ部会

メディコスアドベンチャー

予算のある家計簿で選びとる生活を。家計簿記帳に
よって生活の変化に対応しましょう。
相談コーナー開設。
■ワイワイ畳談話スペース ■10：00 ～ 16：00

レッツ・チャレンジ！ＫＳＳＢキッズ
コーディネーション体験教室

3.

照風流詩吟のつどい

見てるより踊る方が楽しいフラダンス。

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 ■10：00 ～ 16：00

仮装したキッズ達が来場者にフェイスシールやお菓
子を英語で話しかけながら配布し、ハロウィンを盛り
上げる。
■ギャラリーホワイエ ■10：00 ～ 16：00

10.

8.

ハーラウ・ワレア・ホアヘレ

芥見東「き・ず・な」の会

ユリダンスセンター

岐阜友の会

4.

2.

メディコス☆ハロウィン」

現役子育てママによる子育て支援団体です。ママた
ちの生の声を地域社会へ反映させる為の活動を行
なっております。
■つくるスタジオ前 ■10：00 ～ 16：00

暮らし方レッスン「家計簿」
～くらしのサイズ見直しませんか～

［ 期間 ］9 月 1 日
（金）～ 1 0 月 1 4日（土）［ 場所 ］つくるスタジオ前にて

みんなで楽しくＬｅｔ’ｓフラダンス！！

〝アロハ エコモ マイ″
を踊ろう
さぁみんなで一緒に
■ドキドキテラス ■15：00 ～ 15：50

9. 「みんなで楽しもう！！

ＮＰＯ法人 こどもトリニティネット

3.

1.

メディコス駐車場チョークアートの開催を前に、
チョークアートとはどういうものかを実際に見ていただくため、
チョークアート企画展を開催します。

特定非営利活動法人 歴史文化建造物等保存会・ト
ラスト岐阜

ＮＰＯ法人 メダカの学校

2. NPO 法人 こどもトリニティネット

チョークアート企画展 開催！

建築士・宮大工が指南
古い建物なんでも相談

ワイワイ楽しむプログラム

14.

秋の空に響く
やさしい音色の篠笛演奏
天楽篠笛の会
私達はジャンルを問わず、練習してきました。
今日は、幅広い篠笛の音色でお贈りする曲を、お楽
しみ下さい。
■ドキドキテラス ■12：20 ～ 12：35

※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。

