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みんなの森 ぎふメディアコスモス

日曜日

9 月 28 日（土）･29 日（日）イベント開催中、市民活動交流センター窓口でクイズラリー用紙

をお渡しします。クイズに正解した方全員に、ノベルティグッズをプレゼントします。

館内や広場を楽しんだ後は、市民活動交流センター窓口にお立ち寄りください。

　現在、みんなの森 ぎふメディアコスモス南側では、新しい市庁舎の建設が行われています。

新市庁舎が、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開催します。工事仮囲いを黒板に変身させたキャン

バスに、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（新市庁舎仮囲い西側）

日時： 9 月 29 日（日）9：30 ～ 16：00　企画：メディコスクラブ

■ 講 師： 柳沢 拓哉 さん（ 前 八戸ポータルミュージアムはっち　主任コーディネーター ）

■ 日 時： 9 月 29 日（日）16：00 ～ 17：30　場 所：かんがえるスタジオ　定 員：100 名

みんなの森 ぎふメディアコスモスは、知・文化・絆の拠点として皆さまに親しまれて開館から４年が経過しました。今後さらに市内外の皆さまに

ご利用いただける施設として、シビックプライドの醸成に向けて、次のステージとなるシビックプライドセンターへと進化することが期待されます。

そんなメディアコスモスで、青森県八戸市の先駆的な事例を聴きながら、市民参加によるまちづくりについて考えてみましょう。

★シビックプライドセンターセミナー★

地域資源を活かし、新しい魅力を紡ぐまちづくり

場 所： 市民活動交流センター窓口

みんなの森 ぎふメディアコスモス

〒500-8076　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）

有料駐車場 : 約 300 台あり（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

　機関をご利用いただきますようご協力をお願いします。

参加募集は 9 月 20 日（金）まで　※雨天の場合は 10 月 13 日（日）に延期して開催します。

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

市民活動交流センター

お申し込み・お問い合わせ先

開催の可否は 9 月 28 日 17 時の時点で判断し、ホームページ上でお知らせします。URL: https://g-mediacosmos.jp/

空きがあれば

当日参加可能

＊9月 28 日（土）21 時までに電話またはＥメールで市民活動交流センターへお申し込みください。
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津軽三味線　糸音　■10：50 ～ 11：40

力強い響きの「津軽じょんから節」をはじめ、様々な世代にも楽しんでいただける楽曲もお届けいたします。

楽しい群読ほっこり　■13：30 ～ 15：30

高畠純さんと濱島秀行さんをゲストに迎える音楽と絵本の群読ワークショップ。

芥見東「き・ず・な」の会

ご来館のみなさんに、「あんな作品がつくりたい！」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

盲重複児・者のこれからを考える会ポコアポコ

バター 100％、国産小麦など安心・安全な材料で作ったお菓子、カラフルな糸で織った布を加工した製品の販売。

■エントランス

１. 視覚と知的に障がいを有する人たちが作ったクッキーや手織り品の販売

公益社団法人 ぎふ犯罪被害者支援センター

ホンデリング活動を行います。不要になった本をお持ちください。不要になった本が支援活動に活用されます。

■ギャラリーホワイエ

２. 1 人にはならない、させない支援の手。

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。牛乳パックを使った簡単な工作をしましょう。

■ギャラリーホワイエ

３. 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

特定非営利活動法人 メダカの学校

いつまでも若々しくいたい。それはあなた次第です。肌、髪、腸、骨等々を元気にする秘訣をお話します。

■かんがえるスタジオ　10：00 ～ 11：20

５. 美しく健康に生きるには（幸せ一杯の生き方）

おはなしユニット　しゃっぽ　■18：00 ～ 19：00

全館イベントのしめくくりは、おやすみなさいのおはなし会で！いい夢が見られますよ。

10．おやすみなさいのおはなし会

特定非営利活動法人 チャイルドラインぎふ

手作り風船電話なら、“もしもし”“はいはい”ふだん話せないことも話せちゃう？！

■ギャラリーホワイエ

６. 体験！もしもし風船電話

ラーニングプラス

参加者の創作映像（ＤＳＴ）を鑑賞して言葉で気持ちを表現する意味の意見交換会。心理学専門家もゲスト予定

■かんがえるスタジオ　12：00 ～ 15：30

７. ラーニング道場！思考力・コミュ力・皆で参加のワークショップ！

ガールスカウト岐阜県連盟

災害がおきても大丈夫なように、知識や技術を身につけよう。

■みんなのギャラリー

８. 災害にそなえよう～ Be Prepared ～

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。どんなものか一緒に試してみませんか？

■つくるスタジオ前

９. 話し言葉が文字になる！

ＫＳＳＢぎふ

鉄棒逆上がり教室☆簡単なロボットを動かすプログラミング教室 ※要予約（当日受付もあり）あそび場教室開放

■ギャラリーホワイエ

10. 鉄棒の個人指導レッスン☆あそび場教室☆プログラミング教室
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～あなたも今日からメディコス博士 協力金１人 100 円 】

■エントランス　13：30 ～ 15：30

10. コスモスさんと学ぶメディコスアドベンチャー

ＥＢＳ

子どもからお年寄りまで、どなたでもすぐにルールを覚えることができます。楽しくゲームをしましょう。

■ワイワイ畳周辺

１. チェス（西洋将棋）をやってみよう！

アトリエＩ/Ｏ

羊毛がフェルトになるしくみ、音の出るしくみを学びながら羊のオブジェやブローチ、親指ピアノを作ります。

■みんなのギャラリー　 材料費 各 500 円 】

２. しくみをしってたのしくつくろう！

ＯＲＩＧＡＭＩ

紙ヒコーキ、動物、お花いろいろ作って遊びましょう。

■ワイワイ畳

３. みんなで楽しいオリガミしましょう！

特定非営利活動法人 ＮＳＫ事業推進＆スポーツ科学協会

日常の生活からくる身体の不調・ゆがみなどを整えます。スッキリしたい方必見です。【参加費 500 円】

■つながるスタジオ

４. 整体＆ほぐし～骨盤整体・産後骨盤調整（姫トレ）～

岐阜レクリエーション指導者協議会

誰でも参加・・親子でつくる・・易しいクラフトつくり リングひこうき･風車･わりばしてっぽう など・・

■ワイワイ畳周辺

５. 易しいクラフト・・楽しい「レクリエーション・ワークショップ」

ペーパーリーフアート倶楽部

お菓子の空き箱や色紙を並べるだけでアート体験ができます。スマホで撮影しプリントします。

■ワイワイ畳周辺

６. 紙の葉っぱで愉快なキャラクターを作ろう！

市民講師女子部ぎふ

眠っているＴシャツをバックにリメイク♪片づけアシストとの初コラボ！片付かないクローゼットの無料相談！

■みんなのギャラリー　  】

９. Ｔシャツをオシャレにリメイク＆クローゼットをスッキリ整理

ハーラウ・ワレア・ホアヘレ　■11：00 ～ 12：00

子どもから大人まで笑顔いっぱいのフラダンス！ラストの曲は皆さんも一緒に踊りましょう！生演奏ですよ！！

４. 笑顔と元気と癒しのフラダンスショー！華やかな時間を過ごそう！

ＫＳＳＢぎふ　■14：00 ～ 15：00

健康維持プログラム体験☆ぜひ一緒にカラダづくりをはじめましょう！！どなた様でも参加していただけます♪

７.「リズム de ウォーキング」を体験してみませんか？

ユリダンスセンター　■13：00 ～ 14：00

大ブレイク中のＫ－ＰＯＰでダンスパフォーマンス！！「おしり探偵」も踊るよ！！

６. ユリダンスセンター「ＫＯＤＯＭＯ　ダンスダンスライブ」

特定非営利活動法人 日本動物介護センター　■12：00 ～ 13：00

災害救助犬「じゃがいも」の活躍をみなさんにご紹介します。

５. 災害救助犬「じゃがいも」の活動報告

２. 糸音の津軽三味線ステージ

３. 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

ネシェベリーダンススタジオ　■16：00 ～ 17：00

美しいベリーダンスとアゼリダンスを観て、皆さんもご一緒に美意識を高めましょう！ Let’s beauty.

９. ベリーダンスとアゼルバイジャンダンスショー

１. みどりっこマーケット（趣味の手作り作品の販売）

８. 織　田　信　長　公　の　心　情
濃州神陰流桔梗舘　■15：00 ～ 16：00

信長公にちなんだ、信長出陣、あゝ稲葉山城、長良川賛歌、桶狭間を過ぐ、を剣舞、詩舞で表現する。

４. じゃがいも大使の福島支援
特定非営利活動法人 日本動物介護センター

パネル展示、犬のしつけ相談、復興支援福島物産販売、災害救助犬「じゃがいも」と記念撮影会

■かんがえるスタジオ前、ドキドキテラス屋外

８. 赤い羽根共同募金のオリジナル募金箱をつくってみよう♪
岐阜市ボランティアセンター

10 月 1 日から共同募金運動がはじまります。じぶんの町をよくするしくみについて紹介します。

■ギャラリーホワイエ

７. スポーツ好きな子集まれ！セグウェイに乗ろう！総合型の魅力を体感！
スポーツクラブミニッツ（特定非営利活動法人 ＦＣ１０ｍｉｎ）

セグウェイカートで大人も子どもも心躍る！総合型スポーツクラブを通じてつながる地域の絆！！

【 試乗：立ち乗りセグウェイ･キックスクーター各 3 分 300 円／セグウェィカート 3 分 500 円 】

■みんなの広場カオカオ　※雨天中止

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。

9 月 28 日（土）には「だんだん段ボールタウン」を開催！

屋外では、ウォールチョークアート第2弾や、飲食ブースも出店するよ！

● 事前申込みの必要なすべてのプログラムについて、当日の空きがあれば参加できます

● 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

● 時間表示のないイベントは、おおよそ 10：00 ～ 16：00 に開催されます

● 各ステージの時間は、出演時間と、準備及び入替えの時間を含みます

みんなのホール

ドキドキテラス

《 飲食ブース 》　特定非営利活動法人 コミュニティサポートスクエア

　　　　　　　　特定非営利活動法人 KizunaGlobal

じゃがいも大使

セグウェイカート

みんなのホール


