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（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 

今年のテーマは「ありがとう」

※一部の催事を除く

（共催）岐阜市



みんなのアート2018～それぞれのらしさ～

”ありがとう”で「こよみのよぶね」をつくろう！

ありがとう　みんなでつくろう　長良川

日　時：7月14日（土）～29日（日） 10:00～19:00 

場　所：みんなのギャラリー 

対　象：参加自由・無料 

内　容：ギャラリー一面に敷き詰めた段ボールに、みんなで 

　　　　色紙を貼り付けて長良川をつくろう！

日　時：7月14日（土）～16日（月・祝） 

　　　　10:00～16:00 ※完成次第終了 

場　所：みんなのギャラリー 

内　容：冬至の日に長良川に、1～１２の数字とその年の干支をかたどった 

　　　　巨大な行灯が浮かぶ「こよみのよぶね」。ぎふメディアコスモス 

　　　　開館３周年を記念して、３月の行灯をみんなでつくろう！

岐阜市出身のアーティスト 

日比野克彦さんによるトークショー

日　時：7月14日（土） 13:00～14:00  

場　所：ドキドキテラス 

対　象：参加自由・無料 

内　容：ぎふメディアコスモス開館３周年にちなんで「ありがとう」や 

　　　　「こよみのよぶね」、「アールブリュット」などをテーマに 

　　　　トークを展開

＆

Hibinoと「みんなの美術部」

日　時：7月13日（金）　15:00～16:00 

場　所：ドキドキテラス 

内　容：アールブリュット作品の公開制作

プレイベント

Hibinoと「こよみのよぶね」ワークショップ

日　時：7月14日（土）　14:00～17:00 

場　所：ドキドキテラス 

内　容：日比野克彦さんと「こよみのよぶね」を制作するワークショップ

（長良川関連イベント）

◎杉山秀二鵜匠による鵜飼の紹介

日　時：7月24日（火）、26日（木)  13:30～14:00  

場　所：みんなのギャラリー

◎変身！なりきり鵜匠!?
日　時：7月24日（火）、26日（木)  14:00～15:30  

場　所：みんなのギャラリー 

対　象：参加自由・無料 

内　容：鵜匠さんの衣装を着て、写真を撮ろう！

協　力：

開館３周年記念ありがとうトーク

講　演：厚切りジェイソンさん（IT企業役員・お笑い芸人） 

対　談：厚切りジェイソンさん  柴橋正直岐阜市長

益川名誉館長特別講義「ありがとうの心で　夢を追いかけて」

＜出　演＞ 

　益川敏英さん（みんなの森　ぎふメディアコスモス名誉館長） 

　杉山　直さん（名古屋大学大学院理学研究科・研究科長）

日　時：7月15日（日） 15:00～16:30 

場　所：ドキドキテラス 

対　象：椅子席50名（先着順）・無料　※その他立見等観覧スペース有り 

内　容：ノーベル物理学賞を受賞した益川敏英名誉館長と、杉山直（なおし） 

　　　　名古屋大学教授によるトークイベント

届け！「ありがとう‼」のメッセージ 

メディコスありがとうマッチFC岐阜パブリックビューイング

日　　時：7月15日（日） 17:30～20:00 （17:00開場・17:30イベント開始・18:00試合開始） 

対象試合：FC岐阜　vs ヴァンフォーレ甲府 

場　　所：ドキドキテラス 

対　　象：参加自由・無料 

　　　　　※椅子席は、100席（14:00から整理券配布）、その他立見等観覧スペース有り 

内　　容：「応援ありがとう！」メッセージなど選手トークショー、じゃんけん大会　ほか 

M       C：久世良輔さん

届け！「ありがとう!!」のメッセージを送ろう

日　　時：7月14日（土）～16日（月・祝） 10:00～16:00（15日は20:00まで） 

場　　所：エントランスホール 

対　　象：参加自由・無料 

内　　容：FC岐阜のエンブレムにありがとうのメッセージを書き、次節ホームゲーム（７月 

　　　　　25日（水）19:00 ～　カマタマーレ讃岐戦）のピッチに届けて選手と共に闘おう！

日　時：7月16日（月・祝） 13:30～15:00（13:00開場） 

場　所：みんなのホール 

対　象：200名（先着順）・無料 

M    C：西村知穂さん

第1部：”夢やロマンを追いかけつづける”益川名誉館長はこんな人 

第2部：益川名誉館長に聞いてみよう

「Why Japanese people!? なんでやりたい 

ことやらないの？～掴み取るためには～」

No Medicos N
o Life



駐車場の混雑が予想されるため、公共交通機関をご利用のうえご来館ください

市民のラジオ「てにておラジオ」

放送日時：7月9日（月）～14日（土）（10日以降は、９日の再放送） 
　　　　　FMわっち　78.5MHz  14:00放送（14日のみ13:00） 
内　　容：ぎふメディアコスモス開館３周年記念イベントの紹介　ほか

市民活動団体協賛イベント

メディコスアドベンチャー

日　　時：7月15日（日）　13:30～15:00 
集合場所：１階エスカレーター西側 
対　　象：参加自由・参加費（協力金）100円 
内　　容：メディアコスモスの建物を巡って、
               建築設計のひみつを探るツアー 

案内人コスモスさんと学ぶ

（問い合わせ先） 

  みんなの森　ぎふメディアコスモス 

  〒500-8076　岐阜市司町40番地5 

  TEL：058-265-4101 

  HP：https://www.g-mediacosmos.jp/

（アクセス） 

  電車  JR岐阜駅または名鉄岐阜駅より徒歩25分 

  バス「市民会館・裁判所前」「メディアコスモス前」バス停下車すぐ 

  　　「メディアコスモス・鶯谷高校口」バス停より徒歩3分 

  車　 東海北陸道・岐阜各務原ICから車で20分 

　　　※有料立体駐車場約300台　所定の手続きにて2時間まで無料
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図書館はまるごと賢治ウィーク

時空を超えて宮沢 賢治を旅する
絵本作家やデザイナーやミュージシャンといっしょに、子どもも大人も図書館員も
ボランティアさんもみんないっしょに〈宮沢 賢治〉を語りあうゴージャスな３日間！
ワークショップ、トーク、読書会、朗読 & 音楽など 10 のプログラムを開催。

高畠 純さん

絵本作家
イラストレーター

ボローニャ国際
児童図書展

グラフィック賞受賞

福田 利之さん

イラストレーター

スピッツの
CD ジャケットも
手がけてます！

目黒 実さん

作家、（財）子ども未来

研究センター代表

全国各地で
絵本カーニバルを

プロデュース！

　時空を超えて宮沢賢治を旅する
語りと朗読と音楽。 時空を超えて賢治の世界へ誘う。

語り部／目黒 実さん（作家）

朗読／浅井 彰子さん（フリーアナウンサー）

音楽／ saori さん（ミュージシャン）

　物語スコーレ
神話、 小説、 映像、 ディズニーやジブリの物語の構造、
方程式を学びながら、 紡いできた物語を朗読し合います。
参加される方は、 事前課題の 「大切な人にラブレターを
紡ぐ」 に取り組み、 当日ご持参ください。

講師：目黒 実さん（作家）
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SAT

18:00~20:00

SAT
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16
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14:00~16:00

7 
15

SUN

13:30~15:00

　作家トークショー　絵本と物語を巡って
作家の絵本と物語を巡るクロストーク。

ゲスト／高畠 純さん（絵本作家）

　　　　福田 利之さん（イラストレーター）　

　　　　目黒 実さん（作家）　

聞き手／吉成 信夫（図書館長）

詳しくは図書館のチラシ、 HP にて！
https://g-mediacosmos.jp/lib/

申込は岐阜市立中央図書館の窓口／ TEL ／ (058)262-2924　E-mail ／ moushikomi@gifu-lib.jp へ。

　ほかにもイベントが盛りだくさん！
7 ／ 14

13:00~15:00 イーハトーヴ ブローチ製作所　

14:30~16:00 賢治読書会 『セロ弾きのゴーシュ』

7 ／ 15

10:00~12:00『雪わたり』灯籠 WS

10:00~11:00 賢治読書会 『虔十公園林』　

18:00~20:00 賢治読書会 『水仙月の四日』　

7 ／ 16　

10:00~12:00 イーハトーヴの箱庭 WS

7 
14

～30
　　　MON

　賢治本カーニバル
絵本や関連図書がいっぱい。
図書館内のあちこちに展示
が出現します。
賢治の本の世界を自由に旅
ができる空間をどうぞ、 お楽
しみください。

要申込

要申込

要申込


