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イベント内容が予告なく変更となる場合があります。

楽しいブースやすてきなプレゼント（先着）を用意しています。
どうぞお気軽にお越し下さい！！

・・・集い・ふれあい・学びあい・・・

2017

開館15周年記念

2017

1/21㈯・22㈰・28㈯・29㈰ ハートフルスクエアーＧと　き ところ

参加無料
（一部材料費等必要）

日　時　１月２1日（土）１３：３０－１５：００
会　場　大研修室
講　師　河江 肖剰 氏
　　　　エジプト考古学者　名古屋大学ＣＨＴ共同研究員
定　員　１００名　　
受講料　無　料
内　容　世界有数の古代建造物であるギザのピラミッドは、近
年、様々な方向から研究が進められています。基礎的な話から
最新調査に至るまで、包括的にピラミッド研究について紹介し
ながら、新しいピラミッドの姿をお伝えします。
　　　　　　 詳しくは、岐阜市生涯学習センター 生涯学習係へ。

講演会「エジプト研究最前線
　　　　 ―ギザのピラミッド」

岐阜市生涯学習センター

手話通訳付き

日　時　１月２９日（日）１３：３０－１５：３０　 
会　場　大研修室
定　員　８０名（先着順）
受講料　無　料
内　容　時代背景を学ぶとともに市川房
枝氏の語り「婦選の話」と歴史ジャーナリ
スト 岩尾光代氏が監修した「最初の女性
代議士たち」のＤＶＤを鑑賞し、これから
の女性の政治参加についてなど自由に
話し合いませんか。
　　　  詳しくは、岐阜市女性センターへ。

「なぜ女性の議員が必要なの？
  ～女性参政権行使70年  今、そしてこれから～」

岐阜市女性センター
ハートフルネットぎふ合同企画

岐阜市体育ルーム 岐阜市立図書館分館 岐阜市消費生活センター

２１日（土）
「ファッションショー」

２２日（日）「体育館デー」
卓球・親子遊びで楽しもう

２１日（土）・２８日（土）
「おもちゃの病院」「リサイクル教室」

［問合せ先］

地球に優しい大豆油を使用した
インキで印刷されています。

（ＪＲ岐阜駅東隣）
〒500-8521　岐阜市橋本町1-10-23

岐阜市女性センター　      ☎058‐268‐1052

岐阜市立図書館 分館　　 ☎058-268-1061
岐阜市体育ルーム　　 　 ☎058-268-1063

岐阜市生涯学習センター　☎058-268-1050

岐阜市消費生活センター　☎058-268-1067

交通のご案内

●ＪＲ岐阜駅より徒歩２分
　（駅構内より２Ｆ連絡通路で通じています。）
●名鉄岐阜駅より南へ徒歩５分
●最寄バス停留所：岐阜バスＪＲ岐阜駅前

ご来館の際は公共交通機関をご利用ください。

◆すみやかな核兵器廃絶を願って
参加団体：新日本婦人の会岐阜支部

ファッションショー

市民活動・ボランティア団体によるステージ発表

11:00-11:20

11:２５-11:４０

13:20-16:0０

1０:00-16:00

1１:２0-1３:00

　
●フラダンスグループ
　カ・リコ・プア・オ・カラニアーケア岐阜（フラダンス）
●岩野田民踊美朋会・富貴の会（民踊）
●ピアノデュオ カノン（ピアノ連弾）
●マジッククラブ「ちょうちんあんこう」（マジックショー）
●クロマチカ・グリーン（クロマチック・ハーモニカ演奏）
●岐阜県自閉症協会 岐阜市ブロック（リズム体操）
●ボランティアグループ おもと会（団体紹介）
●ダンシングキッズ・ピーターパン（ジャズダンス）

13:20-

14:00-

15:00-

10:00-

12:00-

13:20-

15:00-

ファッションコース３年生による創作作品の紹介
参加団体:岐阜県立岐阜城北高等学校　生活文化科　３年生

ペープサート
子ども生活コース３年生によるペープサートと手遊びうた
参加団体:岐阜県立岐阜城北高等学校　生活文化科　３年生

市民活動・ボランティア団体によるステージ発表

【参加団体】
●公益社団法人スコーレ家庭教育振興協会
 （ちびっ子集まれ！わっはっはの輪 ～体を使って遊ぼう～）
●風靡 ―ふうび―（女声コーラス）
●フルート オーケストラ さくら（フルート演奏）

市民活動団体によるステージ発表　

市民活動・ボランティア団体の活動発表展示

【参加団体】
●ボランティア 風と土の会
●パソコン文字通訳サークル おもちゃ箱
●NPO法人 うぃすたりあぶっく
●学生団体 Ｄｒｅａｍ Ｂｏｘ
●NPO法人 ナルク岐阜
●岐阜・野宿生活者支援の会
●ガールスカウト岐阜県第３団
●ボランティアグループ おもと会
●押し花グループ ビオラ
●岐阜県ユニセフ協会
●サルビア 華の会
●（一社）寄せ植え華道協会 岐阜支部

２階西壁面・キュービックギャラリー・情報コーナー

消費生活に関するパネル展示及びチラシ展示
１階通路壁面・図書館前　※21・28日は、チラシ展示は行いません。

●ＮＰＯ法人グッドライフ・サポートセンター
●ＮＰＯ法人クローバ！
●公益社団法人スコーレ家庭教育振興協会　他

◆その他の参加団体

◆食からはじまるハッピーライフのための食事メニュー
参加団体：ほっぺの会

◆リレー・フォー・ライフ・ジャパン岐阜の取り組み
参加団体：リレー・フォー・ライフ・ジャパン岐阜 実行委員会

行政相談情報コーナー
２階キュービックギャラリー横
参加団体：公益社団法人全国行政相談委員連合協議会

岐阜大学における男女共同参画推進の取り組み
２階キュービックギャラリー横
参加団体：岐阜大学男女共同参画推進室

1１:０0-1１:４５

新小笠原流人前結婚式（三献の儀）
室町時代から伝わる由緒正しい儀式を現代に即して表現します。
解説：安田 多賀子 氏(装賀きもの学院 院長)　参加団体：中部礼法研究会
1２:０0-1２:３0

11:０0-11:45

フラダンス発表

●詳しくは、裏面をご覧ください。 ●詳しくは、中面をご覧ください。●詳しくは、中面をご覧ください。

最終日は16時まで　

最終日は16時まで　

展　示ステージ発表 交流サロン

要申込 要申込

１階・２階壁面・キュービックギャラリー

◆参加１１地区の活動紹介
参加団体：岐阜市女性の会連絡協議会

２階壁面・キュービックギャラリー
ハートフルネットぎふ各団体 活動紹介

29～21  土 日

最終日は16時まで　29～23  月 日

21  土

22  日

28  土

29  日

29・22日 日

22～16月 日

　
●オカリナアンサンブル華音（オカリナ演奏）
●NPO法人 ぎふ音楽療法協会（参加型コンサート）
●濃州神陰流 桔梗舘（剣舞・詩舞）
●足立たま美と演歌座（歌謡ショー）
●フラサークル フラオ・マハナ岐阜（フラダンス）
●ミスタートリック（マジックショー）
●フラサークル ハウオリ（アロハ南サークル所属）（フラダンス）
●YAMASHOW（ギター歌謡ショー）
●腹話術サークルほ・ほ・え・み（腹話術）
●ケンちゃんファミリー（南京玉すだれとマジックショー）
●オカリナ・カンタービレ（オカリナ演奏）
●ろごす腹話術 アシュレー岐阜（腹話術）
●中川ワールド（ジャズ演奏）
●尾崎章とその一味（歌謡ショー）
●クラブオカリナ岐阜（オカリナ演奏）

参加団体：ハーラウ ワレア ホアヘレ

１４:０0-1４:４５
未来に輝く女性たちのダンスと演奏
参加団体：聖マリア女学院中学校・高等学校

「無縁社会と家族」～生きること つながること～
地域とのつながりを結んでいく大切さを実感できる映画です。
企画：兵庫県・（公財）兵庫県人権啓発協会　製作：東映（株）
　　　　　　　　　　

1３:３０-1４:４０

１３:３０-１４:０５

1４:１０-1４:４０

交流サロン無料上映会

①ヒーロー

両親と人生の巣立ちの時を迎えた子どもたちの会話を通じて、多様性を
認めるカラフルな社会を考えていきます。　企画・制作：東映（株）

②家庭の中の人権 カラフル Colorful

市立図書館分館の歩み
図書館前【参加団体】

【参加団体】

選挙は社会への
パスポート！！

昨年の様子



がんに関する相談コーナーもあります

協力：岐阜市少年自然の家１０：００ -１６：００  1階通路

観覧無料

簡単に楽しめる押し花アートの魅力をしおりやコースター作りで体験して頂きます。
１０：００ -１６：００  ２階通路
押し花でコースターやしおりをアートしよう

初心者の方におススメの相談会。カレンダーや名前シールの作成、ぬり絵体験もあります。
参加団体：岐阜ITコラボレーター会

１０：００ -１６：００  パソコンルーム
初心者パソコン相談とカレンダーづくり

Ｎゲージ模型運転・小児向け模型運転体験、会員撮影の写真展示とＤＶＤ映写を行います。
参加団体：鉄道友の会 名古屋支部

１０：００ -１６：００  中研修室
見て・動かして、みんなで鉄道を楽しもう！

からくりおもちゃや恐竜づくり、かざりおもちゃなどを作ります。
参加団体：楽おもちゃ工房

参加団体：押し花グループ ビオラ

１０：００ -１６：００  ２階通路
木のおもちゃづくり

犬や猫の飼い方等のクイズを出題し、景品としてバルーンアートをプレゼントします。
参加団体：学生団体 Dream Box

１０：００ -１６：００  １階中央入口付近
わんにゃんクイズ＆バルーン

館内をまわり15の星座を見つけよう！プレゼントも用意しています。
１０：００ -１６：００  １Ｆ受付付近
冬の星座ラリー

15周年を記念して１５にちなんだ遊びにチャレンジ！プレゼントも用意しています。
１０：００ -１６：００  １階中央入口付近
開館15周年記念ブース

生涯学習センター 女性センター 体育ルーム 図書館分館 消費生活センター

廃材を利用して工作をします。大人も子どもも作って楽しくノリノリであそぼう！
参加団体：ぷらむ

１０：００ -１６：００  研修室５０
つくって あそぼう！ 10円

血圧や体脂肪の測定など、個々の健康に関する相談を受け付けます。
参加団体：岐阜県在宅保健師「結の会」（岐阜県国民健康保険団体連合会）

１０：００ -１６：００  ２階通路
健康相談

かわいいこけ玉や青竹の器にミニ寄せ植えを作りましょう！
参加団体：ながら花の会

１０：００ -１６：００  ２階通路
こけ玉やミニ寄せ植え作り

刀やイヌ、ハート、白鳥、アンパンマンなど、簡単にできる作品を作りましょう。
参加団体：岐阜ストリートブラザーズ

１０：００ -１６：００  ２階通路
楽しいバルーンアート

活動内容のパネル展示。市民後見無料相談会・折り紙教室の実施。
参加団体：NPO法人 市民後見センターぎふ

１０：００ -１６：００  ２階通路
高齢者等の生活を支援する「市民後見ぎふ」

来場者にハンドマッサージをしながら、ナルクのボランティア活動をＰＲします。
参加団体：NPO法人 ナルク岐阜

１０：００ -１６：００  ２階通路
ハンドマッサージの体験

心理学理論に基づいた性格診断テスト。ＴＥＧやＳＧＥが代表的。今回はＳＧＥを体験。
参加団体：NPO法人 日本交流分析協会 中部支部

１０：００ -１６：００  ２階通路
エゴグラムで自分発見！！

ギターの初歩を体験するとともに、ライブ演奏を楽しんでいただきます。
参加団体：MUSIC IN MY LIFE

１０：００ -１６：００  音楽スタジオ大
ライブ演奏とギター演奏体験

壊れたおもちゃの修理をします。（特殊な部品など修理できない場合があります。）
参加団体：おもちゃ病院ぎふ

１０：００ -１６：００  図書館前
おもちゃの病院

廃材などを利用したおもちゃを作ります。
参加団体：おもちゃ病院ぎふ

１０：００ -１６：００  図書館前
ものづくり教室

身近なものを利用してリサイクル作品を作ります。消費生活に関するアンケートも行います。
参加団体：消費者団体

１０：００ -１６：００  図書館前
リサイクル教室等

南米パラグアイの民族楽器のハープの紹介と体験コーナー。ミニ演奏会も行います。
１０：００ -１６：００  柔道場
聴いてみよう！ 弾いてみよう！ 中南米のハープ

講師：田中 千代里 氏１０：００ -１6：００  ２階通路
かんたん、手作りスイーツデコ　

１０：００ -１６：００  図書館前
おもちゃの病院・ものづくり教室

自然のものを使ったクラフトを作ろう！

参加団体：地域型がん患者サロン「和やかサロン」

10：００ -１６：００  小研修室１
地域型がん患者サロン「和やかサロン」の活動紹介　　　　

参加団体：岐阜調停協会　
１0：3０ -１2：００  研修室50

他人とのトラブル・家族とのトラブル どうしたらいいの？
～そんな時「調停」で話し合ってみませんか～　　

みんなで叶えよう！2017年の夢
～子どもも大人もやりたいことを書き出してみよう～　　

隠れ教育虐待？子どもの意思決定を奪っていませんか？

女性参政権70年記念シンポジウム
ガラスの天井を破るには？

講師：野田 聖子 氏（衆議院議員　政治分野における女性の参画と活躍を推進する
　　　　　　　　　 議員連盟  幹事長）
問合せ先：岐阜市女性問題連絡会（森川・鈴木法律事務所）　℡058-262-4982
参加団体：岐阜市女性問題連絡会

一人でも、初めてのママでも、楽しく友だちをつくりませんか。
参加団体：ＮＰＯ法人クローバ！

１０：００ -１1：3０  研修室３０
県外から来たママのための交流会

１３：0０ -１6：0０  図書館前
計量コーナー　お菓子１００gを当てるゲームをしよう　　　　　

協力：岐阜市計量検査所

催し物のタイトルの色が
問い合わせ先の施設です

　　 は託児のある講座です。（対象：満１歳～未就学児）　要申込（先着順）　上記女性センターへ。28 土 日・・託 児（無料）

参加無料（一部材料費等必要）

500円

参加団体：アルパ de Feliz♪

要申込

１０：００ -１2：００  ２階通路
「下手でいい、下手がいい。」の絵手紙を描いてみよう！

講師：浦田 弥生子 氏（絵手紙講師）
参加団体：新日本婦人の会岐阜支部

100円

500円

500円

１０：００ -１６：００  ２階通路
シュワシュワ入浴剤を作ろう！

協力：ドリームシアター岐阜

１3：3０ -１5：３０  大研修室

１3：3０ -１6：0０  研修室５０

おはなし会スペシャル　

大型紙芝居・絵本などの楽しいおはなしや人形劇など出し物がいっぱい！
14：0０ -１5：３０  中研修室 対象：０歳～小学生

500円

2９

子どもどうしのけんかはどう解決するの
ー子どもへの暴力予防教育CAPを使って考えるー　　　
１3：００ -１５：００  研修室30
講師：松尾 千景 氏（代表）、鹿島 紀子 氏
参加団体：ぎふCAP

2017

１０：００ -１３：００  図書館前
リサイクル教室等
身近なものを利用してリサイクル作品を作ります。消費生活に関するアンケートも行います。
参加団体：消費者団体

講師：若原 法子 氏１０：００ -１5：００  ２階通路
スクラップブッキングで楽しもう

講師：河合 良房 氏（弁護士）

講師：高橋 直紹 氏（愛知県弁護士会 CAPNA弁護団）
参加団体：子どもの人権ネットワーク・岐阜

参加団体：おもちゃ病院ぎふ

15周年を記念して１５にちなんだ遊びにチャレンジ！プレゼントも用意しています。
１０：００ -１６：００  １階中央入口付近
開館15周年記念ブース

（予定）

手話通訳付き

キャリアカウンセラーによる女性のためのプチカウンセリング

働く人の悩み相談コーナー

講師：藤井 章子 氏 
１０：００ -16：0０  ２階通路
はさみやフックなど使える雑貨をかわいくデコレーション！

講師：竹内 靖子 氏（ライフオーガナイザー）　参加団体：Coco Natural
１０：０0 -１1：30  研修室３０

講師：中川 久枝 氏（2級キャリア・コンサルティング技能士）　参加団体：ＢＬＳ
１０：００ -１２：0０  1階通路

11：００ -１2：0０  研修室５０
群読ワークショップ～声に出してリフレッシュ～　　

要申込

参加団体：キルシッカ
１０：００ -16：0０  ２階通路
リボンで作るヘアアクセサリーとミニバッグチャームをつくろう！

参加団体：ふぅわ

講師：河村 たか子 氏（フリーアナウンサー）
参加団体：楽しい群読ほっこり

持ち物：バスタオル
13：００ -15：0０  和室研修室
Babyとタッチコミュニケーション（お産後の集い）

参加団体：一般社団法人岐阜県助産師会

１０：００ -16：0０  ２階通路
簡単カラー診断で私や子どもの今の気持ちを知ろう

13：3０ -15：3０  大研修室（先着80名）

なぜ女性の議員が必要なの？
～女性参政権行使70年  今、そしてこれから～

参加団体：ハートフルネットぎふ

参加団体：ほっぺの会
　

１０：００ -16：0０  ２階通路
ぬりえｄe食育

有資格のマッサージ師によるマッサージ活動です。
参加団体：地域福祉支援活動 アイサポ
１０：００ -１６：００  ２階通路
クイックマッサージ

１０：００ -１６：００  大研修室
ぎふの木のおもちゃであそぼう

卓球台　４台（１時間入替制） 持ち物：上靴（ラケット、ボールは貸し出しあり）
１０：００ -１６：００  剣道場
卓球！心地よい汗を

バランスボールや輪なげ、ドレミマットで自由に遊ぼう。１０：００ -１６：００  柔道場
親子遊び！自由に遊ぼう

強く美しいクライミングの高度な技術を見てみよう。
（講習会への参加は少年少女クライミングスポーツ教室修了者判定合格者）

10：００ -１2：００  多目的体育室
骨密度測定・診断！

定期的に骨密度検査を受けて、早めに発見することが大切です。　定員：20名

10：００ -１6：００  多目的体育室
クライミングデモンストレーションと講習会

フライングディスク・カローリング・ボッチャ　持ち物：上靴
１０：００ -１６：００  多目的体育室
チャレンジしよう！ニュースポーツ

卓球台　４台（１時間入替制）　持ち物：上靴（ラケット、ボールは貸し出しあり）

卓球！心地よい汗を

簡単にできるとびだすカード作り。
参加団体：岐阜県立岐阜城北高等学校 生活文化科　定員：３０名

１２：００ -１３：００  研修室３０
とびだすポップカードを作ろう

１０：００ -１６：００  剣道場

講師：河江 肖剰 氏（エジプト考古学者　名古屋大学ＣＨＴ共同研究員）
１3：30 -１5：0０  大研修室
講演会「エジプト研究最前線―ギザのピラミッド」

フルーツやリボンをデコレーションして、かわいらしいマグネットを作ります。
①１3：3０ -　②１4：15-  研修室３０
デコスイーツマグネットを作ろう

参加団体：岐阜県立岐阜城北高等学校 生活文化科　定員：各回１０名

100円

長良川大学で10単位以上取得された方を表彰します。
オープニングアクト：ボランティアサークル「千のなかま」（シャンソンと演歌） 主催：岐阜市　

１2：45 -１3：2０  交流サロン
生涯学習「長良川大学」単位取得認証式 手話通訳付き

市民活動・ボランティアに関する相談と缶バッチ作りを行います。
協力：（福）岐阜市社会福祉協議会／市民活動交流センター

１０：００ -１６：００  研修室５０
知って得する“市民活動”＆“ボランティア”

「英語で遊ぼう！」は11：00－、14：00－の各30分。４歳～小学生対象。定員20名程度。
協力：（公財）岐阜市国際交流協会

１０：００ -１６：００  研修室３０
「中国の切り絵体験」と「英語で遊ぼう！」

南天や黄梅などを使って苔玉作り。匂い袋はフェルトの色を選び編んでいただきます。
参加団体：ふれあい花の会

１０：００ -１６：００  ２階通路
苔玉と匂い袋作り

オリジナルの手作り作品が楽しく短時間で出来ます。見本の中から希望の物を作ります。
参加団体：ハピネス花倶楽部

１０：００ -１６：００  ２階通路
押し花、山の幸染め、タイルクラフト体験教室

カロムを通じて子どもから高齢者、家族や友人とふれ合うことで絆を強めます。
参加団体：ぎふ長良川カロムクラブ

１０：００ -１６：００  ２階通路
カロムって何だ？

☎058-268-1050  ☎058‐268‐1052 ☎058-268-1063 ☎058-268-1061 ☎058-268-1067

28  土 29  日21  土 22日

22  ・21  土 日

ぎふの木を使った、いろんな種類の積み木やブロックで遊ぼう！

200円

150円～

つまみ細工でアクセサリーを作ろう！

参加団体：公益社団法人スコーレ家庭教育振興協会
１０：００ -１2：００  ２階通路

500円～

500円～

500円（15分）

苔玉：500円
匂い袋：100円

500円

500円

講師：柴田 雅江 氏　持ち物：バスタオル、飲み物　参加団体：ほっぺの会
１０：30 -１1：30  和室研修室
ベビーヨガマッサージ 300円

100円

100円

300円～

いろんな遊びコーナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
カローリング、輪なげ、スカイクロス、ドレミマット、魚つり、フラフープなどで楽しく自由に遊ぼう！
１0：00 -16：00  多目的体育室

参加団体：一般社団法人岐阜県助産師会１3：00 -16：00  小研修室１
育児健康相談

館内をまわり15の星座を見つけよう！プレゼントも用意しています。
１０：００ -１６：００  １Ｆ受付付近
冬の星座ラリー

１0：00 -16：00  柔道場ダンボール迷路

29  ・28  土 日

500円

参加団体：わの会母親カウンセラーネットワーク

１０：3０ -12：0０  中研修室
宮沢賢治発未来、岐阜へ

講師：吉成 信夫 氏（みんなの森ぎふメディアコスモス 岐阜市立中央図書館 館長）　

カメリア（椿）の花
染色布で椿の花弁をカットし、造花やブローチ等を作りませんか。
参加団体：フラワーテクニ（時間内参加自由）

28日㊏ １3：００ -16：00  29日㊐ １０：００ -14：00  クラフト室
500円

子育て！仕事！人間関係！心を楽にしませんか。　参加団体：レディ・レディ
１０：００ -１２：0０  1階通路


