
テツドウモケイワークショプ

岐阜のミニチュア電車、
　　　　　岐阜のジオラマ展示

◆親子でミニジオラマを作ろう！

ぎふトレスタッフによる親子で楽しめるジオラマ作り教室です。初めての方で
も気軽に参加できます。親子でオリジナルジオラマ作品を作ってみませんか？

路面電車が駆け抜ける岐阜の風景画を好きな色で描いてみよう！ 会場内のジ
オラマや写真を参考に、あなただけのオリジナル作品を描いてみてください！

◆ぬり絵コーナー

イベント期間中、ぎふトレスタッフが来場者のみなさんと新たな
ジオラマ作品づくりに挑みます。飛び入り参加OK！ みんなで一
つのジオラマ作品を作り上げましょう！

◆3日間ジオラマ制作に挑戦！（飛び入り参加OK）

県内を走る新幹線やＪＲ線、名鉄線、第三セクター鉄道の模型を展示します。ま
た、ぎふトレスタッフが制作した金崋山や岐阜城などを再現したジオラマに、か
つて市内を走っていた路面電車が走るミニチュアの「岐阜の街」が登場。その精
巧に作られた町並みは必見です！

岐阜工業高校の生徒たちが作った本格的なミ
ニSLに乗車することができます。
汽笛を鳴らして小さな線路の上を走る姿は大
迫力です。

テツドウモケイ体験運転
日時：5/4（土・祝）・5（日・祝）  11:00～18:00
 5/6（月・振）  11:00～16:00
 ★各日10:30～ ［当日分の時間指定整理券を会場で配布します］

岐阜を駆け抜ける新幹線や特急列
車のテツドウモケイを運転してみよ
う！小さいお子様や初めての方でも
楽しめる運転席から本物そっくりの
本格的な運転席までご用意。この
機会にぜひ体験してみてください。

応募詳細は会場にて発表します。携帯サイトからも応募できます。

会場：岐阜シティ・タワー43 1階 アトリウム

岐阜
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協力：ぎふトレ

ぎふの鉄道をミニチュアで感じる旅
- MINIATURE -

会場：アクティブG 2階 Gストリート

岐阜
GIFU

ぎふの鉄道を写真で感じる旅
- PHOTO -

会場：アクティブG 2階 であい広場

岐阜
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岐阜県立岐阜工業高校制作ミニSLに乗ろう！
- MINI SL -

写真集「僕はパノラマカー」でおなじみのカメラマン
古池直之さんによる列車が駆け抜ける岐阜の美し
い風景写真が登場！
アクティブGにいながら旅気分が味わえます！

日時：5/4（土・祝）  10:30～15:30
 ［当日、乗車整理券を会場で配布します］

日時：5/4（土・祝）～5/6（月・振）
 10:00～19:00

無料

無料 無料

無料

参加費
500円

協力：古池 直之 協力：岐阜県立岐阜工業高等学校

◆テツドウモケイ・フォトコンテスト
岐阜シティ・タワー43で開催中の「岐阜のミニチュア電
車、岐阜のジオラマ展示」で飾られているジオラマをさ
まざまな角度から撮った、お気に入りの一枚をご応募
ください。選考で大賞にはアクティブG／岐阜シティ・
タワー43共通お買物券1万円分を3名様に、ほかに
も1,000円分を10名様にプレゼント致します。

※写真はミニチュアです

日時：5/5（日・祝）・6（月・振）
 ①11:00～ ②14:00～ ★10:30～受付開始
 （定員：各回 親子5組  ※定員になり次第終了）

岐阜シティ・タワー43 1階 アトリウム
アクティブG 2階 であい広場・Gストリート2013.5/4  -6Sat Mon
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岐阜スカイウイング37 ■ 岐阜シティ･タワー43
　 TEL.058-213-5043
　 http://www.gifucity-tower43.jp
■ アクティブ G
　 TEL.058-269-3333
　 http://active-g.co.jp

★アクセス★ 名古屋からJR東海道本線で約20分、大垣からJR東海道本線で約11分
★駐 車 場★ アクティブG 専用駐車場、岐阜シティ･タワー43地下駐車場、岐阜市駅西駐車場をご用意しておりますが、
 混雑が予想されますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

※お問い合せの際は、おかけ間違いのないようにお願いします。　※イベントの内容は予告なく変更される場合がございます

●岐阜シティ・タワー43

●アクティブ G
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1・2・4階の対象店舗にて1店舗でのお買い上げ2,000円ごとに「岐阜
シティ・タワー43地下駐車場」または「岐阜市駅西駐車場」1時間無料

対象店舗にて1店舗でのお買い上げ2,000円ごとに「アクティブG専
用駐車場」または「岐阜市駅西駐車場」1時間無料

※上限2時間分まで　※複数店舗での合算はできません　※ご利用店舗にて必ず駐車券をご提示ください

※写真はイメージです。 ※イベントの内容は予告なく変更になる場合がございます。

Information
ふれあい福祉マーケット
4/26（金）・27（土） 11:00～　会場：アクティブG 2階 ふれあい広場

ジャズ・フュージョン アフタヌーンコンサート
5/19（日） 13:00～/15:30～
会場：岐阜シティ・タワー 43 2階デッキ［スクエア43］
（雨天の場合は岐阜シティ・タワー 43 1階 アトリウム）

出演：ペルセウス

マルシェ43
5/12（日） 10:30～14:30　会場：岐阜シティ・タワー 43 2階デッキ［スクエア43］

岐阜市とその近郊にある幼稚園・保育園の園児たちが、大切な人を描きました。子どもたち
が心を込めて一生懸命描いた色とりどりの作品をご覧ください。

県内外の農家や加工品を販売するグループがブースを出店する朝市。有機栽培野菜、国産は
ちみつ、手作りジャムなど、県産品をはじめとしたこだわりの商品が並びます。

障がいのある方が作ったクッキーやマドレーヌ、いきなり団子などを販売します。

たいせつなひと図画展
6/1（土）～23（日）＜観覧自由＞　会場：アクティブG & 岐阜シティ・タワー43各所

ぎふ清流ハーフマラソンの開催に合わせ、食べて元気になる、体が喜
ぶグルメをテーマにした特別メニューをご用意します。

第3回高橋尚子杯
ぎふ清流ハーフマラソン応援イベント

ワーク
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WORKSHOP

会場：アクティブG  2階 ふれあい広場

会場：アクティブG 3階 対象店舗 ＆ アクティブG 2階 ふれあい広場

TV・新聞などでも活躍する“笑
いの伝道師”橋元慶男先生（鈴
鹿医療科学大学臨床心理学科 
教授）が会場を笑顔でいっぱい
にします！

笑いと癒しの好演会4/29（月・祝）
10:30～

4人組男性ゴスペルグループ。
全国、海外を廻り高い評価を
得る。アクティブGで3回目の
チャリティーライブを開催。お
楽しみに。

ゴスペルライブ「Gifts」5/1（水）
❶ 13:00～
❷ 14:00～

ヤマハ講師でもある中野彰子と
木村美絵によるデュオコンサー
ト。ポップスからクラシックまで
聴きなじみのある曲をお楽しみ
いただけます。

松栄堂楽器 フルートデュオコンサート5/3（金・祝）
❶ 11:30～
❷ 13:30～
❸ 14:30～

岐阜で唯一の大学生チアリーダー部「岐阜大学チアStars☆」のス
テージパフォーマンス。元気と笑顔を届けられるようなチアを目指
して、明るく元気に活動しています。

岐阜大学チア Stars★5/4（土・祝）
12:00～

全国男声アンサンブルコンテスト入賞から早5年、「爺5」といわれな
いよう若きソプラノを投入してがんばっています。大好きな岐阜の
玄関口で「ふるさと」を歌い上げます！

男性カルテット G５  ジーファイブ5/6（月・振）
❶ 13:00～
❷ 15:00～

福祉工房 Kid’s Dream 
「ヨーロッパの工作あそび」
5/3（金・祝）・4（土・祝）・5（日・祝） 10:00～18:00
①手づくり自転車 ②ローズウィンド
③キラキラハートのペンダント
④指人形 ⑤マラカス ⑥アイロンビーズ
から選択できます
会場：アクティブG 2階 ふれあい広場　参加費：300～1,000円

お問い合わせ・お申し込み　TEL.058-266-7455

YAMAHA 松栄堂楽器 ハーモニーステーション岐阜
「楽しくゴスペルコーラス」
4/29（月・祝） 11:00～12:00
会場：YAMAHA松栄堂楽器 ハーモニーステーション岐阜　参加費：500円・ペア900円

お問い合わせ・お申し込み　TEL.058-263-3760

ストーンガーデン 岐阜店
「天使のサンキャッチャー
　　　　ストラップを作ろう！！」
4/27（土）～5/6（月・振） 10:30～18:00（随時受付）
会場：ストーンガーデン 岐阜店　参加費：800円

お問い合わせ・お申し込み　TEL.058-212-3626

studio record 
「陶芸体験教室」
4/28（日） 14:00～16:30
会場：studio record　参加費：2,940円

「木のスプーン作り体験講座」
5/5（日・祝） 14:00～16:00
会場：studio record　参加費：2,650円

お問い合わせ・お申し込み　TEL.058-265-9404

「尺八を吹こう」
5/1（水） 11:00～12:00
会場：YAMAHA松栄堂楽器 ハーモニーステーション岐阜　参加費：500円

「フルートを吹こう」
5/3（金・祝） 14:00～14:30、15:00～15:30
会場：アクティブG 2階 ふれあい広場　参加費：200円

「エレクトーンを弾こう」
5/4（土・祝） 10:00～17:00（各30分）
会場：YAMAHA松栄堂楽器 ハーモニーステーション岐阜　参加費：200円

花の会 レジンアクセサリーStudio
「レジンでつくる生のお花の入った
  ミラー付キーホルダー」
4/27（土）～5/6（月・振） 10:30～15:00（随時受付）
会場：花の会 レジンアクセサリーStudio　参加費：1,260円

お問い合わせ・お申し込み　TEL.058-269-4177

要予約
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岐阜シティ・タワー43とアクティブGの飲食店、または物販店でお買物をされた方に、お得なクーポンがついた「ぎふ鉄道博物館トレインカード」を
配布します。配布されたお店の今だけの特典が利用できます。カードは絵柄が4種類あるのでコレクションにしても♪
さらにジオラマ展示会場では、全てのお店のサービスが受けられるカードも配布します。

ぎふ鉄道博物館トレインカードを配布します！

岐阜シティ・タワー43  バンビーナ・バンビーノ／田中屋豚肉店／匠味／すし 清八／蕎麦居酒屋 清八／味路久／中華そば たなか屋
アクティブG  ［楽市楽座］あぶり焼きSAKANAYA／赤い鳥／ひな野／あお井／煌麗／ NEWTON CIRCUS／うおや亭／一徹／キララ／ポムの樹／アクア・
パラディーゾ／カフェ・ド・クリエ／ねこの約束　［TAKUMI工房］結・コアデザイン研究所／浅野彫刻／サフラン／松栄堂楽器／レジンアクセサリーStudio／
ONE OVER f G-style／CHA-CHA／エムズガーデン／Kid’s Dream／Refle SYU／NAGARAGAWA FLAVOR＋G／ストーンガーデン／Tomomi

対象
店舗

からだがよろこぶ グルメフェア
5/7（火）～19（日） 

お得な特典付き！

（随時受付）

ステージ
イベント

STAGE EVENT

アクティブG ＆ 岐阜シティ・タワー 43
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