
10/13（木）・14（金）・17（月）・18（火）・19（水）
9周年記念市民講座

〈主催〉新生元気塾
〈共催〉JR岐阜駅周辺施設連携促進協議会

※公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財
団の助成を受けています

会場：岐阜シティ・タワー43 3階 まなびるーむ・サンサン広場

テーマ：～みんな安気にいこまいか～
　　　 「在宅医療」知っていますか？
 家で最期まで療養したい人に

  お問い合せ・お申し込み
社会福祉法人 新生会 サンビレッジ岐阜
（岐阜シティ・タワー43 1階 新生元気塾）
TEL.058-266-4333（担当：若園）

料無加参

10/8（土）▶ 11（火）10:00～17：00（23:00まで入場可）
茶席：10:00～16：00

　　いけばなの根源 池坊
岐阜支部花展 ～花・秋風にのって～

会場:岐阜シティ・タワー43 1階・2階 
　　 アクティブG 2階 であい広場

〈主催〉華道家元池坊岐阜支部
〈後援〉岐阜県・岐阜市・岐阜県教育委員会・岐阜市教育委員会
〈協賛〉一般財団法人 池坊華道会

秋の花木を使用した伝統文化『いけば
な』を、「立花」「生花」「自由花」の3つの
スタイルで表現。秋のひとときを花々とと
もにゆっくりとお過ごしください。
いけばな無料体験コーナーもあります。

※前回の会場風景

岐阜シティ・タワー 43は11月もイベント盛りだくさん！！

★アクセス★ 名古屋からJR東海道本線で約20分、名鉄名古屋本線で約29分、大垣からJR東海道本線で約11分
★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。

※お問い合わせの際は、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。

駐車場割引
サービス

2・4階の対象店舗にて1店舗でのご利用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　※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

岐阜シティ･タワー43  （ TEL.058-213-5043　http://www.gifucity-tower43.jp ）
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岐阜スカイウイング37

アクティブG

市民講座
～みんな安気にいこまいか～
「在宅医療」知っていますか？家で最期まで療養したい人に

10:30～11:30
サンビレッジフーズ

13:00～14:00
視能訓練士　牧田氏　

11:25～11:55
松栄堂楽器

13:30～14:30
歯科ｉオーラルクリニック

★遺言 ～それぞれの終活～

14:00～15:00
シティタワー・アンキーノ

10:30～11:30
不破葬祭

13:45～14:45
声楽家　近藤氏 　

★薬剤師の
　あんしん在宅医療

★島ちゃん先生の
 知って得する!在宅医療

※★・赤字の講座は、公益財団法人　在宅医療助成　勇美記念財団の助成を受けています。共催／JR岐阜駅周辺施設連携促進協議会
社会福祉法人 新生会

サンビレッジ岐阜 岐阜シティ・タワー43 1階
新生元気塾 （担当：若園）

お問い合せ
お申し込み TEL.058-266-4333

マグロの
　解体ショー

★白内障について
　　　ま目知識!

松栄堂コンサート

★おうちでできる歯科治療！

10:30～11:30
司法書士　青木氏

★エーデルワイスの会
 ～尊い思い出・大切な思い出を
　　　　　　　　　語り合いませんか？～

祝9周年!治子のボイストレーニング
「追悼　永六輔の作品」

10:30～11:30
たんぽぽ薬局

13:00～14:00
シティ・タワー診療所

／1017

／1018 ／1019

／1013

テ
ー
マ

5か所以上参加された方に、
サンビレッジフーズ食事券を進呈!
［11月5日までにサンサンタウン事務局

（岐阜シティ・タワー43　3階）までお持ちください。］

スタンプラリー開催!!

周年記念
岐阜シティ・タワー43

みんなで語ろう

お葬式シンポジウム！

10／14

参加費無料

会場：岐阜シティ・タワー43　3階
　　　　　　まなびるーむ、サンサン広場

2016年10月

13・14・17・18・19日

10/30（日）

　 第12回
『わがまち探検マップコンクール』
会場：岐阜シティ・タワー43 1階 アトリウム

〈主催〉岐阜市・（一財）岐阜市にぎわいまち公社　〈後援〉岐阜市教育委員会

テーマ：見つけよう！あなたのまちのあんなこと こんなこと
小学生、中学生が作成した岐阜市内の探検マップを展示します。公開審査により市長
賞・市民特別賞・審査員特別賞等 の入賞作品を決定。結果発表と表彰式を行います。

10/16（日）
第2回 合唱フェスティバル

コーロ・グレイシス
月に2回集まり、皆で楽しみながら
20年以上活動。岐阜県交響楽団と
の合同演奏会にも参加。

フル・ブルーム
各務原市蘇原を拠点に30年以上活動。
今年のテーマは「花」。世代に関係なく
誰もが気軽に口ずさめる歌を披露。

岐阜少年少女合唱団
金華山の麓の自然豊かな岩戸に拠点がある
岐阜少年少女合唱団。小学生から大学生ま
で楽しく、そして正統派の合唱も楽しめる。

真正少年少女合唱団
本巣市で活動している合唱団。小学生か
ら高校生までのメンバーが楽しく元気に
さまざまな曲を歌い、笑顔を届けている。

合唱団「空よ」
21世紀とともに産声をあげた混声合
唱団。団名は思い出の旧穂積町のオ
リジナル曲『空よ、大地よ』から命名。

羽島女声コーラス
結成43年目を迎える。ハンガリー
やスペインでのコンサート参加や
全国大会進出を果たす。

合唱団凸凹
混声合唱団。マドリガル、Jポップ、
映画音楽、ミュージカルなど幅広
いジャンルにも取り組んでいる。

羽島市文化センター合唱団
ロビーコンサート、演奏会等に加え、平成20
年『国民文化祭いばらぎ』、平成 24 年『全日
本おかあさんコーラス全国大会』にも出場。

〈主催〉岐阜シティ・タワー43　〈後援〉岐阜県教育委員会・岐阜市教育委員会

会場：岐阜シティ・タワー43 1階 アトリウム
13:00～  合唱団「空よ」　 15:00～  フル・ブルーム　
13:30～  コーロ・グレイシス　 15:30～  真正少年少女合唱団　
14:00 ～  岐阜少年少女合唱団 16:00～  羽島市文化センター合唱団　
14:30 ～  羽島女声コーラス 16:30～  合唱団凸凹

※出演者の都合により、予告なく
　一部変更になる場合がございます

※第１回の会場風景

料無場入

イベントインフォメーション

深雪アートフラワー 小澤和子教室
第13回 作品展 ～セレブレイト 花に託す気持ち～
11/8（火）▶ 13（日）
会場：岐阜シティ・タワー43 1階 アトリウム
雛祭りの桃や菜の花、端午の節句の花菖蒲など生活の
節目を祝う美しい花を飾ります。家族を思う気持ちが託
された花、大好きな方に贈る花、大切な記念日の花をアー
トフラワーで表現。体験講座もあります。
（チャリティー作品販売、売上金の一部を福祉団体に寄付させて
いただきます。）
〈主催〉小澤和子教室

華道家元専正池坊
いけばな展 
11/20（日）▶ 23（水・祝）
会場：岐阜シティ・タワー43  1階・2階　
　　  アクティブG 2階 であい広場
古典花である立花・生花をはじめ、自然花、自由花、フ
ラワーアレンジメント、一枝一花など新しい花も展示しま
す。時代とと共にしなやかに進化する多様な花型をお楽
しみください。

〈主催〉華道家元専正池坊岐阜県連合会

巡って！集めて！てっぺん駅へ！
ツインタワー鉄道
11/5（土）・6（日）  10:00～15:00

受付：岐阜シティ・タワー43 ２階 エスカレーター横
受付で渡される切符を持って、ビル内に設置された各ポイン
ト駅を巡り、ゴールとなる“てっぺん駅”を目指します。参加者
にはお楽しみ抽選会で豪華商品をプレゼント！空くじはあり
ません。駄菓子屋さんコーナーやフォトスポットもあります。
〈主催〉ツインタワーのあるまち岐阜共同イベント実行委員会

ぎふ鉄道博物館 Vol.9
11/3（木・祝）▶ 6（日）
メイン会場：岐阜シティ・タワー43 1階・２階
鉄道模型（Nゲージ・HOゲージ）の走行展示、外国の
模型列車走行、運転体験、駅員の制服を着て記念撮影、
鉄道会社オリジナルグッズの販売、列車写真の展示、電
車ペーパークラフト、世界鉄道博 2016オリジナルグッズ
の展示など日替わりのイベントが盛りだくさん！

※岐阜県木育推進協議会ワークショップは材料代が必要です

〈主催〉岐阜シティ・タワー43

料無場入

（最終受付 14:30）

10/1（土）▶ 31（月）

9周年記念
スクラッチキャンペーン
岐阜シティ・タワー43対象店舗にて、税込900円以上お買い上げいただいたお客
様にスクラッチカードを進呈いたします。カードの銀色部分を削って「あたり」が出た
ら、次回対象店舗にてお買物券またはサービス券としてご利用していただけます。

※スクラッチカードの配布は1回のご精算につき3 枚までとさせていただきます　※スクラッチカードは予定枚
数に達し次第、配布終了とさせていただきます　※「あたり」のお買物券は10/31（月）までご利用いただけます

お買物やお食事が
期間限定の特別価格に！

2016.10/1（土） ▶ 31（月）

岐阜大学よさこいサークル
騒屋
①11:00～ ②13:30～
力いっぱい踊って、大好きな岐阜の素
晴らしさを皆さんにお伝えします。

笑TIME
①13:00～ ②14:30～
愛知、岐阜、三重、静岡の東海4県の
メンバーで構成。4県の民謡とともにあ
うんの呼吸で演舞を披露します。

富有樂猩
15:00～
2001年 12 月結成。富有は、地元名産
富有柿から名をもらい、チームのシン
ボルとして掲げています。

ふゆうらくしょう

10/1（土）▶ 10（月・祝）

9周年感謝還元
キャンペーン

10/11（火）▶ 31（月）
店舗一押しキャンペーン

詳しくは中面へ➡

5,000円 お買物券 … 9名様1等
1,000円 お買物券 … 20名様2等

500円 お買物券 … 200名様3等

200円 お買物券 … 500名様4等

岐阜シティ・タワー43賞…370名様

10/22（土）  11:00～16:00
4 人編成のジャズフュージョンバンド「Perseus（ペルセ
ウス）」が登場。地元岐阜の中学2年生のギタリスト、
野々田しゅうせい君の新鮮なプレーに注目です。他にも
様々なジャンルのユニットが出演します。

「FUJI ROCK FESTIVAL'15」出演のROOT SOULとナ
イキの北米キャンペーンのイラストやAIBOのデザインなど
も手掛けたグラフィックアーティスト若野桂氏がコラボレー
ション！ ROOT SOULによるソウルフルかつファンキーなサ
ウンドと、若野氏による迫力のライブペインティングを間近
で体感できる貴重なステージです。
フード・ドリンクブースもあります。

10/9（日）17:00～18:00頃（予定）
※雨天の場合は、会場をアクティブG内に変更する場合がございます

第3回 43こい　祭り
よ   さ

10/1（土）

※雨天の場合は1階 アトリウム
※雨天の場合は1階 アトリウム

お買
物券が当たる！

 9年間
の“ありがとう”をこめて

会場：岐阜シティ・タワー43前2階デッキ（スクエア43） 〈主催〉岐阜シティ・タワー43  〈共催〉JR岐阜駅周辺施設連携促進協議会  〈後援〉岐阜県・岐阜市

オータムフェスティバル 観覧無料

※出演者の都合により、予告なく一部変更になる場合がございます

オータムコンサート

10/1（土）  11:30～11:50
会場：岐阜シティ・タワー43  1階 アトリウム

祝9周年 菓子まき祭

＜オープニングセレモニー＞
11:00 ～ 岐阜大学よさこいサークル
　　　　　「騒屋」による演舞
11:20 ～ 菓子まきのご案内
11:30 ～ 菓子まき  

10:00～ 入場整理券配付（先着200名様） ※お1人様1枚

ROOT SOUL 屋外ライブ
 ＋若野桂ライブペインティング



※表示価格はすべて税込です（税抜表記のあるものを除く）　※写真はイメージです

※表示価格はすべて税込です（税抜表記のあるものを除く）　※写真はイメージです

冬の忘・新年会は、アクセス良好、終電までゆっくり過ごせる

岐阜シティ・タワー 43、アクティブGで決まり！

各飲食店舗では旬の味覚を堪能できるコース料理を各種ご用意しています。

皆さまのお越しをお待ちしております。

岐阜シティ・タワー43、アクティブG
忘年会・新年会承ります 予約

受付中！

9 周年限定セット
999円
京テリーヌやフルーツ＆
チョコレートなど多彩な
味をそろえました。
TEL.058-242-9770

STOCK YARD  chocolate & cafe2F

極上 鹿児島黒豚と
カキor 海老フライセット
2,000 円→
1,500円（税抜）
TEL.058-213-8120

こだわりの極上豚料理  田中屋豚肉店2F

すし天ランチ
1,296 円
本格寿司と6 種類の天ぷらが
一度に味わえます。

TEL.058-215-8070

すし 清八2F

あなたに合った
簡単メイク
無料
おでかけ前にいかがですか。
TEL.058-214-9884

POLA THE BEAUTY
岐阜シティ・タワー 43 店2F

秋の割烹ランチコース
2,800 円相当→1,998円
飛騨牛の陶板焼きをメインに
贅沢な料理の数々が楽しめます。

TEL.058-215-8070

割烹居酒屋 清八2F

3,000 円以上お買い上げで

お楽しみくじ引き
お買物券が当たります。

TEL.058-265-1058

婦人服 モードマダム2F

自販機（10:00 〜 23:00）

リトルワールド・
日本モンキーパーク入場券
1枚 700 円→ 600円
TEL.058-262-0117

チケットプラザ  岐阜シティ・タワー 43 店2F

特別ランチコース
1,998 円
柔らかい肉質が特徴のアンガス牛の
サーロインステーキをお好みの焼き加減で。
TEL.058-263-2981

極上熟成ステーキ・ワイン 雪月花グリル2F

帯締め
1,200円→
900円（税抜）
※無くなり次第終了
TEL.058-265-5110

きもの屋五一○  岐阜店2F

『健康ダンス』10講座の体験レッスン
ワンコイン（500円）
※お1 人様１回限り
※詳細はお問い合わせ下さい
TEL.058-265-0866

カルチャーアカデミー岐阜新聞・岐阜チャン
駅前プラザ教室2F

チラシ持参の方

9％ OFF
プレゼントなど
各種オーダー承ります。
TEL.058-212-0135

Flower Style produced by La Fleur2F

入校金
10,800円 OFF
GTEC・TOEFL にも
対応しています。

TEL.058-214-9800

英会話スクール Hello!s  岐阜本部校2F

うなぎまぶし
10％ OFF
三河一色産のうなぎを、外はカリッと、
中はふんわり焼き上げました。
TEL.058-265-2080

味路久
岐阜シティ・タワー店2F

1,000 円以上のディナーご注文で

ウェルカムドリンク
1杯サービス
TEL.058-216-1583

カフェレストラン La Station4F

骨盤ダイエット Beauty
（基本コース）500円
※初回限定
※完全予約制
TEL.058-265-5466

スリムビューティハウス
岐阜シティ・タワー 43 店2F

ランチ：飛騨牛網焼きランチ
ディナー：特撰飛騨牛ステーキコース
　　　飛騨牛ロースステーキコース
ご注文の方
飛騨牛増量サービス
TEL.058-267-1129

飛騨牛料理 「匠味」2F

ちょっと贅沢コースランチ 1,500円
月替わりのメインにオードブルサラダ、スープ、ライスorバゲット、
デザートが付きます。
TEL.058-216-1583

カフェレストラン La Station4F

ラクレットチーズのオーブン焼き 2,380 円
目の前でかけるトロトロのラクレットチーズをどうぞ。

TEL.058-269-4700

イタリアンレストラン
バンビーナ ･ バンビーノ2F

レディースセット 950円
海鮮たっぷりのミニ丼がメイン。茶碗蒸し、サラダ、デザート付き。

TEL.058-265-2080

味路久
岐阜シティ・タワー店2F

お昼のミニ会席 2,160円
前菜盛り、お造り、肉料理、揚げ物、茶碗蒸し、握り、汁物、甘味
が付いた本格割烹料理をランチで。

TEL.058-215-8070

割烹居酒屋 清八2F

特選豚しゃぶコース 2,480 円 ※ 2 名様以上、要予約

柔らかく、上質な豚の旨みが堪能できます。
TEL.058-213-8120

こだわりの極上豚料理  田中屋豚肉店2F

京テリーヌお好きな 3 枚セット 648 円
ほうじ茶と黒豆、オレンジとキャラメルナッツなど全 7 種類からどうぞ。

TEL.058-242-9770

STOCK YARD  chocolate & cafe2F

握り９貫 2,160 円
毎朝市場から直接買い付ける四季折々の旬ネタを職人が目の前で握ります。
TEL.058-215-8070

すし 清八2F

美眉スタイリング 4,860 円
担当アドバイザーがマンツーマンで理想の眉に仕上げます。

TEL.058-265-6868

Eyelash Salon Blanc2F

ティアラベアジュエリーシリーズ　2,700 円（税抜）〜
大人気のクマ束にティアラ付きが新発売！かわいいと評判です。

TEL.058-212-0135

Flower Style produced by La Fleur2F

熟成和牛フィレ STEAK のグリル 3,000円
独自のドライエイジング技術で育んだ熟成肉を最大限に活かすため、
シェフ自ら火入れします。
TEL.058-263-2981

極上熟成ステーキ・ワイン 雪月花グリル2F

飛騨牛ステーキランチ 3,600 円
上質な飛騨牛がリーズナブルな価格で楽しめる贅沢ランチです。

TEL.058-267-1129

飛騨牛料理 「匠味」2F

入塾金 0 円、
10 月分受講料半額
※ 10 月末まで

TEL.058-260-8619

HOMES 個別指導学院1F リニューアル
オープン

入塾金 0 円、
10 月分受講料半額
※ 10 月末まで

TEL.058-260-8619

志門塾  岐阜本部校1F リニューアル
オープン

チラシ持参の方
上まつげ
無制限つけ放題
9,999円 ※初回限定
TEL.058-265-6868

Eyelash Salon Blanc2F リニューアル
オープン

飲み放題コースご予約で

一品サービス
素材の美味しさを生かした
本格イタリアンです。

TEL.058-269-4700

イタリアンレストラン
バンビーナ ･ バンビーノ2F

9周年感謝還元
キャンペーン
2016.10/1（土） ▶ 10（月・祝）

※他券、サービス併用不可

店舗一押しキャンペーン
2016.10/11（火） ▶ 31（月）

本場筑前博多織物八寸名古屋帯 
（写真左）33,000円（税抜）、（写真右）18,000円（税抜）
他にもお値打ち商品を取りそろえています。
TEL.058-265-5110

きもの屋五一○  岐阜店2F

秋物続々入荷！
（写真）カットソー 6,372 円、チュニック 21,384 円
TEL.058-265-1058

婦人服 モードマダム2F

忘年会・新年会ご予約受付中 忘年会・新年会ご予約受付中

忘年会・新年会ご予約受付中 忘年会・新年会ご予約受付中

忘年会・新年会ご予約受付中 忘年会・新年会ご予約受付中

忘年会・新年会ご予約受付中

忘年会・新年会ご予約受付中


