
出展：ぎふトレ

対　象：幼児～
講　師 : 木育活動講師 前野 健（ジョイ ライフ ワークス）
岐阜県産ヒノキを使って、あそべる電車を作ろう。
磁石の連結器でガシャン！とつながる「からくりトレイン」と坂道をトコトコ走る「車両キーホルダー」が作れます。
予約受付：前日16時まで　http://joylifeworks.net/

からくりトレイン
2000円(2両)（税込）
※1両追加するごと＋1000円(税込)
遊べる車両キーホルダー
1000円(1両)（税込）

おもちゃで遊べる
スペース(無料）
もあるよ！ 出展：岐阜県木育推進協議会

11月5日（土）・6日（日）10：00～16：00（申し込み受付15：30まで）
 会場/2階 特設会場

　岐阜は木の国・山の国　   ぎふ県産ヒノキを使ってあそべる電車を作ろう！

駅員さんになりきろう！ Nゲージ模型の体験運転 /
HOゲージ模型の展示　

出展：名古屋鉄道㈱

名鉄係員の制服（子供用）を身に着けて、写真撮
影のほか、実際に使用していたパノラマスーパー
展望室の椅子に座っての写真撮影もできます。
※小学生以下限定　※カメラは各自持参でお願いします。

10：00～
なくなり次第終了
会場/2階 吹き抜け周り

鉄道忘れ物市
名鉄電車で行こう！　11月6日（日） 10：00～16：00 会場/1階 アトリウム（鉄道忘れ物市のみ会場は2階吹き抜け周りです）

正解すると記念品をプレゼント！

名鉄クイズに挑戦！
10：00～16：00

※小学生以下限定
※景品がなくなり次第終了

♪鉄道と音楽のハーモニー♬ 　11月5日（土） 10：00～16：00 会場/1階 アトリウム

出展：模型クラブリーブル、NRC、鉄道男

NゲージとHOゲージサイズの
車両走行・ジオラマ展示
皆さんおなじみの音楽にのせて、列車が縦横
無尽に駆け抜けます！また、鉄道をネタにし
たコントと歌をお届け！お楽しみに！！

Nゲージ：9㎜軌間の鉄道模型システム日 
 本では縮尺1/150を標準とし 
 ている。
HOゲージ：国際的には縮尺1/87鉄道軌間 
  16.5㎜の模型規格を指す。

Wikipediaより

部員の独自取材をもとに、制作･
発行の機関誌「連接車」を展示・
販売します。

会員のお気に入り列車を一挙大公開！
保存会の皆さんと一緒に岐阜梅林公園
Ｄ51型蒸気機関車の清掃活動もして
います。

名古屋工業大学鉄道研究会
11月3日（木･祝）
10：00～16：00

出展：鴬谷中学・高等学校 出展：名古屋工業大学鉄道研究会

岐阜大学名岐鉄道愛好会
11月3日（木･祝）・4日（金）展示のみ
11月5日（土）・6日（日）展示走行10：00～16：00

11月3日（木･祝）・5日（土）・6日（日）　
 展示走行10:00～16：00
11月4日（金）　展示のみ
　

学生鉄道　～中学生鉄、高校生鉄、大学生鉄みんな集まれ～！　会場/2階 特設会場

鴬谷中学・高等学校地歴サークル
2016鉄道模型コンクール

「ベストライター賞」「ベストムービー賞」
「情景賞」受賞おめでとう！

アメリカ、イギリス、ドイツ、スイス
など海外の模型列車も走行します。

本物の運転台機器を使っています。
風景や建物などジオラマの中を
模型列車がかけぬけます。

出展：岐阜大学名岐鉄道愛好会

昔と今の岐阜の列車がミニチュア（150分の1サイズ）で大集合。
会場いっぱいに広がるテツドウモケイで岐阜の鉄道文化に触れてみよう。
岐阜の列車を動かそう！テツドウモケイ体験運転
①10：00～12：30　②13：00～16：00（高校生以下限定、保護者同伴OK）

ミニチュアトレインミュージアム 11月3日（木･祝）10：00～17：00（テツドウモケイ体験および一部展示は16時まで）　会場/1階 アトリウム　
体験運転/9：30～整理券配布　

・テツドウモケイ展示走行（スタッフによる運転）は17：00まで
・テツドウモケイの走行ダイヤ（スケジュール）は当日会場にてご案内します。
・その他、岐阜の鉄道をテツドウモケイで身近に感じていただくコーナーも登場！
（16：00まで）

岐阜ローカル鉄道でウォークラリーにでかけよう！
11月3日 10：00～16：00　記念撮影コーナー
子ども用の駅員の制服の他にアテンダントの制服が新登場！

オリジナルグッズ大集合！　11月3日（木･祝） 10：00～16：00 会場/2階 特設会場　本物の駅員さんたちがオリジナルグッズを販売します。

11月3日（木･祝）－11月6日（日） 会場/2階 特設会場

樽見鉄道樽見鉄道長良川鉄道長良川鉄道 明知鉄道明知鉄道 養老鉄道養老鉄道

出展：岐阜ローカル鉄道連絡会議
伊勢鉄道伊勢鉄道 伊賀鉄道200系 忍者列車伊賀鉄道200系 忍者列車四日市あすなろう鉄道四日市あすなろう鉄道三岐鉄道三岐鉄道

出展：三岐鉄道、伊勢鉄道、四日市あすなろう鉄道、伊賀鉄道

紙のローカル電車をつくろう
11月3日（木･祝）－11月6日（日） 10：00～17：00
会場/岐阜シティ・タワー43　2階奥 特設会場　

名鉄電車ミュースカイ2000系・7000系パノラマカー、三岐鉄道北勢線（クモハ
270形）・（サハ140形）･（クモハ170型）、伊勢鉄道（イセⅢ型）など。
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じゃんけん大会 11月6日（日）16：00会場/2階奥 特設コーナー 10：00～17：00　会場/2階奥 特設コーナー

じゃんけんに勝ちぬいて『世界鉄道博2016』
オリジナルグッズをもらおう！

ダッチングマシーンで切符日付を印字しよう
改札はさみも使ってみよう！

巡って！集めて！てっぺん駅へ！ツインタワーイベント　

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
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ぎふ鉄道博物
館

記念入場券

10：00～16：00
（最終受付15：30）

期間中展示 期間中毎日開催 5・6日同時開催

ポイント駅を巡っててっぺん駅で豪華賞
品をゲットしよう！

記念切符はお持ち帰り
いただけます。

出展：ぎふトレ

秋〜冬見どころいっぱいローカル鉄道沿線
ローカル鉄道で旅しよう！ 
季節限定の企画列車など各種パンフレットをどうぞ。
列車ポスターも展示。

お気に入りの列車を選んでね！

主催：岐阜シティ・タワー43　共催：ＪＲ岐阜駅周辺施設連携販促協議会、アクティブＧ
後援：岐阜県、岐阜市、岐阜県教育委員会、岐阜市教育委員会、ぎふチャン　協力：岐阜ローカル鉄道連絡会議（樽見鉄道、明知鉄道、長良川鉄道、養老鉄
　　 道）、名古屋鉄道株式会社、ＪＲ貨物、三岐鉄道、伊勢鉄道、四日市あすなろう鉄道、伊賀鉄道、岐阜大学名岐鉄道同好会、名古屋工業大学鉄道研究会、
　　  鴬谷中学・高等学校、岐阜県木育推進協議会、ぎふトレ、模型クラブリーブル、ＮＲＣ、ツインタワーのあるまち岐阜共同イベント実行委員会

vol.9

2016 年11 月3 日（木・祝）〜11 月6 日（日） 会場：岐阜シティ・タワー43 1階～2階 入場無料

参加無料
※岐阜県木育推進協議会の
　ワークショップは材料代が必要です。



※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。　※写真はイメージです。　※イベントは予告なく変更になる場合がございます。
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【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。できるだけ公共交通機関をご利用ください。
 名鉄名古屋駅より名古屋本線で約29分　【特急（一部特別車）】 　名鉄岐阜駅より徒歩8分（2階歩行者用デッキ利用）
【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。

岐阜シティ･タワー43
岐阜県岐阜市橋本町2‐52
TEL.058-213-5043  
http://www.gifucity-tower43.jp

※ただし、他店舗との合算はいたしませんので御了承下さい。
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ぎふ鉄道博物館VOL.9会場  岐阜シティ・タワー43 1Fアトリウム・2Fフロアマップ　 4F フロアマップ

2・4階の対象店舗にて1店舗につき2,000円以上を御利用いただきますと1時間
分、4,000円以上を御利用いただきますと2時間分の無料駐車券をサービスさせ
ていただきます。（上限2時間）

岐阜シティ・タワー43  informationイベント盛りだくさん！

県内外の農家や加工品を販売するグループのブースを出
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。

11月5日･6日･19日/12月3日・17日
10:30～14:30　会場 スクエア43［マルシェ43は毎月第1・第3土曜日に開催しています。］

マルシェのご案内

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～

シティ・タワーのみんなで
クリスマス プレ パーティー

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

11月8日（火）～13日（日）　　　　入場無料 11月20日（日）～23日（水・祝）　  入場無料11月12日（土）13：00～18：00 入場無料

楽しいテーブルゲームの体験会と
岐阜のヒノキで
クリスマスオーナメント作り！
材料費：1個300円（税込）
会　場：2階　特設会場
協力：岐阜県木育推進協議会

華道家元専正池坊 いけ花展
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

会場：２階　特設会場　出展：渡辺染物店
郡上本染めについて
山懐に深く抱かれた城下町、郡上八幡に創
業して四百三十年、藍染め一筋にその伝統
の工芸技術を継承し、昭和五十ニ年「岐阜
県重要無形文化財」に指定されました。
十四代菱屋安平（渡辺庄吉氏）来店予定。

12月10日（土）　　　　　　　　  入場無料 12月17日（土）　　　　　　　　  入場無料12月17日（土）　　　　　　　　 入場無料 12月24日（土）　　　　　　　　  入場無料　　
野澤栄子とゆかいな仲間たち
アトリウムコンサート
13：30～　会場：1階 アトリウム
歌とオカリナ演奏をお楽しみください。

①13：00～ ②16：00～
会場：1階 アトリウム
世代やジャンルを超え、心豊かな音楽をお届けします。

14：30～15：30　会場：1階 アトリウム
合唱と楽器アンサンブルのプログラム
〈曲名〉クリスマスソング、美女と野獣、トライ・エヴリシングなど

①14：30～15：00　②16：30～17：00
会場：1階 アトリウム
公開練習（合唱体験）もあります。

フルートアンサンブルKlang（クラング）

クリスマスコンサート
岐阜少年少女合唱団
クリスマスミニコンサート

鴬谷中学・高等学校
音楽部クリスマスコンサート

11月25日（金）～12月4日（日）

郡上本染め展覧会（販売有）

ミニチュアトレインミュージアム
鉄道と音楽のハーモニー
名鉄電車で行こう！

カフェレストラン 

La Station ラ・スタシオン 味路久 みろく 岐阜シティ・タワー店 飛騨牛料理 「匠味」 たくみ

☎ 058-216-1583

4階 2階

ご予約
お問い合わせ

こだわりの極上豚料理

田中屋豚肉店

☎ 058-213-8120

2階

ご予約
お問い合わせ

すし 清八 せいはち

☎ 058-215-8070

2階

ご予約
お問い合わせ

極上熟成ステーキ・ワイン 
雪月花グリル

☎ 058-263-2981

2階

ご予約
お問い合わせ

割烹居酒屋

清八 せいはち

☎ 058-215-8070

2階

ご予約
お問い合わせ

☎ 058-265-2080

ご予約
お問い合わせ

2階

☎ 058-267-1129

ご予約
お問い合わせ

イタリアンレストラン

バンビーナ・バンビーノ
2階

☎ 058-269-4700

ご予約
お問い合わせ

詳細は館内ラックのパンフレットをご覧下さい。忘・新年会承ります。

男女トイレ 多目的トイレエレベーター エスカレーター喫煙室

飲食・喫茶 ファッション
（婦人服・着物）美容 教室・習い事 フラワー

ショップイベント会場

i インフォメーション

【着床階：B1F, 1F, 2F, 3F, 4F】

入口

【着床階：B1F, 1F, 2F, 3F, 4F】

入口

【着床階：1F, 2F】

②

ぎふチャン

スクエア43
（2Fデッキ）飛騨牛料理

「匠味」
飛騨牛料理
「匠味」

チョコレート＆カフェ
ストックヤード
チョコレート＆カフェ
ストックヤード

英会話スクール・ハローズ英会話スクール・ハローズ

1階
アトリウム

吹き抜け

ラ・スタシオンラ・スタシオン

鉄道忘れ物市

i
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割烹居酒屋
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田中屋豚肉店 きもの屋
五一○
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驛の茶屋（自販機コーナー）

チケットプラザ

FC岐阜
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紙のローカル電車
をつくろう

特設会場

ヒノキを使って
電車を作ろう！

オリジナルグッズ
大集合

岐阜県ローカル
鉄道ウォークラリー
にでかけよう！

モード
マダム

エターナル・
ラビリンス

フラワー スタイルフラワー スタイル

４３階無料展望室
直行エレベーター
４３階無料展望室
直行エレベーター

イタリアンレストラン
バンビーナ・バンビーノ
イタリアンレストラン
バンビーナ・バンビーノ

(イベントの詳細は表面をご覧下さい)

休憩
コーナー

味路久

カルチャーアカデミー
岐阜新聞・岐阜放送 駅前プラザ教室

教室教室受付

ダッチングマシーンで
切符日付を印字しよう

アイラッシュ
サロンブラン 

ツインタワー
イベント受付

学生鉄道

秋～冬見どころ
いっぱいローカル鉄道沿線
ローカル鉄道で旅しよう！
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