
11月イベント
11/2（土）▶4（月・振）

〈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、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

ぎふ鉄道博物館 vol.15
時間：10:00 ～17:00 ※イベントにより異なります
会場：岐阜シティ・タワー 43 1・2F、スクエア43
ジオラマの展示をはじめ、駅員さん体験や、本物の駅員さんに
よる各鉄道会社のオリジナルグッズ販売、ペーパークラフトな
ど、楽しいイベントが盛りだくさんです。
※岐阜県木育協議会のワークショップのみ材料代が必要です。

入場・参加無料

11/16（土）▶1/31（金）

〈協賛〉岐阜シティ・タワー43　〈後援〉岐阜県、岐阜市

ヒマラヤスギイルミネーション
時間：16:00 ～ 23:00
会場：岐阜シティ・タワー43 前
昭和32年、岐阜市の緑化運動の一環で岐阜木材青壮会の皆さんが植樹
した「スクエア43ヒマラヤスギ」。
駅前のにぎわいの一助として今年もイルミネーション装飾にチャレンジし
ます。	 	 	 　　　　※予定は、変更になる場合があります。

入場無料 11/22（金）▶25（月）

〈主催〉華道家元専正池坊岐阜県連合会

専正池坊岐阜県連合会いけ花展
時間：10:00 ～17:00（最終日16:00）
会場：岐阜シティ・タワー 43
　　　１Fアトリウム　2F特設会場　他
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、一枝一花など多様な花形を展示します。
時代とともにしなやかに進化するいけ花をお楽しみください。

入場無料

11/3（日・祝）▶4（月・振）
「第2 回ぎふ信長楽市」連携フェア
岐阜シティ・タワー43では、様々な特典をご用意し
て皆様のお越しをお待ちしています。

対象店舗：きもの屋	五一〇／飛騨牛料理	匠味／
イタリアンレストラン	バンビーナ・バンビーノ／丼
とまぶしの店	味路久／もつ鍋	信長／日本酒バー	
NOBUNAGA／豚肉料理	田中屋豚肉店／フレンチ＆
イタリアン料理	ラ・スタシオン

11/11（月）▶17（日）
第16 回深雪アートフラワー小澤和子教室作品展
時間：10:00 ～17:00（最終日16:00まで）
会場：岐阜シティ・タワー 43 1Fアトリウム
テーマ：野に咲く花達に愛をこめて
野に咲くかわいいしろつめ草、山に楚 と々さくやまゆり、踏まないでね
と聞こえてくるおおいぬふぐりなど可憐な花達と深雪アートフラワー
のマリアージュで素敵な世界が広がります。体験講座もあります。
※チャリティのため、売上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

10/17（木）▶23（水）

郡上市重要無形文化財　郡上本染展
時間：10:00 ～17:00（最終日は15:00まで）
会場：岐阜シティ・タワー 43　2F特設会場
郡上市重要無形文化財に指定されている渡辺染物店の
「郡上本染」。
伝統的な染色技術から生まれる美しい郡上本染・藍染
め作品、来年の干支（子）を描いた新作も展示販売しま
す。オーダーのご相談やご予約等の注文も承ります。
〈主催〉岐阜シティ・タワー43　〈共催〉渡辺染物店

料無場入

2019.10/1（火） ▶ 31（木）
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11

混声合唱団ユーベルコール
創団34年。早田公民館で毎週火曜20
時から練習しています。職業も年齢も幅
広いメンバーで活動しています。

岐阜各務原児童合唱団
創立50周年を迎えました。各務原
市那加福祉センターにて幼稚園～高
校生まで楽しく歌っています。

合唱団しらさぎ
羽島市近郊で活動。クラシック、ポップ
ス、アニメソング、アカペラ、ミュージカ
ルなど、多彩なジャンルを歌っています。

コーロ・グレイシス
月に2回集まり、皆で楽しみながら20
年以上活動を続けてきました。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
活動を続け、今も県や市、地元のイ
ベントに積極的に参加しています。

岐阜少年少女合唱団
金華山麓の岩戸に専有の会館を持つ
合唱団。小学生～高校生が楽しく練
習している正統派の合唱団です。

女声合唱団  沙羅
毎週火曜日19時30分～長森コミセ
ンにて、仲良く笑顔で健康をモットー
に元気に歌っています。

サラマンカ少年少女合唱団CORO Junior 
友だちと歌が大好きな元気な仲間。ただ
いま、書下ろし新作ミュージカル（2020.
3/29＠サラマンカホール）に取り組み中。

あざみコーラス
「市民サークル発表会」といったイベン
トや、病院や福祉施設でのロビーコン
サートなど、積極的に活動しています。

市川音楽教室ジュニア合唱団
ピアノ演奏の表現力を高めるため
に創られた音楽教室の合唱団です。
月に2回楽しく練習しています。

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
ジャンルに取り組んでいます。

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 46 年目。ハンガリーやスペイ
ンでのコンサート出演のほか、全国
大会への出場も果たしています。

ドリームロード
市橋のコミュニティセンターが活動
拠点。ミュージカル曲から様々な曲
にも挑戦!!練習も、楽しんでます。

羽島市文化センター合唱団
ロビーコンサートや演奏会に加え、平
成24 年「全日本おかあさんコーラス
全国大会」にも出場しました。

観覧無料

岐阜大学よさこいサークル
騒屋
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。

10/6（日）

時間：11:30 ～／13:30 ～　各約15分
会場：岐阜シティ・タワー 43前 2F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

第 6 回   43こい　祭り
よ   さ

10/22（火・祝） 第 5 回 合唱フェスティバル
会場：岐阜シティ・タワー 43 1Fアトリウム
〈後援〉岐阜県教育委員会・岐阜市教育委員会

11:00 ～ サラマンカ少年少女合唱団 CORO Junior 13:20 ～ あざみコーラス 14:40 ～ 岐阜各務原児童合唱団 16:00 ～ 羽島市文化センター合唱団
11:20 ～ 混声合唱団ユーベルコール 13:40 ～ 合唱団「空よ」 15:00 ～ 女声合唱団　沙羅 16:20 ～ ドリームロード
11:40 ～ 岐阜少年少女合唱団 14:00 ～ フル・ブルーム 15:20 ～ 羽島女声コーラス 16:40 ～ 合唱団凸凹
13:00 ～ 合唱団しらさぎ 14:20 ～ コーロ・グレイシス 15:40 ～ 市川音楽教室ジュニア合唱団

オータムフェスティバル
〈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

同時開催

10月12日（土）・14日（月・祝）
11:00 〜14:00
体験ご希望の方は、当日受付
にてお申し込み下さい。
いけられました作品はお持ち
帰りいただけます。

いけばな無料体験

天正8年（1580年）、渡辺染物店は山
の懐にふかく抱かれた城下町、郡上
八幡に誕生。
渡辺染物店では1点1点、手作業で
柄入れをし、何度も何度も丁寧に染め
ていきます。正藍染の美しさを引き出
し、手作りの温かさが伝わる本物の
藍染を守りつづけております。

渡辺染物店

前期10/12（土）・13（日）  後期10/14（月・祝）・15（火）

〈主催〉	華道家元池坊岐阜支部
〈後援〉	岐阜県、岐阜県教育委員会、岐阜市、
　　　	岐阜市教育委員会、岐阜新聞社、岐阜放送
〈協賛〉	一般財団法人池坊華道会

池坊岐阜支部花展
【令和に  花のかけ橋】 
時間：10:00 ～17:00
会場：岐阜シティ・タワー 43  1F アトリウム・2F 特設会場 他
四季折々に咲く花とふれあい現在まで続く伝統文化
「生け花」。
岐阜の地で令和の時代に受け継がれた花の架け橋が、
今まさに池坊岐阜支部生け花展となって花開きます。

料無場入

10/26（土）

JR 岐阜駅周辺施設連携促進協議会 協働企画 2019

木育＆食育共育ひろば
時間：13:00 ～15:30　会場：岐阜シティ・タワー 43
・健康おやつ試食会
		管理栄養士考案！「健康おやつ」をたべよう
・ワークショップ　和紙と竹を使用した巨大数字を象った行灯作り
※事前参加受付中！当日参加も可能です。人数に限りがありますのでご了承下さい。
〈主催〉新生元気塾　◆お問合せ先：058-266-4333

料無加参

11/3（日・祝）▶4（月・振）

〈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
〈共催〉㈱岐阜シティ・タワー43開発、㈱岐阜スカイウイング37開発、
　　　JR岐阜駅周辺施設連携促進協議会、岐阜市

ツインタワー鉄道　～令和で GO ～ 

時間：10:00 ～16:00（最終受付15:00）
受付場所：岐阜シティ・タワー 43　２F入口
会場：岐阜シティ・タワー 43、岐阜スカイウイング37
ファミリー向けのスタンプラリー。岐阜シティ・タワー 43と岐阜スカイウイング
37のポイント駅を巡り、ゴール駅（43F	無料展望室）を目指します。駄菓子コー
ナー、おもちゃコーナー、オリジナル缶バッジ作りコーナーなど盛りだくさん！

参加無料「ぎふ鉄道博物館 vol.15」 
同時開催

入場無料


